
所　　属 配置場所 区　分 配備年度 所　　属 区　分 配備年度

1 第1分団第1部 上組町 積載車 Ｈ25.2 24 第3部 大出 積載車 Ｈ5.2

2 第2部 穀町 ポンプ車(4WD) Ｈ9.10 25 第4部 張山 積載車 Ｈ8.3

3 第3部 駅前 ポンプ車(4WD) Ｈ6.2 26 第5部 花輪 積載車 Ｈ4.3

4 第4部 下組町 積載車 Ｈ15.1 27 荒屋分所 荒屋 軽積載車(4WD) Ｓ63.12

5 第5部 上早瀬 積載車(4WD) Ｈ17.1 28 第5分団第1部 駒木 積載車(4WD) Ｈ21.2

6 第2分団第1部 新里 ポンプ車(4WD) Ｈ7.10 29 第2部 光興寺 積載車(4WD) Ｈ21.2

7 根岸分所 根岸 軽積載車(4WD) Ｈ2.2 30 第3部 八幡 積載車 Ｈ12.3

8 第2部 大久保 積載車 Ｈ10.12 31 第4部 松崎 ポンプ車(4WD) Ｈ9.10

9 第3部 山口 積載車 Ｈ5.2 32 第5部 蓬田 積載車 Ｈ13.2

10 第4部 下綾織 積載車(4WD) Ｈ18.12 33 第6部 新張 ポンプ車(4WD) Ｈ25.8

11 長岡分所 長岡 軽積載車(4WD) Ｈ2.11 34 第6分団第1部 似田貝 積載車 Ｈ9.12

12 和野分所 和野 軽積載車(4WD) Ｓ62.10 35 第2部 柏崎 積載車 Ｈ14.2

13 第5部 砂子沢 積載車 Ｈ7.3 36 飯豊分所 飯豊 軽積載車(4WD) Ｓ62.10

14 第3分団第1部 鮎貝 積載車 Ｈ9.12 37 第3部 山口 積載車 Ｓ63.3

15 第2部 小友 ポンプ車(4WD) Ｈ6.11 38 第4部 本宿 ポンプ車(4WD) Ｈ8.11

16 第3部 長野 積載車 Ｈ8.11 39 第5部 栃内 積載車(4WD) Ｈ18.12

17 第4部 山谷 積載車 Ｈ12.3 40 第7分団第1部 善応寺 ポンプ車(4WD) Ｈ7.10

18 第5部 鷹鳥屋 積載車(4WD) Ｈ19.12 41 第2部 下関 積載車 Ｈ10.12

19 第4分団第1部 上柳 ポンプ車(4WD) Ｈ6.11 42 第3部 中下 積載車 Ｈ8.11

20 和野分所 和野 積載車 H23.12 43 第4部 中沢 積載車 Ｓ63.3

21 第2部 東禅寺 積載車 Ｈ7.3 44 第5部 沢田 積載車 Ｈ6.2

22 大萩分所 大萩 軽積載車(4WD) Ｈ2.11 45 第8分団第1部 上郷 ポンプ車(4WD) Ｈ8.11

23 沢の口分所 沢の口 軽積載車(4WD) Ｓ63.12 46 第2部 細越 積載車 H21.12
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47 第3部 暮坪 積載車 Ｈ16.2

48 第3部 分所 川原 軽積載車(4WD) Ｈ2.2

49 第4部 平倉 積載車(4WD) Ｈ21.2

50 来内分所 来内 軽積載車(4WD) Ｓ62.10

51 第5部 平野原 積載車 Ｈ8.3

52 第6部 板沢 積載車(4WD) Ｈ25.12

53 第9分団第1部 新町 ポンプ車(4WD) Ｈ2.11

54 第2部 上宮守 ポンプ車(4WD) Ｈ12.10

55 第3部 鹿込 積載車(4WD) Ｈ25.3

56 第4部 岩根橋 積載車(4WD) Ｈ7.11

57 第5部 塚沢 積載車(4WD) Ｈ9.11

58 第6部 下郷 積載車(4WD) Ｈ12.12

59 第10分団第1部 宿 ポンプ車(4WD) Ｈ12.3

60 第2部 米田 積載車(4WD) H23.12

61 第3部 大川目 積載車(4WD) Ｈ11.9

62 第4部 中斉 積載車 H21.12

63 第5部 小通 積載車(4WD) Ｈ4.11

64 第6部 湯屋 積載車(4WD) Ｈ12.12

65 第11分団第1部 上鱒沢 ポンプ車(4WD) Ｈ9.2

66 第2部 下鱒沢 ポンプ車(4WD) Ｈ9.9

67 第3部 迷岡 積載車(4WD) Ｈ8.12

68 第4部 柏木平 積載車(4WD) Ｈ7.11
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