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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0001 常備消防通信管理費 (簡略番号：004811) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 23,771

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 65
地方債
その他

一般財源 23,706

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 75 市民の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、
 安心・安全なまちづくりを目指す
 概  要  01 市民の安心・安全を守ります
 事  務  12 情報連絡室業務

＜事業の目的＞

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 196
18 負担金､補助及び交付金 20,319
19 扶助費

05 災害補償費 20

 消防救急活動に不可欠である消防無線の維持管理及び消防業務に係るその他の通信回線の
 維持を行うとともに、共同運用している中東遠消防指令センターの適切な運営により、円
 滑な消防業務を実施する。

＜事業の概要＞
 無線機器・電話設備等の保守管理や維持管理を行い、災害に即時対応できる体制を確保す
 る。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 110千円
   ・消防救急無線機の修繕費
 11節 役務費 1,042千円
   ・消防庁舎固定電話及び救急・救助活動に係る携帯電話・タブレット端末使用料
 12節 委託料 2,104千円
   ・消防庁舎構内交換電話設備保守点検、無線機保守点検、再免許申請の委託料
 17節 備品購入費 196千円
   ・消防用無線バッテリー更新に伴う備品購入費
 18節 負担金、補助及び交付金 20,319千円
   ・中東遠消防指令センター運営経費負担金

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 110 25 寄附金
11 役務費 1,042 26 公課費
12 委託料 2,104 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 23,771

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 65
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1



款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0002 救急活動事業費 (簡略番号：004825) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,101

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,101

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 03 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防署）

＜事業の目的＞
 資機材の整備や保守及び装備を充実し、災害に強い安心・安全なまちづくりに取り組むと

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 ともに、災害に対して迅速かつ的確な活動を行うため、職員の資質向上を図る。

＜事業の概要＞
 救急活動に必要な資機材の整備及び適切な維持管理を行うとともに、救急現場を想定した
 各種訓練を実施し、隊員の技術、能力、知識を高める。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 1,223千円
   ・救急活動に必要な感染防止衣等の消耗品費
   ・救急搬送票の印刷製本費
   ・救急資機材の修繕料
 11節 役務費 374千円 
   ・特定行為に係る指示要請料、事後検証等の手数料
   ・医療廃棄物等の処分に伴う手数料
 12節 委託料 504千円
   ・ベッドサイドモニタ等の保守点検委託料

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,223 25 寄附金
11 役務費 374 26 公課費
12 委託料 504 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,101

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 01目 000200000事業 救急活動事業費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0003 消防救助活動事業費 (簡略番号：004841) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 3,318

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 342
地方債
その他

一般財源 2,976

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 03 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防署）

＜事業の目的＞
 資機材の整備や保守及び装備を充実し、災害に強い安心・安全なまちづくりに取り組むと

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 1,430
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 ともに、災害に対して迅速かつ的確な活動を行うため、職員の資質向上を図る。

＜事業の概要＞
 火災、救助等に必要な資機材の整備及び適切な維持管理を行うとともに、各種災害を想定
 した訓練を実施し、災害時における迅速かつ組織的な活動技術や能力を高める。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 1,207千円
   ・救助用ロープ等の消防救助活動に必要な消耗品費
   ・移動式高圧充填機等の修繕費
 11節 役務費 96千円
   ・空気ボンベの廃棄手数料
   ・訓練用廃車車両の搬送手数料
 12節 委託料 585千円
   ・ユニッククレーン点検、空気ボンベ耐圧検査、空気呼吸器点検等の委託料
 17節 備品購入費 1,430千円
   ・消防用ホース等の火災や救助活動に必要な備品購入費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,207 25 寄附金
11 役務費 96 26 公課費
12 委託料 585 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,318

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 342

09款 01項 01目 000300000事業 消防救助活動事業費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0004 予防事業費 (簡略番号：004856) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,456

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 140

一般財源 1,316

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 10 市民の防災意識の高揚を図ります（消防予防課）

＜事業の目的＞
 市民の防火意識の高揚と事業所における防火・保安体制の充実を図る。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 27
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 街頭広報や防火イベントの開催により、市民の防火意識の高揚を図るとともに、事業所か
 らの火災等の災害を未然に防ぐため、立入検査や講習会を行い、防火、保安体制を確保す
 る。

＜令和２年度実施内容＞
 07節 報償費 ３千円
   ・防火ポスター審査員への謝礼
 10節 需用費 1,410千円
   ・火災予防広報イベント、防火ポスターコンクール、図書購入等の消耗品費
   ・消防広報誌「きくしょう１１９」、防火ポスター等の印刷製本費
 11節 役務費 16千円
   ・わくわく消防体験イベント時の傷害保険
 17節 備品購入費 27千円
   ・レーザー距離計、巻き取り式携帯黒板の備品購入費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 3 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,410 25 寄附金
11 役務費 16 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,456

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050207009 防火管理者資格取得講習会受講料 140

09款 01項 01目 000400000事業 予防事業費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0005 常備消防施設管理費 (簡略番号：004870) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 14,645

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 438

一般財源 14,207

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 01 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防総務課）

＜事業の目的＞
 各種災害に対応するため、消防庁舎の適切な維持管理を行う。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 70
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 浄化槽等の施設管理業務の発注を行い消防庁舎の適切な維持管理を行うとともに、建物の
 長寿命化に向け検討していく。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 4,689千円
   ・手洗い石鹸、トイレ用洗剤等の施設管理に必要な消耗品費
   ・電気、ガス、水道の高熱水費
   ・非常用発電設備、照明灯、トイレ等の修繕料
 11節 役務費 53千円
   ・浄化槽法定検査手数料
   ・消防庁舎、車庫棟、訓練棟等の損害保険料
 12節 委託料 9,421千円
   ・除草作業、浄化槽清掃点検、消防庁舎総合管理等の委託料
 13節 使用料及び賃借料 62千円
   ・玄関用マット、出動準備室のマット借上げ料
 14節 工事請負費 350千円
   ・消防庁舎二階ホールのロールカーテン設置工事
 17節 備品購入費 70千円
   ・女子仮眠室の乾燥機購入のための備品購入費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 4,689 25 寄附金
11 役務費 53 26 公課費
12 委託料 9,421 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 62 予備費
14 工事請負費 350
15 原材料費 合　計 14,645

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050207022 消防本部自販機等設置手数料 384
諸収入 22050207025 消防本部電気料等使用者負担金 54

09款 01項 01目 000500000事業 常備消防施設管理費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0006 公用車管理費（消防本部） (簡略番号：004888) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 5,716

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 640

一般財源 5,076

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 75 市民の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、
 安心・安全なまちづくりを目指す
 概  要  01 市民の安心・安全を守ります
 事  務  14 受付、消防機材等の維持管理

＜事業の目的＞

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 消防本部で使用する公用車の維持管理を行う。

＜事業の概要＞
 各種災害に対応するため、緊急車両等の適切な維持管理を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 4,879千円
   ・洗車用品の消耗品費
   ・ガソリン、軽油の燃料費
   ・車検整備・法定点検等の修繕費
 11節 役務費 430千円
   ・車検代行手数料、登録印紙代の手数料
   ・自動車損害共済保険料及び自動車賠償責任保険料
 26節 公課費 407千円
   ・自動車重量税

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 4,879 25 寄附金
11 役務費 430 26 公課費 407
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 5,716

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
財産収入 18020201002 車両売払代金 640

09款 01項 01目 000600000事業 公用車管理費（消防本部）
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0007 常備消防総務費 (簡略番号：004901) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 14,951

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他 1

一般財源 14,950

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 01 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防総務課）

＜事業の目的＞
 静岡県消防学校等へ職員を派遣し、専門知識や技術力の向上を図る。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 3,944
18 負担金､補助及び交付金 4,582
19 扶助費

05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 教育や各種研修等の受講により、職員一人一人のレベルアップに取り組む。

＜令和２年度実施内容＞
 01節 報酬 2,081千円
   ・産業医及び会計年度任用職員への報酬費
 03節 職員手当等 349千円
   ・会計年度任用職員手当
 08節 旅費 1,086千円
   ・消防長会、消防学校、救急救命東京研修所等への旅費
   ・会計年度任用職員通勤手当
 10節 需用費 802千円
   ・職員貸与品及び新規採用職員貸与品等の消耗品費
   ・教育研修等申請用写真の印刷製本費
   ・緊急消防援助隊員用非常食の食糧費
   ・ＯＡ機器、被服等の修繕料
 11節 役務費 215千円
   ・救急救命士資格取得に伴う登録料、予防技術検定等の手数料
   ・消防業務賠償責任保険料
 12節 委託料 144千円
   ・病院実習等に係る健康診断、Ｂ型肝炎抗体検査及び接種の委託料
 13節 使用料及び賃借料 1,748千円
   ・ＯＡ機器及びリネンリース（布団・毛布・枕）等の使用料及び賃借料
 17節 備品購入費 3,944千円
   ・職員貸与品及び新規採用職員貸与品等の備品購入費
 18節 負担金、補助及び交付金 4,582千円
   ・消防学校、救急救命士養成研修所、気管挿管病院実習等の職員研修負担金
   ・全国消防長会、静岡県消防長会等の消防長会負担金

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 2,081
02 給料
03 職員手当等 349
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 1,086 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 802 25 寄附金
11 役務費 215 26 公課費
12 委託料 144 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 1,748 予備費
14 工事請負費 賃金
15 原材料費 合　計 14,951

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
諸収入 22050207021 全国消防協会保険事務取扱手数料 1

09款 01項 01目 000700000事業 常備消防総務費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0009 職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】 (簡略番号：004957) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 26,750

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 51
地方債
その他 5,402

一般財源 21,297

＜総合計画における位置付け＞
 その他事業 79 特別職・職員給与の適正な管理執行を図る
 概  要  01 特別職・職員給与の適正な管理執行
 事  務  02 職員給与費

＜事業の目的＞
 消防職員の手当の支払いを行う。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 消防職員の手当

＜令和２年度実施内容＞
 03節 職員手当等 26,750千円
   ・特殊勤務、休日勤務、夜間勤務等の職員手当等
 

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等 26,750
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 26,750

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17030107001 高圧ガス保安法事務交付金 19
都道府県支出金 17030107002 液化石油ガス保安事務交付金 32

手数料 15020501001 危険物取扱許可手数料 925
手数料 15020501002 火薬類消費許可手数料 31
手数料 15020501003 再交付手数料 6
諸収入 22050207010 東名高速道路救急支弁金 4,440

09款 01項 01目 000900000事業 職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 01 常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0010 救急講習等事業費 (簡略番号：010141) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 284

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 284

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 12 市民の防災活動への参加を推進します（消防署）

＜事業の目的＞
 応急手当の普及啓発

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 240
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 応急手当に関する正しい知識と技術の習得のため、救急講習を実施するとともに、応急手
 当の普及活動に積極的に取り組む事業所を推進する。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 44千円
   ・救命講習会等の消耗品費
 17節 備品購入費 240千円
   ・ＡＥＤトレーナーの備品購入費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 44 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 284

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 01目 001000000事業 救急講習等事業費

9



款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 02 非常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0001 消防団員報酬費 (簡略番号：004964) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 19,296

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 19,296

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 06 消防団の防災力の維持・向上を図ります

＜事業の目的＞
 消防団員の身分を保障する。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 階級（職階）に応じた年間報酬を全団員へ支払う。

＜令和２年度実施内容＞
 01節 報酬 19,296千円
   ・基本団員及び機能別団員の報酬

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬 19,296
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 19,296

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 02目 000100000事業 消防団員報酬費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 02 非常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0002 消防団運営費 (簡略番号：004968) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 36,214

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 96
地方債
その他 8,579

一般財源 27,539

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 06 消防団の防災力の維持・向上を図ります

＜事業の目的＞
 適切な消防団運営に向け、消防団活動の円滑化を図る。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 17,072
19 扶助費

05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 手当等の支給により、消防団活動の円滑化を図るととともに、各種研修等を受講して消防
 団員の技術や知識の向上に取り組む。

＜令和２年度実施内容＞
 03節 職員手当等 6,751千円
   ・火災出動手当、訓練手当、警戒手当、ラッパ隊技術手当、車両資機材管理手当
 07節 報償費 10,333千円
   ・査閲大会における指導員謝礼、表彰費、参加費
   ・退職団員への報償金及び表彰費
 08節 旅費 441千円
   ・小笠支部理事会、指導員研修会、消防学校教育、女性団員研修等参加の費用弁償
 09節 交際費 40千円
   ・弔慰金等の団長交際費
 10節 需用費 1,570千円
   ・安全確保のため消防団員個人へ貸与する消耗品費等
   ・消防団広報誌の作成費
   ・査閲大会の来賓用弁当代
 13節 使用料及び賃借料 ７千円
   ・体育館使用料
 18節 負担金、補助及び交付金 17,072千円
   ・小笠支部会費負担金
   ・退職報償金掛金
   ・消防団員公務災害補償掛金
   ・消防団員福祉共済掛金
   ・分団運営費交付金  

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等 6,751
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 10,333 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 441 23 投資及び出資金
09 交際費 40 24 積立金
10 需用費 1,570 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 7 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 36,214

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 96

諸収入 22050207001 消防団員退職報償金 8,564
諸収入 22050207002 消防団員福祉共済事務費 15

09款 01項 02目 000200000事業 消防団運営費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 02 非常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0003 消防施設等管理費 (簡略番号：005000) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,049

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 4,049

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 01 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防総務課）

＜事業の目的＞
 災害時活動拠点となる消防団蔵置所の適切な維持管理を行い、地域防災力を強化する。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 16
19 扶助費

05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 消防団蔵置所の長寿命化に向け維持管理を行うとともに、整備方針について検討する。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 1,400千円
   ・蔵置所の光熱水費及び修繕料
 11節 役務費 657千円
   ・蔵置所の電話料、トイレ汲み取り及び浄化槽検査手数料、火災保険料
 12節 委託料 281千円
   ・蔵置所の浄化槽点検料
 13節 使用料及び賃借料 104千円
   ・嶺田蔵置所及び布引原蔵置所の借地料
 14節 工事請負費 1,591千円
   ・平川蔵置所及び小笠南蔵置所のホース乾燥施設の整備費
 18節 負担金、補助及び交付金 16千円
   ・消防団使用のデジタル簡易無線機の電波利用料

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 1,400 25 寄附金
11 役務費 657 26 公課費
12 委託料 281 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 104 予備費
14 工事請負費 1,591
15 原材料費 合　計 4,049

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 02目 000300000事業 消防施設等管理費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 02 非常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0004 消防団資機材整備費 (簡略番号：005019) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 7,630

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 2,361
地方債
その他

一般財源 5,269

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 06 消防団の防災力の維持・向上を図ります

＜事業の目的＞
 消防団の災害活動強化及び現場での安全を確保する。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 7,630
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 防災資機材及び個人装備品を整備する。

＜令和２年度実施内容＞
 17節 備品購入費 7,630千円
   ・消火用ホース、可搬ポンプ等の防災資機材購入費
   ・消防団員個人に貸与する被服等購入費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 7,630

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 1,666
都道府県支出金 17020801003 地震・津波対策等減災交付金（投資活動） 695

09款 01項 02目 000400000事業 消防団資機材整備費

13



款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 02 非常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0005 消防自動車等管理費 (簡略番号：005024) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 2,971

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 2,971

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 01 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防総務課）

＜事業の目的＞
 消防団ポンプ車の適切な維持管理を行い、災害に即時対応できる体制を確保する。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 車両の維持管理とともに、整備方針を検討する。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 2,258千円
   ・消防団車両の燃料費、法定点検料及び修繕料
 11節 役務費 426千円
   ・消防団車両の車検代行手数料及び保険料等  
 26節 公課費 287千円
   ・消防団車両の車検時の自動車重量税

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 2,258 25 寄附金
11 役務費 426 26 公課費 287
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,971

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 02目 000500000事業 消防自動車等管理費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 02 非常備消防費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0006 非常備消防総務費 (簡略番号：005036) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 123

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金
地方債
その他

一般財源 123

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 04 消防技術の向上を目指します（消防総務課）

＜事業の目的＞
 各種研修会等に参加して、消防団員の知識習得を図る。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 10
19 扶助費

05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 消防団役員の視察研修及び女性消防団員の研修への参加等により、消防団員の活動能力向
 上に取り組むとともに、消防団の活動環境整備について検討する。

＜令和２年度実施内容＞
 07節 報償費 54千円
   ・消防団活性化検討委員の報償費
 08節 旅費 59千円
   ・女性消防団員研修等参加旅費
 18節 負担金、補助及び交付金 10千円
   ・小笠支部幹部視察研修参加負担金
 

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 54 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 59 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 123

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初

09款 01項 02目 000600000事業 非常備消防総務費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 03 消防施設費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0001 市単独消防施設整備事業費 (簡略番号：005051) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 4,339

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 298
地方債
その他

一般財源 4,041

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 02 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防警防課）

＜事業の目的＞
 災害に対し迅速に対応するため、安全で確実な消防水利の確保や消防資機材の充実を図る

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 1,269
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

 。

＜事業の概要＞
 防火水槽の維持管理及び消火栓の設置や移設・修繕、大規模災害に活用する資機材の整備
 を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費    320千円
   ・防火水槽看板及び舗装補修材等の消耗品費
   ・防火水槽等の修繕料
 17節 備品購入費 1,269千円
   ・緊急消防援助隊用資機材及び大規模災害用資機材等の更新・整備に伴う備品購入費
 27節 繰出金   2,750千円
   ・消火栓修繕及び消火栓移設に伴う繰出金

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 320 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金 2,750
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 4,339

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 298

09款 01項 03目 000100000事業 市単独消防施設整備事業費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 03 消防施設費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0002 消防自動車等整備事業費 (簡略番号：005065) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 19,556

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 6,455
地方債 12,400
その他

一般財源 701

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 02 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防警防課）

＜事業の目的＞
 多種多様化する火災、救急、救助等の災害出動に備え、緊急車両等の充実・強化を図る。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 19,367
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 各種災害への出動に対し確実な対応を行うため、緊急車両等の更新・整備を行う。

＜令和２年度実施内容＞
 08節 旅費 50千円
   ・消防ポンプ自動車中間検査の旅費
 10節 需用費 110千円
   ・車両艤装撤去の修繕費
 11節 役務費 22千円
   ・自動車リサイクル手数料
   ・消防ポンプ自動車更新に伴う自賠責保険料
 17節 備品購入費 19,367千円
   ・小笠南分団消防ポンプ自動車更新に伴う車両及び積載備品購入費
 26節 公課費 ７千円
   ・消防ポンプ自動車更新に伴う自動車重量税

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 50 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 110 25 寄附金
11 役務費 22 26 公課費 7
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 19,556

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801003 地震・津波対策等減災交付金（投資活動） 6,455

地方債 23010301002 消防ポンプ自動車整備事業債 12,400

09款 01項 03目 000200000事業 消防自動車等整備事業費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 03 消防施設費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0004 貯水槽整備事業費 (簡略番号：011755) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 20,813

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 3,656
地方債 17,000
その他

一般財源 157

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 03 消防力を高めるまちづくり
 施  策 02 消防施設・設備・体制の充実強化を図ります（消防警防課）

＜事業の目的＞
 消防力の基盤であり、火災発生時には重要な施設となる消防水利の充実強化を図る。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 地震発生時にも水利確保が可能となる耐震性貯水槽を整備する。

＜令和２年度実施内容＞
 14節 工事請負費 20,813千円
   ・嶺田及び川上地内への耐震性貯水槽整備に伴う工事請負費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 20,813
15 原材料費 合　計 20,813

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801003 地震・津波対策等減災交付金（投資活動） 3,656

地方債 23010301001 貯水槽整備事業債 17,000

09款 01項 03目 000400000事業 貯水槽整備事業費
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款 09 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 当初予算 （単位：千円）

消防費 項 消防費 03 消防施設費 所属 0106010000-0000 消防本部

事　　業

0005 大規模訓練事業費 (簡略番号：013215) 区　　分 本年度当初 前年度当初 比較 前年度現計 前々年度決算
事 業 費 1,427

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 712
地方債
その他

一般財源 715

＜総合計画における位置付け＞
 基本目標 04 快適な環境で安心して暮らせるまち
 政  策 01 防災力を高めるまちづくり
 施  策 06 災害に強いまちをつくります（消防警防課）

＜事業の目的＞
 大規模災害対応訓練を実施し、防災力の向上を図る。

節 本年度当初 前年度当初
16 公有財産購入費
17 備品購入費 764
18 負担金､補助及び交付金

19 扶助費
05 災害補償費 20

＜事業の概要＞
 総合防災訓練等の大規模災害対応訓練で使用する資機材等を整備する。

＜令和２年度実施内容＞
 10節 需用費 663千円
   ・令和２年度静岡県総合防災訓練の実施に伴う消耗品費
 17節 備品購入費 764千円
   ・令和２年度静岡県総合防災訓練の実施に伴う備品購入費

節 本年度当初 前年度当初
01 報酬
02 給料
03 職員手当等
04 共済費

貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 663 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,427

財源 科目コード 科目名称 本年度当初 前年度当初
都道府県支出金 17020801002 地震・津波対策等減災交付金（業務活動） 712

09款 01項 03目 000500000事業 大規模訓練事業費
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歳入 （単位：千円）

R2 R1

15 2 5 1 消防手数料 消本部 消本部 962 971 ▲ 9

●危険物取扱許可手数料　925千円
「特財(その他)」
　危険物施設の設置、変更の審査、検査手数料（過去５年間平均値）
　＜充当先＞9.1.1.9（職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】）925千円
●火薬類消費許可手数料　31千円
「特財（その他）」
　煙火消費に係る審査、検査の手数料（過去５年間平均値）
　＜充当先＞9.1.1.9（職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】）31千円
●再交付手数料　6千円
　危険物施設設置、変更許可証等の再交付手数料（過去５年間平均値）
　＜充当先＞9.1.1.9（職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】）6千円

17 3 1 7 消防費事務委託金 消本部 消本部 51 42 9

●高圧ガス保安法事務交付金　19千円
「特財(その他)」
　＜充当先＞9.1.1.9（職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】）19千円
●液化石油ガス保安事務交付金　32千円
「特財(その他)」
　＜充当先＞9.1.1.9（職員給与費（消防本部・常備消防費）【消防本部】）32千円

18 2 2 1 物品売払代金 消本部 消本部 700 500 200

車両売払代金　700千円
「特財(その他)」
　令和元年度更新整備に伴う旧車両の売却代金の見込額
　①消防ポンプ車（CD-１型）300千円
　②高規格救急自動車　400千円
　＜充当先＞2.1.3.7（入札契約総務費）60千円
　　　　　　9.1.1.6（公用車管理費）640千円

22 5 2 7 消防費雑入 消本部 消本部 13,598 17,012 ▲ 3,414

●消防団員退職報償金　8,564千円
「特財(その他)」
　基金から支払われる退職消防団員への退職金
　＜充当先＞9.1.2.2（消防団運営費）8,564千円
●消防団員福祉共済事務費　15千円
「特財(その他)」
　消防協会からの共済事務取扱手数料
　＜充当先＞9.1.2.2（消防団運営費）15千円
●防火管理者資格取得講習会受講料　140千円
「特財(その他)」
　講習会で使用する受講者が負担するテキスト代
　＜充当先＞9.1.1.4（予防事業費）140千円
●東名高速道路救急支弁金　4,440千円
「特財(その他)」
　東名高速道路の救急事故に出動する出動隊の維持費として算出された額
　＜充当先＞9.1.1.9（職員給与費）4,440千円
●全国消防協会保険事務取扱手数料　1千円
「特財(その他)」
　全国消防グループ保険に係る事務費
　＜充当先＞9.1.1.7（常備消防総務費）1千円
●消防本部自販機等設置手数料　384千円
「特財(その他)」
　消防本部の自動販売機設置手数料（３台分）
　＜充当先＞9.1.1.5（常備消防施設管理費）384千円

款 項 説　　　　　　　　明節 節名称
所属名称 当　初

予算額
前年度
予算額

差　額目
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R2 R1
款 項 説　　　　　　　　明節 節名称

所属名称 当　初
予算額

前年度
予算額

差　額目

22 5 2 7 消防費雑入 消本部 消本部

●消防本部電気料等使用者負担金　54千円
「特財(その他)」
　設置自動販売機の電気料の使用者負担金
　＜充当先＞9.1.1.5（常備消防施設管理費）54千円

23 1 3 1
消防施設整備事業
債

消本部 消本部 29,400 70,600 ▲ 41,200

●貯水槽整備事業債　17,000千円
「特財(市債)」（充当率10/10）
　緊急防災・減災事業債
　貯水槽整備事業に係る起債
　※地震・津波対策等減災交付金（1/3）3,656,000円
　　起債額20,813,000-3,656,000≒17,000,000円
　＜充当先＞9.1.3.3（貯水槽整備事業費）17,000千円
●消防ポンプ自動車整備事業債　12,400千円
「特財(市債)」（充当率10/10）
　緊急防災・減災事業債
　消防団ポンプ自動車整備事業に係る起債
　※車両購入費（備品除く）18,735,200円
　　地震・津波対策等減災交付額（1/3）6,245,000円
　　起債額18,735,200-6,245,000≒12,400,000円
　＜充当先＞9.1.3.2（消防自動車等整備事業費）12,400千円

44,711 89,125 ▲ 44,414歳入合計
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※担当課の省略表記は以下のとおり

部名
総務部 健康福祉部 教育文化部

秘広課 ･･･　秘書広報課 長介課 ･･･　長寿介護課 教総課 ･･･　教育総務課
地支課 ･･･　地域支援課 健づ課 ･･･　健康づくり課 学教課 ･･･　学校教育課

危機管理部 こども未来部 社教課 ･･･　社会教育課
危管課 ･･･　危機管理課 こ政課 ･･･　こども政策課 消防本部

企画財政部 子応課 ･･･　子育て応援課 消本部 ･･･　消防本部
企政課 ･･･　企画政策課 建設経済部 議会事務局

生活環境部 都計課 ･･･　都市計画課 議事局 ･･･　議会事務局
環推課 ･･･　環境推進課 商観課 ･･･　商工観光課 監査委員事務局
下水課 ･･･　下水道課 茶振課 ･･･　茶業振興課 監委事 ･･･　監査委員事務局
小市課 ･･･　小笠市民課

22


	空白ページ



