
  ９款 消防費   １項 消防費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 常備消防費 2,699,021 2,611,102 87,919 3,567 24,900 71,086 2,599,468 2 給料 1,151,328 1 給与費 2,355,352

一般職　３０９人 2,355,352(1)

3 職員手当等 819,544 2 消防管理費 189,239

消防運営管理費 54,196(1)

管理職手当 署所維持管理6,706

扶養手当 全国消防長会負担金52,896 330

地域手当 全国消防協会負担金36,246 129

住居手当 　県消防長会負担金20,687 319

通勤手当 全国消防長会関東支部負担金35,931 30

特殊勤務手当 県東部消防長会負担金18,000 141

時間外勤務手 　労働基準協会負担金51,720 20

当 　東名高速道路静岡県消防協議会負担金 2

休日勤務手当 　無線電波利用負担金103,950 39

夜間勤務手当 消防教育研修事業費 12,052(2)34,000

宿日直手当 　職員教育200

期末手当 　　救急救命士養成　　　 2人282,315

勤勉手当 　　消防大学校入校　　　 3人176,893

　県消防学校入校　　　37人

4 共済費 385,943 研修、資格取得

消防大学校等教育負担金 5,194

7 賃金 9,751 県消防学校教育負担金 2,471

大型自動車運転免許試験講習参加負担金 240

8 報償費 969 会議、研修会出席者負担金 612

被服貸与費 18,408(3)

9 旅費 6,501 消防吏員被服貸与

音楽隊、カラーガード隊制服貸与

費用弁償 消防車両・資機材管理事業費 52,596(4)72

普通旅費 消防車両維持管理　車両42台2,189

特別旅費 　車検等法定点検、修理、保守4,240

消防用資機材維持管理

11 需用費 108,961 消防水利管理事業費 9,581(5)

　消防水利維持補修

消耗品費 消防庁舎管理事業費 42,406(6)34,815

燃料費 　消防庁舎維持補修12,507

食糧費 　西消防署既存訓練塔解体53

 ９款  消防費

430 431



  ９款 消防費   １項 消防費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

印刷製本費 西消防署訓練塔設置2,313

光熱水費 富士見台分署屋上・外壁防水10,831

修繕料 3 消防活動費 16,32748,442

消防活動費 16,327(1)

12 役務費 25,445 署所用器具、消耗品

　救助用ロープ類、消火薬剤　ほか

通信運搬費 消防活動用資機材20,998

手数料 　　空気呼吸器用ボンベ 　　　　12本3,005

保険料 　消防用ホース　　　 　　　　52本387

自動車損害保 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金1,055 6,351

険料 4 救急活動費 11,439

救急活動費 11,439(1)

13 委託料 84,681 　救急用器具、消耗品

　  高度応急処置用品

14 使用料及び賃 32,756 　救急活動用備品

借料 　普通救命講習開催

　富士地域ＭＣ協議会負担金 55

15 工事請負費 30,639 5 予防広報活動費 3,825

予防広報事業費 943(1)

16 原材料費 666 火災予防運動実施

消防出初式開催事業費 676(2)

18 備品購入費 21,716 消防出初式開催

　会場設営、写真コンテスト

19 負担金、補助 18,627 消防音楽隊等運営事業費 1,006(3)

及び交付金 消防音楽隊運営

カラーガード隊運営

負担金 消防まつり開催助成費 1,200(4)17,427

補助金 消防まつり補助金1,200

6 富士市・富士宮市消防指令センター費 122,839

27 公課費 1,494 富士市・富士宮市消防指令センター運営事業費 122,839(1)

　消防緊急通信指令施設運営管理

　施設保守等維持管理

　富士宮市庁舎使用負担金 694

　県防災行政無線運営協議会負担金 450

　金丸山基地局電気使用料負担金 350

 ９款  消防費
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  ９款 消防費   １項 消防費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

2 非常備消防 150,950 136,241 14,709 4,850 22,387 123,713 1 報酬 30,146 1 給与費 30,146

費 消防団員　８６０人 30,146(1)

5 災害補償費 2,246 2 消防団管理費 81,896

消防団運営管理費 72,050(1)

8 報償費 22,327 公務災害補償

退職報償金

9 旅費 9,458 各種表彰

　被服貸与

費用弁償 消防団だより発行9,181

普通旅費 　詰所維持管理12

特別旅費 　県消防協会富士支部負担金265 1,657

　消防団員退職報償金掛金 19,776

11 需用費 30,567 　消防団員等公務災害補償掛金 2,454

　消防団員賞じゅつ見舞金掛金 276

消耗品費 　無線電波利用負担金21,035 73

燃料費 　会議、研修会出席者負担金1,091 229

印刷製本費 消防団車両・資機材管理事業費 7,334(2)200

光熱水費 消防車両維持管理　車両35台2,827

修繕料 　車検等法定点検、修理5,414

消防用資機材維持管理

12 役務費 1,098 消防団詰所管理事業費 2,512(3)

消防団詰所維持補修、改修

手数料 消防団詰所用地借上（第5分団、第9分団）319

自動車損害保 3 消防団活動費 38,908779

険料 消防団活動費 14,098(1)

団本部、31ケ分団

13 委託料 1,283 水火災活動、警戒活動、演習訓練

消防活動用資機材整備

14 使用料及び賃 1,899 　ジェットシューター　　　 24個

借料 消防団等助成費 2,690(2)

消防団員互助会助成金 110

15 工事請負費 500 　消防団員福祉共済保険助成金 2,580

消防団交付金 22,120(3)

18 備品購入費 1,227 　消防団運営交付金 18,200

 ９款  消防費
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  ９款 消防費   １項 消防費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 49,275 消防団訓練交付金 2,790

及び交付金 消防団訓練大会交付金 200

支部査閲大会出場交付金 450

負担金 県消防操法大会出場交付金24,465 110

補助金 県消防操法大会壮行会交付金2,690 370

交付金 22,120

27 公課費 924

3 消防施設費 211,290 196,747 14,543 38,444 105,500 54 67,292 9 旅費 467 1 消防施設整備費 171,565

耐震性貯水槽整備事業費 30,272(1)

普通旅費 　耐震性 40 貯水槽 　　　 　　　 4基467

消火栓整備事業費 52,519(2)

11 需用費 1,465 　消火栓設置補助金 300

　消火栓新設負担金 29,592

消耗品費 消火栓維持管理負担金1,425 22,627

印刷製本費 消防用資機材整備事業費 4,763(3)40

移動式高圧空気製造設備　　 　　 1台

12 役務費 852 消防車両整備事業費 84,011(4)

水槽付消防ポンプ自動車　　　　　1台

手数料 高規格救急自動車　　　　　　　　1台852

2 消防団施設整備費 39,725

15 工事請負費 29,900 消防団資機材整備事業費 1,734(1)

防火長靴　　 　　　　　　　　　87足

18 備品購入費 126,087 チェーンソー　　　　　　　　　　5台

消防団車両整備事業費 37,991(2)

19 負担金、補助 52,519 消防ポンプ自動車　　　　　　　　2台

及び交付金

負担金 52,219

補助金 300

4 水防費 13,301 12,366 935 913 92 12,296 1 報酬 4,494 1 給与費 4,494

水防団員　５１０人 4,454(1)

5 災害補償費 5 水防協議会委員　４人 40(2)

 ９款  消防費
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  ９款 消防費   １項 消防費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

8 報償費 10 2 水防対策費 8,534

一般事務費 103(1)

9 旅費 51 会議、研修会出席者負担金 12

水防団活動事業費 6,249(2)

費用弁償 水防団事業交付金6 1,530

普通旅費 消防団員等公務災害補償掛金16 1,479

特別旅費 水防訓練事業費 2,182(3)29

　市水防訓練

11 需用費 1,889 3 田子の浦港海岸陸閘操作委託費 273

田子の浦港海岸陸閘操作委託費 273(1)

消耗品費 　田子の浦港海岸陸閘操作点検等(県受託事業)1,713

食糧費 30

印刷製本費 10

光熱水費 36

修繕料 100

12 役務費 22

通信運搬費 6

手数料 5

筆耕翻訳料 11

13 委託料 1,869

14 使用料及び賃 868

借料

16 原材料費 221

18 備品購入費 851

19 負担金、補助 3,021

及び交付金

負担金 1,491

 ９款  消防費
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  ９款 消防費   １項 消防費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

交付金 1,530

5 防災費 207,208 269,447    △ 62,239 44,446 51,000 3,075 108,687 1 報酬 430 1 給与費 7,784

防災会議委員　２２人 220(1)

3 職員手当等 7,354 国民保護協議会委員　２１人 210(2)

時間外勤務手当 7,354(3)

時間外勤務手 職員参集訓練7,354

当 　総合防災訓練

地域防災訓練

4 共済費 403 　津波対策訓練

　土砂災害対策訓練

7 賃金 2,615 　ふじBousai 2017

　災害配備出動

8 報償費 874 学校防災教育連絡会議

　地区防災会議

9 旅費 736 2 防災対策費 91,480

防災危機管理事務費 10,882(1)

費用弁償 関係機関連携強化125

普通旅費 地域防災計画推進445

特別旅費 業務継続計画策定166

災害情報共有システム

11 需用費 31,494 　被害認定調査・り災証明書発行ｼｽﾃﾑ整備

県内都市地震対策連絡会負担金 30

消耗品費 中越大震災ﾈｯﾄﾜｰｸおぢや協議会負担金16,817 10

燃料費 ４市協定連絡会負担金47 10

食糧費 災害啓発事業費 15,218(2)81

印刷製本費 防災教育3,597

光熱水費 防災気象情報運営2,356

修繕料 消防防災庁舎ＰＲ室等運営4,825

賄材料費 地域防災指導員育成116

医薬材料費 　防災マップ増刷3,655

　防災啓発番組放送（Radio-f）

12 役務費 10,473 土砂災害警戒区域啓発

　中型自動車運転免許試験講習参加負担金 43

通信運搬費 備蓄資機材整備事業費 19,986(3)7,053

 ９款  消防費
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  ９款 消防費   １項 消防費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

広告料 備蓄用食糧整備（59,050食）3,327

手数料 防災用資機材整備93

医療用資機材整備

13 委託料 24,522 避難場所案内板等整備

防災倉庫・ヘリポート維持管理

14 使用料及び賃 1,369 自主防災組織育成事業費 44,500(4)

借料 自主防災組織運営補助金 18,500

自主防災組織防災器材購入費補助金 26,000

15 工事請負費 78,570 津波対策事業費 585(5)

　津波対策標識等整備

16 原材料費 76 国民保護事業費 309(6)

　国民保護推進

18 備品購入費 2,608 3 遭難対策費 606

遭難対策事業費 176(1)

19 負担金、補助 45,684 　山岳遭難、水難救助対策経費

及び交付金 遭難対策助成費 430(2)

　山岳遭難防止対策事業活動補助金 100

負担金 山岳救助対策事業活動補助金754 130

補助金 水難活動補助金44,930 200

4 防災無線費 102,664

防災無線整備費 82,762(1)

同報無線受信局整備（フルデジタル34局）

防災無線管理費 19,902(2)

同報無線管理

ＭＣＡ無線管理

行政無線管理

各種無線電波使用負担金 107

県防災行政無線運営協議会負担金 550

会議、研修会出席者負担金 4

5 防災訓練費 4,674

防災訓練費 4,674(1)

　総合防災訓練

　地域防災訓練

　津波対策訓練

　土砂災害対策訓練
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  ９款 消防費   １項 消防費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

ふじBousai 2017

職員参集訓練

3,281,770 3,225,903 55,867 92,220 181,400 96,694 2,911,456計

 ９款  消防費

444 445


