
参考資料７（第４号議案関係）

令和４年度

入間東部地区事務組合一般会計歳出予算事業別内訳明細書



(款)　 1  議会費 (項)　 1  議会費 (目)　 1  議会費 （単位：千円）

総務課 議会事務 1. 報　酬 1. 議員報酬 3,120 議長報酬 252

　議　長　21,000円×1人×12月 252,000円

副議長報酬 216

　副議長　18,000円×1人×12月 216,000円

議員報酬 2,652

　議　員　17,000円×13人×12月 2,652,000円

3. 職員手当等 6. 期末手当 1,118 期末手当（議員） 1,118

　議　長　21,000円×1人×4.30月　 90,300円

　副議長　18,000円×1人×4.30月 77,400円

　議　員　17,000円×13人×4.30月 950,300円

9. 交際費 1. 議長交際費 70 議長交際費 70

　議長交際費 70,000円

10. 需用費 1. 消耗品費 10 消耗品費 10

　事務用消耗品費 10,000円

3. 食糧費 9 食糧費 9

　議会用お茶代（議会、議員視察研修時） 9,000円

12. 委託料 1. 業務委託料 332 議事録作成委託料 332

　会議録調整等業務委託料（議会）

　　21,500円×10時間×1.10 236,500円

　会議録調整等業務委託料（委員会）

　　21,500円×4時間×1.10 94,600円

13. 使用料及び賃借料 1. 使用料 15 使用料 15

　有料道路通行料 15,000円

2. 賃借料 77 賃借料 77

　視察研修バス借上料　70,000円×1台×1.10

77,000円

国支出金 一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

4,751

金額 説 明所属 事業 節 細節

事業費 4,751 (財源内訳）

- 1 -



- 2 -

(款)　 2  総務費 (項)　 1  総務管理費 (目)　 1  一般管理費 （単位：千円）

総務課 一般事務  1. 報　酬  2. 管理者等報酬 918 管理者報酬 342

　管理者　28,500円×1人×12月 342,000円

副管理者報酬 576

　副管理者　24,000円×2人×12月 576,000円

 3. 委員報酬 195 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 57

　会　長　20,000円×1回 20,000円

　副会長　19,000円×1回 19,000円

　委　員　18,000円×1回 18,000円

表彰審査委員会委員報酬 30

　委　員　5,000円×6人×1回 30,000円

情報公開・個人情報保護運営審議会委員報酬 51

　会　長　6,000円×1回 6,000円

　副会長、委員　5,000円×9人×1回 45,000円

行政不服審査会委員報酬 57

　会　長　20,000円×1回 20,000円

　副会長　19,000円×1回 19,000円

　委　員　18,000円×1回 18,000円

 4. 非常勤職員報酬 600 産業医報酬 600

　産業医　50,000円×12月 600,000円

 7. 会計年度任用職員報酬 1,770 会計年度任用職員報酬 1,770

　会計年度任用職員報酬 1,769,880円

 2. 給　料  1. 給　料 24,182 給　料 24,182

　一般職員　7人分 24,181,200円

 3. 職員手当等  1. 扶養手当 738 扶養手当 738

　扶養手当 738,000円

 2. 管理職手当 1,176 管理職手当 1,176

　管理職手当 1,176,000円

 3. 地域手当 2,610 地域手当 2,610

　地域手当 2,609,520円

 4. 住居手当 336 住居手当 336

　住居手当 336,000円

所属 事業 節 細節 金額 説　　   明



（単位：千円）

 5. 通勤手当 505 通勤手当 505

　通勤手当 504,280円

 6. 期末手当 6,586 期末手当 5,828

　期末手当 5,827,754円

期末手当（特別職） 329

　管 理 者　28,500円×1人×4.30月 122,550円

　副管理者　24,000円×2人×4.30月 206,400円

期末手当（会計年度任用職員） 429

　期末手当 428,604円

 7. 勤勉手当 4,486 勤勉手当 4,486

　勤勉手当 4,485,100円

 8. 児童手当 480 児童手当 480

　児童手当 480,000円

 9. 時間外勤務手当 638 時間外勤務手当 638

　時間外勤務手当 637,800円

13. 退職手当等 3,265 退職手当等 3,265

　退職手当負担金 3,264,456円

 4. 共済費  1. 市町村職員共済組合負 8,209 埼玉県市町村職員共済組合負担金 8,209

担金 　埼玉県市町村職員共済組合負担金 8,208,694円

 2. 社会保険料 412 地方公務員公務災害補償基金負担金 51

　地方公務員公務災害補償基金負担金 50,392円

会計年度任用職員社会保険料 361

　雇用保険 20,002円

　健康保険 129,224円

　厚生年金保険 203,862円

　子ども・子育て拠出金 7,574円

 8. 旅　費  1. 費用弁償 24 費用弁償 24

　会計年度任用職員費用弁償　 24,000円

 2. 普通旅費 39 普通旅費 39

　普通旅費 39,000円

 9. 交際費  2. 管理者交際費 100 管理者交際費 100

　管理者交際費 100,000円

説　　   明所属 事業 節 細節 金額
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（単位：千円）

10. 需用費  1. 消耗品費 2,787 消耗品費 2,787

　事務用消耗品 400,000円

　管理用消耗品 10,000円

　図書追録 70,000円

　書籍 20,000円

　印刷機用インク 534,600円

　レーザープリンタートナー（リース機器用）

　（事務局、本部） 1,138,500円

　　PR-L8700-12（再生トナー）

　　　17,500円×50個×1.10

　　PR-L8700-31（ドラム）

　　　16,000円×10個×1.10

　レーザープリンター定期交換部品 318,736円

　　MultiWriter8450N用

　　（100kｷｯﾄ-2（8500）、ﾋﾟｯｸﾛｰﾗｷｯﾄ（手差し、ﾄﾚｲ）

　　　33,940円×4個×1.10

　　MultiWriter8700用

　　（定着ﾕﾆｯﾄ、100kｷｯﾄ）

　　　22,000円×7個×1.10

　大型プリンター用インク 48,543円

　　インク（ブラック）

　　　3,280円×5個×1.10

　　インク（カラー）

　　　2,740円×3個×1.10

　　プリントヘッド　

　　　19,510円×1個×1.10

　大型プリンター用紙

　　2,300円×5箱×1.10 12,650円

　新聞購読料（5紙分）

　　18,013円×12月×1.08 233,448円

説　　   明所属 事業 節 金額細節



（単位：千円）

 2. 燃料費 62 燃料費 62

　ガソリン

　　155円×30㍑×12月×1.10 61,380円

 3. 食糧費 4 食糧費 4

　会議用お茶代 4,000円

 4. 印刷製本費 160 印刷製本費 160

　封筒（長３）

　　7円×5,000枚×1.10 38,500円

　封筒（角２）

　　15.40円×5,000枚×1.10 84,700円

　職員採用リーフレット（消防）

　　66円×500枚×1.10 36,300円

 6. 修繕料 30 修繕料 30

　備品等修繕 30,000円

11. 役務費  1. 通信運搬費 849 通信運搬費 849

　電話料

　　20,000円×12月×1.10 264,000円

　郵便料 220,000円

　人事給与情報システム監視用回線使用料

　　2,478円×12月 29,736円

　プロバイダー利用料

　　6,500円×12月×1.10 85,800円

　インターネット接続回線使用料

　　18,850円×12月×1.10 248,820円

 2. 手数料 1 手数料 1

　残高証明書用発行手数料 440円

 4. 保険料 18 自動車任意保険料 18

　軽自動車 17,240円

12. 委託料  1. 業務委託料 6,278 職員健康診断等委託料 2,040

　定期健康診断（消防299人、事務局8人）　

　　6,000円×307人×1.10 2,026,200円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　雇入れ時健康診断

　　6,000円×2人×1.10 13,200円

例規システム委託料 1,914

　例規システム業務委託料

　　1,740,000円×1.10 1,914,000円

人事評価制度研修業務委託料 390

　評価者研修

　　65,000円×3回 195,000円

　被評価者研修

　　65,000円×3回 195,000円

職員研修業務委託料 181

　管理職研修（１回半日）

　　115,500円×1回 115,500円

　一般職研修（１回半日）

　　65,000円×1回 65,000円

ストレスチェック制度業務委託料 369

　ストレスチェック（消防299人、事務局8人）

　　800円×307人×1.10 270,160円

　集団分析

　　700円×20区分×1.10 15,400円

　医師面接指導（産業医）

　　15,000円×5人×1.10 82,500円

職員採用試験業務委託料 100

　職員採用試験業務委託料（消防） 100,000円

　　教養試験　　800円×50部

　　適性検査Ａ　600円×50部

　　適性検査Ｂ　600円×50部

ゴミ収集処分業務委託料 1,284

　ゴミ収集処分

　（東署・富士見分署）

　　38,000円×12月×1.10　 501,600円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　（本部・西署・ふじみ野分署）

　　32,060円×12月×1.10 423,192円

　（三芳分署）

　　7,150円×12月×1.10 94,380円

　不燃粗大ゴミ収集処分

　　240,000円×1.10 264,000円

 3. 施設・備品管理委託料 4,483 人事給与情報システム保守業務委託料 858

　（長期継続契約：令和元年度～　31/60～42/60）

　　65,000円×12月×1.10 858,000円

庁舎設備等保守管理委託料 1,865

　庁舎日常清掃業務

　　141,230円×12月×1.10 1,864,236円

公会計対応システム保守委託料 902

　　820,000円×1.10 902,000円

ITマネジメント管理システム保守委託料 286

　（長期継続契約：令和2年度～　22/60～33/60）

　　21,600円×12月×1.10 285,120円

公会計クラウドシステム構築業務委託料 572

　　520,000円×1.10 572,000円

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 4,975 使用料 4,975

　セキュリティソフト使用料

　　1,401,040円×1.10 1,541,144円

　複合機使用料 273,000円

　駐車場代（職員採用合同説明会）

　　420円×9時間 3,780円

　ウェブサイト管理ソフト使用料

　　34,000円×12月×1.10 448,800円

　グループウェア、オフィスソフト使用料

2,692,300円

　セキュリティUSBメモリ ウイルス対策ソフト使用料

　 15,906円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

 2. 賃借料 24,610 賃借料 24,610

　人事給与情報システム賃貸借

　（長期継続契約：令和元年度～　31/60～42/60）

　　52,400円×12月×1.10 691,680円

　財務会計システム借上料

　（長期継続契約：令和元年度～　28/60～39/60）

　　39,600円×12月×1.10 522,720円

　財務会計システム利用料

　　104,000円×12月×1.10 1,372,800円

　仮想レンタルサーバー賃貸借

　（長期継続契約：令和2年度～　25/60～36/60）

　　10,310円×12月×1.10 136,092円

　自動車リース代

　（長期継続契約：令和元年度～　35/84～46/84）

　　軽乗用車　1台

　　17,300円×12月×1.08 224,208円

　印刷機借上料

　（長期継続契約：令和3年度～　7/60～18/60）

　　64,500円×12月×1.10 851,400円

　複写機借上料

　（再リース）

　　（2,110円×6月×1.10）

　   ＋（1.48円×23,000枚×6月×1.10） 238,590円

　（長期継続契約：令和4年度～　1/60～6/60）

　　（28,500円×6月×1.10）

     ＋（1.20円×23,000枚×6月×1.10） 370,260円

　複合機リース代

　（再リース） 

　　1,680円×9月×1.10 16,632円

　（長期継続契約：令和4年度～　1/60～3/60）

　　14,000円×3月×1.10 46,200円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　ＯＡシステム借上料（令和元年度契約分）

　（長期継続契約：令和元年度～　34/60～45/60）

　　866,000円×12月×1.10 11,431,200円

　ＯＡシステム借上料（平成29年度契約分）

　（長期継続契約：平成29年度～　57/60～60/60）

　　524,940円×4月×1.08 2,267,740円

　ＯＡシステム借上料（平成29年度契約分の更新）

　（長期継続契約：令和4年度～　1/60～8/60）

　　612,854円×8月×1.10 5,393,115円

　ＩＴマネジメント管理システム借上料

　（長期継続契約：令和2年度～　22/60～33/60）

　　79,300円×12月×1.10 1,046,760円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 10,080 派遣職員人件費負担金 10,080

　派遣職員人件費負担金 10,079,962円

(款)　 2  総務費 (項)　 1  総務管理費 (目)　 3  公平委員会費 （単位：千円）

総務課 公平委員事務  1. 報　酬  3. 委員報酬 23 公平委員会委員報酬 23

　委員長　8,400円×1人×1回 8,400円

　委　員　7,000円×2人×1回 14,000円

 8. 旅　費  1. 費用弁償 11 費用弁償 11

　全国公平委員会連合会（総会・研究会） 3,000円

　関東支部（総会・研究会） 6,000円

　埼玉県公平委員会連合会（総会） 2,000円

 2. 普通旅費 11 普通旅費 11

　全国公平委員会連合会（総会・研究会） 3,000円

　関東支部（総会・研究会） 6,000円

　埼玉県公平委員会連合会（総会） 2,000円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

111,606

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

事業費 111,606
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（単位：千円）

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 61 全国公平委員会連合会負担金 26

　全国公平委員会連合会負担金 26,000円

全国公平委員会連合会関東支部負担金 30

　全国公平委員会連合会関東支部負担金 30,000円

埼玉県公平委員会連合会負担金 5

　埼玉県公平委員会連合会負担金 5,000円

(款)　 2  総務費 (項)　 2  監査委員費 (目)　 1  監査委員費 （単位：千円）

総務課 監査委員事務  1. 報　酬  3. 委員報酬 216 監査委員報酬 216

　識見委員　12,000円×1人×12月 144,000円

　議員選出委員　6,000円×1人×12月 72,000円

(款)　 3  衛生費 (項)　 1  清掃費 (目)　 1  し尿処理費 （単位：千円）

総務課 衛生事務  1. 報　酬  3. 委員報酬 50 衛生行政審議会委員報酬 50

　会　長　5,400円×1回 5,400円

　副会長、委員　4,000円×11人×1回 44,000円

 8. 旅　費  2. 普通旅費 2 普通旅費 2

　普通旅費 1,550円

10. 需用費  1. 消耗品費 136 消耗品費 136

　施設用消耗品 100,000円

　図書追録 35,200円

 2. 燃料費 12 燃料費 12

　トラック用レギュラーガソリン

　　155円×35㍑×2回×1.10 11,935円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

216事業費 216 (財源内訳）

国支出金

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

106事業費 106 (財源内訳）

国支出金

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

 5. 光熱水費 6,285 光熱水費 6,285

　電気料 6,198,406円

　水道料 81,744円

　ガス代 4,400円

 6. 修繕料 3,993 修繕料 3,993

　処理設備修繕 1,000,000円

　小型貨物車（トラック）修繕料 123,475円

　破砕機点検整備　

　　2,450,000円×1.10 2,695,000円

　高速スパイラルシャッター点検整備　

　　158,000円×1.10 173,800円

11. 役務費  2. 手数料 79 一般廃棄物処理手数料 4

　一般ごみ　220円/10kg×170kg 3,740円

庁用自動車法定点検手数料 75

　小型貨物車（トラック）車検整備手数料 74,680円

 4. 保険料 174 自動車任意保険料 28

　小型貨物車（トラック） 27,630円

建物災害保険料 115

　火災保険料（浄化センター） 114,873円

自動車強制保険料 15

　小型貨物車（トラック） 14,280円

テニスコート施設賠償責任保険料 16

　テニスコート施設賠償責任保険料 15,950円

12. 委託料  1. 業務委託料 52,365 業務委託料 52,365

　し尿収集運搬業務委託料

　　3,828円×85世帯×12月×1.10 4,295,016円

　　4,300円×140世帯×12月×1.10 7,946,400円

　浄化槽汚泥分析業務委託料

　　105,800円×6回×1.10 698,280円

　浄化センター運転管理業務委託料

　　31,265,000円×1.10 34,391,500円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　活性炭入替業務委託料　

　　1,700,000円×1.10 1,870,000円

　活性炭処分業務委託料　

　　151,050円×1.10 166,155円

　沈砂貯留槽清掃業務委託料　

　　68,000円×2.5t×5回×1.10 935,000円

　汚泥放射能測定業務委託料　

　　25,000円×1.10 27,500円

　受入槽貯留槽清掃業務委託料　

　　50,000円×30t×1.10 1,650,000円

　トラックスケール点検整備　

　　350,000円×1.10 385,000円

 3. 施設・備品管理委託料 409 施設・備品管理委託料 409

　施設警備業務委託料

　（長期継続契約：平成30年度～　49/60～60/60）

　　6,500円×12月×1.10 85,800円

　自家用電気工作物保安管理業務委託料

　（長期継続契約：平成30年度～　49/60～60/60）

275,000円

　　月次点検　15,000円×12月×1.10

　　年次点検　70,000円×1月×1.10

　窓ガラス清掃業務委託料

　　43,000円×1.10 47,300円

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 32 使用料 32

　有料道路使用料 10,000円

　放送受信料 14,545円

　下水道使用料（基本料金） 7,036円

14. 工事請負費  1. 工事請負費 9,724 工事請負費 9,724

　第２号井改修工事

　　8,840,000円×1.10 9,724,000円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 30,156 北茨城市一般廃棄物処理負担金 1

　2t×500円 1,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

埼玉県清掃行政研究協議会負担金 15

　埼玉県清掃行政研究協議会負担金 15,000円

下水道使用料相当額負担金 30,140

　下水道使用料相当額負担金 30,139,464円

26. 公課費  1. 自動車重量税 9 自動車重量税 9

　小型貨物車（トラック） 8,800円

 3. 賦課金 19 汚染負荷量賦課金 19

　汚染負荷量賦課金 18,200円

(款)　 3  衛生費 (項)　 2  保健衛生費 (目)　 1  斎場設置費 （単位：千円）

総務課 斎場設置事務 18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 29,369 富士見市負担金（地域整備分） 29,369

　富士見市負担金（地域整備分） 29,368,349円

(款)　 3  衛生費 (項)　 2  保健衛生費 (目)　 2  斎場管理費 （単位：千円）

総務課 斎場管理事務  1. 報　酬  3. 委員報酬 24 指定管理者選定委員会委員報酬 24

　指定管理者選定委員会委員（学識経験者）

　　1人×8,000円×3回 24,000円

 8. 旅　費  2. 普通旅費 7 普通旅費 7

　普通旅費 6,560円

10. 需用費  1. 消耗品費 100 消耗品費 100

　斎場用消耗品 100,000円

 2. 燃料費 13,409 燃料費 13,409

　都市ガス代 13,408,856円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

29,369事業費 29,369 (財源内訳）

国支出金

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

103,445

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

事業費 103,445
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（単位：千円）

 5. 光熱水費 12,544 光熱水費 12,544

　電気料 11,842,294円

　水道料 350,000円

　下水道使用料 351,000円

 6. 修繕料 47,000 修繕料 47,000

　火葬炉設備修繕

　　40,000,000円×1.10 44,000,000円

　建物等管理施設修繕 3,000,000円

11. 役務費  4. 保険料 409 建物災害保険料 409

　火災保険料（しののめの里） 408,992円

12. 委託料  1. 業務委託料 102,498 業務委託料 102,498

　しののめの里指定管理料

　　93,180,000円×1.10 102,498,000円

 3. 施設・備品管理委託料 2,920 施設・備品管理委託料 2,920

　予約・運営システムハードウェア保守管理業務委託料

　（長期継続契約：平成29年度～　51/60～60/60）

　　102,640円×10月×1.10 1,129,040円

　（再リース）

　　102,640円×2月×1.10 225,808円

　予約・運営システムソフトウェア保守管理業務委託料

　（長期継続契約：平成29年度～　51/60～60/60）

　　118,500円×10月×1.10 1,303,500円

　（再リース）

　　118,500円×2月×1.10 260,700円

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 15 使用料 15

　有料道路通行料 15,000円

 2. 賃借料 5,069 賃借料 5,069

　予約・運営システムリース代

　（長期継続契約：平成29年度～　51/60～60/60）

　　450,900円×10月×1.08 4,869,720円

　（再リース）

　　90,200円×2月×1.10 198,440円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

17. 備品購入費  1. 庁用器具費 3,178 庁用器具費 3,178

　祭壇一式（第１式場）

　　2,473,450円×1.10 2,720,795円

　斎場幕一式（第１式場）

　　415,300円×1.10 456,830円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 83 斎場事務連絡協議会負担金 3

　斎場事務連絡協議会負担金 3,000円

火葬場管理者研修会受講料 50

　火葬場管理者研修会受講料 50,000円

火葬場指定管理者セミナー受講料 30

　火葬場指定管理者セミナー受講料 30,000円

(款)　 4  消防費 (項)　 1  常備消防費 (目)　 1  消防管理費 （単位：千円）

消防総務課 一般事務  2. 給　料  1. 給　料 1,061,962 給　料 1,061,962

　一般職員　　289人 1,045,029,600円

　再任用職員　10人　 16,932,084円

 3. 職員手当等  1. 扶養手当 49,974 扶養手当 49,974

　扶養手当 49,974,000円

 2. 管理職手当 13,056 管理職手当 13,056

　管理職手当 13,056,000円

 3. 地域手当 112,500 地域手当 112,500

　一般職員 110,805,960円

　再任用職員 1,693,208円

 4. 住居手当 24,864 住居手当 24,864

　住居手当 24,864,000円

 5. 通勤手当 18,035 通勤手当 18,035

　一般職員 17,911,152円

　再任用職員 123,120円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

187,256

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

事業費 187,256
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（単位：千円）

 6. 期末手当 254,847 期末手当 254,847

　一般職員 252,646,584円

　再任用職員 2,200,111円

 7. 勤勉手当 192,775 勤勉手当 192,775

　一般職員 191,308,075円

　再任用職員 1,466,741円

 8. 児童手当 30,395 児童手当 30,395

　児童手当 30,395,000円

 9. 時間外勤務手当 4,340 時間外勤務手当 4,340

　時間外勤務手当 4,339,129円

10. 特殊勤務手当 5 特殊勤務手当 5

　火災出動手当 4,500円

13. 退職手当等 143,365 退職手当等 143,365

　退職手当負担金 143,364,828円

 4. 共済費  1. 市町村職員共済組合負 364,659 埼玉県市町村職員共済組合負担金 364,659

担金 　埼玉県市町村職員共済組合負担金 364,658,664円

 2. 社会保険料 4,723 地方公務員公務災害補償基金負担金 4,686

　地方公務員公務災害補償基金負担金 4,685,799円

雇用保険料 37

　雇用保険料 36,630円

 7. 報償費  1. 報償金 600 報償金 600

　音楽隊講師報償金

　　50,000円×12月 600,000円

 8. 旅　費  2. 普通旅費 242 普通旅費 242

　普通旅費 241,908円

 3. 特別旅費 523 特別旅費 523

　消防大学校

　幹部科　　　交通費　　　892円×16回×1人

　 14,272円

　　　　　　　宿泊料　朝　500円×27回×1人

13,500円

　　　　　　　　　　　夕　900円×27回×1人

24,300円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　救助科　　　交通費　　　892円×16回×1人

14,272円

　　　　　　　宿泊料　朝　500円×27回×1人

13,500円

　　　　　　　　　　　夕　900円×27回×1人

24,300円

　火災調査科　交通費　　　892円×16回×1人

14,272円

　　　　　　　宿泊料　朝　500円×27回×1人

13,500円

　　　　　　　　　　　夕　900円×27回×1人

24,300円

　小計 156,216円

　埼玉県消防学校

　初任教育　　交通費　　　881円×8人×52回

　 366,496円

 9. 交際費  4. 消防長交際費 300 消防長交際費 300

　消防長交際費 300,000円

10. 需用費  1. 消耗品費 2,521 消耗品費 2,521

　事務用消耗品 

　　631,730円×1.10 694,903円

　庁舎管理用消耗品

　　641,570円×1.10 705,727円

　レーザープリンタートナー（リース機器用）（各署）

　　64,000円×8箱×1.10 563,200円

　国旗等

　　16,000円×5署×1.10 88,000円

　インフルエンザ対策用手指消毒剤

　　3,600円×7か所×6月×1.10 166,320円

　図書追録代 260,000円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　音楽隊用消耗品

　　楽器消耗品　23,580円×1.10 25,938円

　　楽譜  3,820円×4曲×1.10 16,808円

 2. 燃料費 410 燃料費 410

　ガソリン

　　155円×40㍑×5台×12月×1.10 409,200円

 3. 食糧費 81 食糧費 81

　消防音楽隊ボランティア賄費

　　670円×10人×12回 80,400円

 5. 光熱水費 21,851 光熱水費 21,851

　電気料 12,095,538円

　ガス代 7,356,550円

　水道料 1,470,236円

　下水道使用料 928,137円

 6. 修繕料 105 修繕料 105

　庁用器具修繕料

　　50,000円×1.10 55,000円

　消防音楽隊楽器修繕料 50,000円

 7. 被服費 15,164 被服費 15,164

　一般職員被服費

　　44,125円×285人×1.10 13,833,188円

　新入職員用被服費

　　男性　272,180円×2人×1.10 598,796円

　　女性　286,400円×1人×1.10 315,040円

　昇任者用被服費

　　109,300円×1.10 120,230円

　音楽隊用被服

　　134,800円×2人×1.10 296,560円

11. 役務費  1. 通信運搬費 5,624 通信運搬費 5,624

　各署電話料

　　135,000円×12月 1,620,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　衛星電話料・携帯電話料

　　40,000円×12月 480,000円

　内線・指令用回線使用料

　　254,000円×12月 3,048,000円

　本部・署内ネットワーク回線使用料

　　39,600円×12月 475,200円

 2. 手数料 11 手数料 11

　運転記録証明書発行手数料（安全運転管理者事務）

　　822円×3人 2,466円

　運転記録証明書発行手数料（表彰事務）

　　822円×10人 8,220円

 4. 保険料 1,011 保険料 1,011

　建物災害保険料（常備消防施設） 649,888円

　消防業務賠償責任保険料 360,240円

12. 委託料  1. 業務委託料 2,552 職員健康診断等委託料 2,552

　特定業務従事者健康診断

　　5,000円×230人×1.10 1,265,000円

　消防学校等入校者健康診断

　　6,000円×36人×1.10 237,600円

　Ｂ型肝炎予防接種

　　6,000円×3回×50人×1.10 990,000円

　肺結核等感染検査料

　　9,000円×6人×1.10 59,400円

 3. 施設・備品管理委託料 8,896 庁舎設備等保守管理委託料 8,896

　自家用電気工作物保管理・

　非常用発電機擬似負荷運転業務

　（本部・三芳分署・東消防署・富士見分署・

　ふじみ野分署）

　（長期継続契約：令和3年度～　13/60～24/60）

　　108,500円×12月×1.10 1,432,200円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　消防庁舎床・階段定期清掃（全4回）

　（本部・三芳分署・東消防署・富士見分署・

　ふじみ野分署）

　　1,284,468円×1.10 1,412,915円

　給水施設点検清掃

　（本部・三芳分署・東消防署・富士見分署・

　ふじみ野分署）

　　235,000円×1回×1.10 258,500円

　エレベーター保守管理業務（再委託）（本部）

　（長期継続契約：令和3年度～13/60～24/60）　

　　91,000円×12月×1.10 1,201,200円

　エレベーター保守点検（三芳分署）

　　100,000円×1回×1.10 110,000円

　エレベーター保守点検（東消防署）

　　60,000円×1回×1.10 66,000円

　ホースタワー保守点検（西消防署）

　（長期継続契約：令和4年度～　1/5・年）

　　70,000円×1基×1.10 77,000円

　ホースタワー保守点検（三芳分署）

　　111,000円×1基×1.10 122,100円

　ホースタワー保守点検（富士見分署）

　（長期継続契約：令和4年度～　1/5・年）

　　96,000円×1基×1.10 105,600円

　自動ドア保守管理業務（再委託）

　（本部・三芳分署・東消防署）

　（長期継続契約：令和3年度～　2/5・年）

　　430,000円×1式×1.10 473,000円

　自動ドア保守管理業務（富士見分署）

　（長期継続契約：令和3年度～　2/5・年）

　　108,000円×1式×1.10 118,800円

　電動シャッター保守点検（西消防署）

　　200,400円×1式×1.10 220,440円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　電動シャッター保守点検（三芳分署・東消防署）

　　120,000円×2署×1.10 264,000円

　電動シャッター保守点検（富士見分署）

　　120,000円×1式×1.10 132,000円

　シャッター保守点検（ふじみ野分署）

　　50,000円×1回×1.10 55,000円

　GHP保守点検（本部・西消防署）

　（長期継続契約（再委託）：令和4年度～　1/5・年）

　　591,610円×1式×1.10 650,771円

　GHP定期点検（三芳分署・東消防署）

　　671,000円×1回×1.10 738,100円

　消防用設備等定期点検

　（本部・西消防署・三芳分署・東消防署・

　富士見分署・ふじみ野分署）

　（長期継続契約：令和3年度～　3/10～4/10）

　　200,000円×2回×1.10 440,000円

　乾燥室保守点検（西消防署）

　　75,000円×1式×1.10 82,500円

　乾燥室保守点検（富士見分署）

　　65,000円×1式×1.10 71,500円

　訓練施設保守点検（東消防署）

　　145,000円×1回×1.10 159,500円

　EHP年次点検（本部・西消防署）

　　143,200円×1回×1.10 157,520円

　庁舎下水・汚水管清掃（ふじみ野分署）

　　40,000円×1回×1.10 44,000円

　排水圧送管維持管理

　（東消防署・富士見分署）

　　420,000円×1式×1.10 462,000円

　地下タンク漏洩点検（本部・西消防署）

　　37,000円×1式×1.10 40,700円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 403 使用料 403

　清掃用品使用料

　（長期継続契約：令和4年度～　1/60～12/60）

　　16,860円×12月×1.10 222,552円

　有料道路通行料 27,000円

　放送受信料

　　(80,000円×1署)＋(15,500円×4署) 142,000円

　緊急出動表示板設置に伴う電柱使用料（富士見分署）

　　800円×12月×1.10 10,560円

 2. 賃借料 1,416 賃借料 1,416

　当直者用寝具借上料

　（長期継続契約：令和3年度～　13/60～24/60）

　　33円×99組×365日 1,192,455円

　複写機借上料（西消防署・東消防署）

　（再リース（3回目）：令和3年度～　11/12～12/12）

　　16,900円×2月×1.10 37,180円

　（再リース（4回目）：令和4年度～ 1/12～10/12）

　　16,900円×10月×1.10 185,900円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 5,755 消防救急緊急自動車研修会負担金 174

　86,800円×2人 173,600円

消防学校等研修負担金 4,039

　消防大学校

　　幹部科

　　　220,550円×1人 220,550円

　　救助科

　　　271,150円×1人 271,150円

　　火災調査科

　　　410,150円×1人 410,150円

　埼玉県消防学校

　　初任教育

　　　248,000円×4人 992,000円

　　　248,000円×4人 992,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　　警防科

　 　 20,000円×2人 40,000円

　　救急科

　 　 74,260円×3人 222,780円

 　　 74,260円×3人 222,780円

 　　 74,260円×3人 222,780円

　　救助科

 　　 78,690円×2人 157,380円

　　初級幹部科

 　　 19,400円×3人 58,200円

　　警防活動教育

 　　 20,790円×2人 41,580円

　　実火災訓練教育

 　 　17,200円×4人 68,800円

　　予防査察科

 　　 20,500円×3人 61,500円

　　特殊災害科

 　　 18,900円×3人 56,700円

安全運転管理者講習会負担金 14

　4,500円×3人 13,500円

全国町村等職員団体生命共済負担金 870

　3,000円×290人 870,000円

全国消防協会負担金 124

　全国消防協会負担金 123,200円

全国消防長会負担金 329

　全国消防長会負担金 326,300円

　全国消防長会総会視察研修費負担金 2,000円

全国消防長会関東支部負担金 29

　全国消防長会関東支部負担金 29,000円

埼玉県消防長会負担金 104

　埼玉県消防長会負担金 104,000円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

埼玉県消防長会第2ブロック消防長会負担金 46

　埼玉県消防長会第2ブロック消防長会負担金 46,000円

東入間地区安全運転管理者協会負担金 26

　26,000円／年額 26,000円

(款)　 4  消防費 (項)　 1  常備消防費 (目)　 2  予防費 （単位：千円）

予防課 予防事務  3. 職員手当等  9. 時間外勤務手当 4,793 時間外勤務手当 4,793

　時間外勤務手当 4,792,760円

12. 休日勤務手当 48 休日勤務手当 48

　休日勤務手当 47,850円

 7. 報償費  2. 賞賜金 20 賞賜金 20

　一日消防署長謝礼 2,000円

　防火作品表彰費 18,000円

 8. 旅　費  2. 普通旅費 67 普通旅費 67

　普通旅費 66,398円

10. 需用費  1. 消耗品費 378 消耗品費 378

　図書購入費 44,465円

　図書追録費 157,927円

　事務用消耗品

　　パッチファイル

　　　230円×300冊×1.10 75,900円

　　賞状用紙B4(100枚入)

　　　3,360円×2パック×1.10 7,392円

　　危険物車両検査済ステッカー

　　　59円×100枚×1.10 6,490円

　　検査済証用紙（500枚入）

　　　2,300円×3〆×1.10 7,590円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他

1,312

県支出金 地 方 債

2,341,653事業費 2,342,965 (財源内訳）

国支出金

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　　アルミ銘板

　　　980円×50枚×1.10 53,900円

　　養生テープ（透明50巻入）

　　　11,100円×1箱×1.10 12,210円

　　養生テープ（赤50巻入）

　　　8,500円×1箱×1.10 9,350円

　　手提げ袋（大）50枚

　　　1,230円×1パック×1.10 1,353円

　　手提げ袋（小）50枚

　　　890円×1パック×1.10 979円

 2. 燃料費 205 燃料費 205

　ガソリン

　　155円×50㍑×2台×12月×1.10 204,600円

 3. 食糧費 10 食糧費 10

　防火作品等表彰賄費（審査・表彰式）

　　150円×65人 9,750円

 4. 印刷製本費 72 印刷製本費 72

　住宅防火対策推進パンフレット

　　4.50円×10,000枚×1.10 49,500円

　119番通報ステッカー

　　5.0円×4,000枚×1.10 22,000円

 8. 火災予防宣伝費 552 火災予防宣伝費 552

　名入れウエットティッシュ

　　30円×1,500個×1.10 49,500円

　名入れハート型風船（棒付き）

　　38円×1,000個×1.10 41,800円

　県下一斉住警器啓発広報用ポケットティッシュ

　　15円×1,000個×1.10 16,500円

　園児署内見学用用品

　　90円×2,000個×1.10 198,000円

　防火ポスター

　　35.0円×3種×600枚×1.10 69,300円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　高齢者防火指導教室用啓発品

　　190円×600個×1.10 125,400円

　火災予防運動ワッペン

　　2,300円×20枚×1.10 50,600円

11. 役務費  2. 手数料 12 手数料 12

　法被等クリーニング代 12,000円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 19 危険物事故事例セミナー負担金 19

　9,350円×2人 18,700円

(款)　 4  消防費 (項)　 1  常備消防費 (目)　 3  警防費 （単位：千円）

警防課 警防事務  3. 職員手当等  9. 時間外勤務手当 5,277 時間外勤務手当 5,277

　時間外勤務手当 5,277,000円

12. 休日勤務手当 1 休日勤務手当 1

　休日勤務手当 1,000円

 7. 報償費  1. 報償金 15 報償金 15

　出初式参加団体謝礼金

　　5,000円×3団体 15,000円

 8. 旅　費  2. 普通旅費 271 普通旅費 271

　普通旅費 270,128円

10. 需用費  1. 消耗品費 1,452 消耗品費 1,452

　警防課用消耗品

　　訓練等消耗品（スモーク液）

　　　5,000円×18本×1.10 99,000円

　　図書追録代 30,000円

　　事務用消耗品費 7,000円

　　研修用教材 20,000円

　　出初式用消耗品 10,000円

　　非常災害用消耗品 50,000円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

6,176事業費 6,176 (財源内訳）

国支出金

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　　防火防災用消耗品

　　　77円×1,000冊×1.10 84,700円

　　緊急消防援助隊用食糧 97,869円

　　訓練用水消火器

　　　8,500円×9本×1.10 84,150円

　　図書購入費 7,200円

　　首都直下地震等大規模災害活動隊員用備蓄食糧

　 900,000円

　　感染症対策用品

　　　（速乾性手指消毒剤3,700円×3本

　　  ＋サージマスク640円×16箱）×1.10 23,474円

  　カラーコーン　赤・黄・青　（各10本）

　　　1,160円×30本×1.10 38,280円

 2. 燃料費 195 燃料費 195

　ガソリン

　　155円×30㍑×2台×12月×1.10 122,760円

　軽油

　  136円×20㍑×2台×12月×1.10 71,808円

 6. 修繕料 4,641 修繕料 4,641

　法定点検時修繕 1,740,000円

　随時修繕 2,900,070円

11. 役務費  2. 手数料 4,107 手数料 4,107

　紅白幕及び防災館展示服クリーニング 17,875円

　車検整備手数料　24台 1,881,990円

　3・6・12か月点検整備手数料　45台 2,074,410円

　車両廃車等手数料

　　25,000円×3台 75,000円

　自動車リサイクル法手数料　3台 57,000円

 4. 保険料 2,528 保険料 2,528

　訓練時賠償責任保険料

　　1円×263,000人（1,000人未満切り捨て）

　 263,000円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　自動車強制保険料　31台 317,360円

　自動車任意保険料　54台 1,946,930円

12. 委託料  3. 施設・備品管理委託料 1,829 施設・備品管理委託料 1,829

　防災館保守・管理委託

　　1,030,000円×1年×1.10 1,133,000円

　15ｍ級はしご付消防ポンプ自動車保守点検業務委託

　　195,000円×1台×1.10 214,500円

　38ｍ級はしご付消防自動車保守点検業務委託

　　250,000円×1台×1.10 275,000円

　CAFS装置定期点検業務委託（西2）

　　146,000円×1台×1.10 160,600円

　三芳化学1ナイトスキャンチーフ保守点検業務委託

　  41,000円×1台×1.10 45,100円

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 54 使用料 54

　有料道路通行料 53,880円

 2. 賃借料 394 賃借料 394

　司令車賃借料

　（長期継続契約：平成30年10月～　43/84～54/84）

　  29,800円×12月×1.10 393,360円

15. 原材料費  1. 原材料費 20 原材料費 20

　材料代 20,000円

17. 備品購入費  2. 機械器具費 153,813 機械器具費 153,813

　高規格救急自動車（西消防署）

　　17,865,000円×1台×1.10 19,651,500円

　高規格救急自動車積載医療品及び医療器具

　（西消防署）

　　12,000,000円×1式×1.10　 13,200,000円

　水槽付消防ポンプ自動車（富士見分署）

　　60,902,240円×1台×1.10 66,992,464円

　小型水槽付消防ポンプ自動車（ふじみ野分署）

　　49,062,100円×1台×1.10 53,968,310円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 163 緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練負担金 142

　緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練負担金 142,000円

関越自動車道消防連絡協議会負担金 20

　関越自動車道消防連絡協議会負担金 20,000円

消防活動支援協力費負担金 1

　消防活動支援協力費負担金 1,000円

 2. 補助金 1,000 大型免許取得補助金 1,000

　100,000円×10人 1,000,000円

26. 公課費  1. 自動車重量税 1,043 自動車重量税 1,043

　自動車重量税　26台 1,042,300円

(款)　 4  消防費 (項)　 1  常備消防費 (目)　 4  救急費 （単位：千円）

救急課 救急事務  3. 職員手当等  9. 時間外勤務手当 5,401 時間外勤務手当 5,401

　時間外勤務手当 5,400,650円

 7. 報償費  1. 報償金 240 報償金 240

　署内事後事例研究会講師報償金

　　30,000円×8回 240,000円

 8. 旅　費  2. 普通旅費 200 普通旅費 200

　普通旅費 199,904円

10. 需用費  1. 消耗品費 10,694 消耗品費 10,694

　救急医学図書・図書追録代　

　　プレホスピタルケア

　　　1,400円×2署×6回 16,800円

　　救急図書追録(消防実務質疑応答集）

　　　3,333円×4回 13,332円

　　患者等搬送乗務員基礎講習テキスト

　　（ガイドライン2020対応）

　　　5,200円×3冊（税込） 15,600円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他

130,900

県支出金 地 方 債

45,903

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

事業費 176,803
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（単位：千円）

　　令和4年新版 消防基本六法

　　　2,200円×1冊（税込） 2,200円

　救急普及啓発消耗品

　　ウェットティッシュ

　　　30円×1,000個×1.10 33,000円

　　消防8号丸風船

　　　25円×1,000個×1.10 27,500円

　　バルーンスティック（小）56H-10(100本入）

　　　360円×10袋×1.10 3,960円

　救急業務消耗品　　

　　感染防止衣（不織布上）

　　　1,000円×1,552着×1.10 1,707,200円

　　感染防止衣（不織布下）

　　　700円×1,552着×1.10 1,195,040円

　新型インフルエンザ対策用品　　

　　感染防止衣（不繊布上）

　　　1,000円×1,500着×1.10 1,650,000円

　　感染防止衣（不繊布下）

　　　700円×1,500着×1.10 1,155,000円

　　ゴーグル　

　　　1,000円×100個×1.10 110,000円

　　キャップ　

　　　120円×100個×1.10 13,200円

　　N95マスク  

 　　 2,100円×110箱×1.10 254,100円

　　ディスポグローブ　1箱　100枚入り

　　　1,800円×30箱×1.10 59,400円

　　サージマスクTC 50枚入/箱 40箱入/1箱

　　　25,600円×1箱×1.10 28,160円

　救急機器バッテリー

　　除細動器バッテリー（NKB-102V）

　　　西1・富士見1・予備車

　　　　18,000円×3個×1.10 59,400円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　　除細動器バッテリー（SB-220V）

　　　西2・三芳1・三芳2・東1・東2・ふじみ野1

　　　　37,000円×6個×1.10 244,200円

　　患者監視装置バッテリー（BSM-3562用）

　　　西1・西2・三芳1・三芳2・東1・東2

　　　富士見1・ふじみ野1・予備車

　　　　24,000円×9個×1.10 237,600円

　　携帯用吸引器（パワーミニックE-290）

　　　富士見1・予備車

　　　　9,000円×2個×1.10 19,800円

　　携帯用吸引器（パワーミニックⅡ）

　　　三芳1・東2

　　　　28,000円×2個×1.10 61,600円

　救命処置用消耗品

　　AED除細動器パット（成人・小児兼用）

　　  7,100円×40パック×1.10　 312,400円

　　使い捨て防水シーツ ｷｬﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟP235 100枚入/箱

　　  27,000円×1箱×1.10 29,700円

　　使い捨て防水シーツ ﾉﾝ・ｷｬﾘﾝｸﾞﾀｲﾌﾟSAF

　　　23,500円×1箱×1.10 25,850円

　　AED用バッテリーパック　AED-2150用

　　　36,000円×10個×1.10 396,000円

　　トリアージタッグ　ETS-TAG　100枚入り

　　　28,000円×2セット×1.10 61,600円

　　ラリンゲルチューブLT　

　  3号13本　4号10本　5号10本

　　　14,000円×33本×1.10　 508,200円

　　ラリンゲルチューブLTS-D　　

　  0号8本  1号8本　2号8本

　　　4,320円×24本×1.10　 114,048円

　　レンズクリーナー（ビデオ喉頭鏡用）SLクリーナー

　　　800円×8個×1.10 7,040円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　　人工呼吸器回路用人工鼻フィルター 25個入り

　　　17,500円×10箱×1.10 192,500円

　滅菌資器材消耗品

　　無菌フィルター

　　　8,000円×3個×1.10 26,400円

　訓練用消耗品等

　　救命講習用ディスポ肺（リトルアン）96枚入/箱

　　　57,400円×10箱×1.10 631,400円

　　救命講習用ディスポ肺（リトルジュニア）

　  100枚入/箱

　　　57,600円×5箱×1.10 316,800円

　　AEDトレーナーパッド

　　　日本光電AED訓練用使い捨てパドル　H325

　  　　6,100円×30組×1.10 201,300円

　　　レールダルAED トレナーパッド

　  　　8,000円×10組×1.10 88,000円

　　　旭化成AED トレナーパッド　

  　　　20,000円×5組×1.10 110,000円

　　講習修了証用カード

　　　455円×25冊×1.10 12,513円

　　インクカートリッジ　IC6CL50　6色セット

　　　6,240円×4箱×1.10 27,456円

　　インクカートリッジ　ICBK50

　　　1,070円×3箱×1.10 3,531円

　　インクカートリッジ　ICLC50

　　　1,070円×3箱×1.10 3,531円

　　AEDトレーナー用乾電池（単1）2本入り

　　　220円×20ﾊﾟｯｸ×1.10 4,840円

　　AEDトレーナー用乾電池（単2）2本入り

　　　160円×15ﾊﾟｯｸ×1.10 2,640円

　　AEDトレーナー用乾電池（単4）2本入り

　　　132円×20ﾊﾟｯｸ×1.10　 2,904円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　　装着型静脈注射トレーナー I.V.Pad 5個入/ケース

　　　65,000円×1ケース×1.10 71,500円

　　応急手当講習テキスト

　　　139円×1,500冊×1.10 229,350円

　　救命講習入門コーステキスト（小学生用）

　　　100円×40冊×1.10 4,400円

　  訓練用人形セーブマン（交換パーツ一式）

　　　64,600円×1セット×1.10 71,060円

　　訓練用人形レールダル（交換パーツ一式）

　　　80,100円×1セット×1.10 88,110円

　その他の救急消耗品等

　　マツナガ　ストレッチャー用キャスター

　　（車輪4個1組）

　　　69,000円×2組×1.10 151,800円

　　固定ベルト

　　　7,200円×2組×1.10 15,840円

　　救急活動記録票用A3用紙（検証票） 500枚×3冊/箱

　　　1,778円×16箱×1.10 31,293円

　患者等搬送事業消耗品

　　患者等搬送事業者認定マーク

　　（ストレッチャー・車椅子）

　　　3,650円×6枚×1.10 24,090円

　　患者等搬送乗務員適任証

　　（ストレッチャー・車椅子）

　　　630円×30枚×1.10 20,790円

 2. 燃料費 72 燃料費 72

　ガソリン

　　155円×35㍑×12月×1.10 71,610円

 4. 印刷製本費 129 印刷製本費 129

　救急活動記録票

　（記録票・病院控2枚綴り）

　　7円×11,000枚×1.10 84,700円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　病院外心肺停止患者記録票（2枚複写）

　　200円×200枚×1.10 44,000円

 6. 修繕料 800 修繕料 800

　修繕料 800,000円

 7. 被服費 33 被服費 33

　救急隊紋章

　　1,500円×20枚×1.10 33,000円

 9. 医薬材料費 11,956 医薬材料費 11,956

　救急医療用酸素

　　1,500㍑ボンベ

　　　2,160円×228本×1.10 541,728円

　　300㍑ボンベ

　　　1,260円×288本×1.10　 399,168円

　医薬材料代

　　10,012,830円×1.10 11,014,113円

11. 役務費  1. 通信運搬費 1,345 通信運搬費 1,345

　スマートフォン・タブレット端末機器通信料　9台分

　　85,849円×12月×1.10 1,133,207円

　スマートフォン通信料　8台分

　　16,037円×12月×1.10 211,688円

 2. 手数料 82 手数料 82

　救急救命士国家試験受験手数料

　　30,300円×2人 60,600円

　救急救命士免許登録手数料

　　6,800円×2人 13,600円

　救急救命士登録に関わる診断業務手数料

　　3,300円×2人×1.10 7,260円

 4. 保険料 63 保険料 63

　救急救命士賠償保険

　　1,400円×45人 63,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

12. 委託料  1. 業務委託料 4,493 職員健康診断等委託料 318

　救急隊員に関わる抗体検査及びワクチン接種委託料

　　抗体検査一式

　　（麻疹・風疹・ムンプス・水痘・ＨＢｓ）

　　　6,000円×10人×1.10 66,000円

　　ワクチン接種

　　　麻疹・風疹混合　

　　　　11,880円×8人×1.10 104,544円

　　　流行性耳下腺炎

　　　　5,640円×8人×1.10 49,632円

　　　水痘

　　　　9,000円×5人×1.10 49,500円

　　　B型肝炎

　　　　6,264円×5人×1.10 34,452円

　　　破傷風

　　　　1,256円×10人×1.10 13,816円

救急指導管理委託料 2,779

　救急指導管理費（埼玉医科大学総合医療センター）

　　660,000円×2期 1,320,000円

　病院実習委託料（イムス三芳・イムス富士見）

　　5,000円×16人×1.10 88,000円

　気管挿管認定救命士再教育委託料

　　10,000円×3人×1.10 33,000円

　気管挿管病院実習委託料

　（埼玉医科大学総合医療センター・イムス富士見）

　　300,000円×3人×1.10 990,000円

　ビデオ喉頭鏡を用いた気管チューブによる

　気道確保のための病院実習

　　30,000円×2人×1.10 66,000円

　薬剤投与病院実習委託料

　（埼玉医科大学総合医療センター）

　　64,000円×4人×1.10 281,600円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

医療用廃棄物処理委託料 1,396

　2,350円×540缶×1.10 1,395,900円

 3. 施設・備品管理委託料 1,260 救急・救助資機材保守点検委託料 1,260

　患者監視装置（BSM-3562）

　　西1・西2・三芳1・三芳2・東1・東2

　　富士見1・ふじみ野1・予備車

　 　　　38,000円×9式×1.10 376,200円

　除細動器（TEC-2513）

　　西1・富士見1・予備車

　　　38,000円×3式×1.10 125,400円

　除細動器（TEC-2603) 

　　西2・三芳1・三芳2・東2・ふじみ野1

　　　43,000円×5式×1.10 236,500円

　人工呼吸器（パラパック200D）

　　西1・富士見1・予備車

　　　48,000円×3式×1.10 158,400円

　人工呼吸器（パラパック300）

　　西2・三芳1・三芳2・東1・東2・ふじみ野1

　　　55,000円×6式×1.10 363,000円

13. 使用料及び賃借料  2. 賃借料 1,061 賃借料 1,061

　自動体外式除細動器借上料（AED15台）

　（長期継続契約：平成29年6月～　59/60～60/60）

　　61,300円×2月×1.08 132,408円

　自動体外式除細動器借上料（AED15台）

　（長期継続契約：令和4年6月～　1/60～10/60)

　　84,400円×10月×1.10 928,400円

17. 備品購入費  2. 機械器具費 1,292 機械器具費 1,292

　　訓練用AEDトレーナー 日本光電 TRN-3100

　　　95,000円×1台×1.10 104,500円

　　訓練用人形リトルアン リトルアンQCPR

　    40,000円×10体×1.10 440,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　　訓練用人形ﾍﾞﾋﾞｰｱﾝ（4体入）/袋 

　　　50,000円×1袋×1.10 55,000円

　　気道管理トレーナー レールダル

　　  328,900円×1体×1.10 361,790円

　　卓上型全自動オートクレーブ 

　　サーボクレープTE-241ER

 　　 300,000円×1台×1.10 330,000円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 4,360 救急隊員学術研究会負担金 20

　5,000円×4人 20,000円

救急救命士養成研修負担金 3,856

　埼玉県救急救命士養成課程

　　1,750,000円×1人 1,750,000円

　救急振興財団（東京研修所）

　  2,106,000円×1人 2,106,000円

埼玉県西部第二地域

メディカルコントロール協議会負担金 195

　MC協議会負担金（1年間） 195,000円

救急救命士養成事前教育訓練負担金 20

　10,000円×2人 20,000円

救急救命士の処置範囲拡大に係る追加講習負担金 42

　埼玉県救急救命士養成課程追加講習

　（ビデオ喉頭鏡）

　　21,000円×2人 42,000円

指導救急救命士養成課程 227

　227,000円×1人 227,000円

26. 公課費  2. 免許登録税 18 免許登録税 18

　救命士免許登録税

　　9,000円×2人 18,000円

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

43,499

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

事業費 43,499
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(款)　 4  消防費 (項)　 1  常備消防費 (目)　 5  指揮統制費 （単位：千円）

指揮統制課 指揮統制事務  3. 職員手当等  9. 時間外勤務手当 3,951 時間外勤務手当 3,951

　指令業務　

　　3,400円×2時間×365日 2,482,000円

　指令業務（災害通信2時間超）

　　3,400円×1時間×6人×24回 489,600円

　災害業務（災害活動2時間超）

　　3,400円×2時間×6人×24回 979,200円

10. 特殊勤務手当 864 特殊勤務手当 864

　受付勤務手当（指令勤務）

　　170円×9人×365日 558,450円

　受付勤務手当（2時間超）

　　200円×6人×24回 28,800円

　災害出場手当

　　300円×4人×200回 240,000円

　機関員手当

　　100円×1人×365日 36,500円

11. 夜間勤務手当 3,555 夜間勤務手当 3,555

　受付勤務手当（指令勤務）

　　750円×12時間×365日 3,285,000円

　受付勤務手当（指令勤務2時間超）　

　　750円×6人×12月 54,000円

　夜間勤務手当（災害活動勤務）

　　750円×2時間×6人×24回 216,000円

12. 休日勤務手当 12,903 休日勤務手当 12,903

　当直　

　　3,600円×8人×12時間×21日 7,257,600円

　非番　

　　3,600円×8人×4時間×21日 2,419,200円

　週休　

　　3,600円×8人×8時間×14日 3,225,600円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節



（単位：千円）

 8. 旅　費  2. 普通旅費 9 普通旅費 9

　防災通信実務研修会　　　　　　

　　740円×3人 2,220円

　埼玉県第2ブロック消防長会（指令担当）課長会議

　　900円×4人 3,600円

　通信指令シンポジウム　　　　　　　　

　　740円×3人　 2,220円

10. 需用費  1. 消耗品費 2,416 消耗品費 2,416

　図書費

　　図書代（火災調査教本・電波法令集追録・

　  Jレスキュー） 32,200円

　指令用消耗品

　　指令書用紙（A4　ひまわり　1冊1,000枚入り）

　　　1,700円×50〆×1.10 93,500円

　　指令書用紙（A4白再生紙　1冊500枚入り）

　　　380円×50〆×1.10 20,900円

　　指令書用紙（A3白再生紙　1冊500枚入り）

　　　750円×1〆×1.10 825円

　　カラープリンター（消防OA）（環境共生トナー・

　  イメージドラム）10台分 419,029円

　　内線用FAX（トナーカートリッジ・

　  ドラムユニット）7台分 　 100,980円

　　指令情報出力装置プリンター

　  （ドラムカートリッジ・環境共生トナー） 

    7台分 899,085円

　　録音用BD-RE（5枚入）SONY 5BNE2VJPS2

　　　2,800円×2パック×1.10 6,160円

　　データメディアDVDーR（10枚入）DR47WPDSIP10SA

　　　790円×1パック×1.10 869円

　　防災行政無線FAX用（A4白再生紙・

　  トナーカートリッジ・ドラムカートリッジ）

    1台分 24,376円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　  防災行政無線衛星系FAXカートリッジ 

  　DE-3380　1台分 21,230円

　　文房具（クリアファイル・ボールペン等）

　　　8,575円×1式×1.10 9,433円

　無線機器消耗品

　　携帯無線機バッテリー（署活系）

　　　29,800円×5個×1.10 163,900円

　　携帯無線機バッテリー（消防救急デジタル）

　　　40,000円×5個×1.10 220,000円

　　携帯無線機用ケース（署活系）

　　　11,000円×5個×1.10 60,500円

　　携帯無線機用ケース（消防救急デジタル）

　　　15,000円×5個×1.10 82,500円

　　可搬型移動局無線装置用　バッテリー　

　　　140,000円×1個×1.10 154,000円

　指揮調査消耗品

　　ブラックウルフワークライト（WL-2CM）

　　　7,000円×1個×1.10 7,700円

　　ブラックウルフワークライト三脚（DG-CAM22）

　　　3,800円×1脚×1.10 4,180円

　　立入禁止テープ（60㎜50ｍ）　

　　　1,000円×5個×1.10 5,500円

　　雨天用紙　（A1/5㎜方眼）50枚入　　

　　　7,300円×1冊×1.10 8,030円

　　雨天用紙　（A3/5㎜方眼）50枚入　　

　　　2,900円×1冊×1.10 3,190円

　　雨天用紙　（A4/5㎜方眼）50枚入　　

　　　2,100円×3冊×1.10 6,930円

　　北川式鑑識用石油検知管（290P）10本入

　　　2,600円×10箱×1.10　 28,600円

　　北川式鑑識用石油検知管（290PⅡ）10本入

　　　3,100円×10箱×1.10　 34,100円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　車両消耗品

　　ワックス・ウエス・CRC等 7,700円

 2. 燃料費 256 燃料費 256

　指揮車（ガソリン）

　　155円×110㍑×12月×1.10　　 225,060円

　連絡車（ガソリン）

　　155円×15㍑×12月×1.10 30,690円

 6. 修繕料 3,300 修繕料 3,300

　携帯無線設備（デジタル・署活）及び車載無線

　 270,000円

　高機能消防指令センターⅡ型（一式）

　多機能電話機・消防情報支援 500,000円

　無線用直流電源装置バッテリー交換

　　2,300,000円×1式×1.10 2,530,000円

11. 役務費  1. 通信運搬費 3,777 通信運搬費 3,777

　AVM回線接続料　　　　　

　　95,000円×12月×1.10　　　　 1,254,000円

　位置情報通知システム使用料

　　100,500円×12月×1.10 1,326,600円

　NTT固定位置情報通知システム統合型使用料

　　50,000円×12月×1.10 660,000円

　携帯転送回線使用料

　　7,300円×12月×1.10 96,360円

　指令台収容回線使用料・直通、FAX、

　テレホンガイド

　　30,310円×12月×1.10 400,092円

　切手代

　（発信者・位置情報取得の照会書送付用切手代）

　　414円×8社×12月 39,744円

 2. 手数料 9 手数料 9

　タイヤ交換費手数料　1台分

　　4,000円×年2回×1.10 8,800円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

12. 委託料  1. 業務委託料 689 119番通報等に係る電話通訳業務委託料 185

　（長期継続契約：令和3年4月～　13/36～24/36）

　　14,000円×12月×1.10 184,800円

光回線化対応業務委託料 504

　位置情報通知用IP-VPN回線の光回線化対応業務委託料

　　458,000円×1.10 503,800円

 3. 施設・備品管理委託料 27,060 施設・備品管理委託料 27,060

　高機能消防指令センターⅡ型保守点検管理委託

　　上半期　　 8,060,855円

　　下半期　　 8,060,855円

　消防救急デジタル無線機保守点検委託料

　　9,315,000円×1.10 10,246,500円

　富士見広報車消防救急デジタル無線設備

　保守点検委託料

　　58,000円×1.10 63,800円

　署活動系無線機保守点検委託料

　　570,000円×1.10 627,000円

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 1,980 Net119緊急通報システム使用料 1,980

　（長期継続契約：平成30年11月～　42/60～53/60）

　　150,000円×12月×1.10 1,980,000円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 9 通信指令シンポジウム負担金 9

　3,000円×3人 9,000円

(款)　 4  消防費 (項)　 1  常備消防費 (目)　 6  消防署費 （単位：千円）

消防課 消防署事務  3. 職員手当等  9. 時間外勤務手当 23,842 時間外勤務手当 23,842

　火災出動

　　2,950円×2時間×30人×12件 2,124,000円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

60,778事業費 60,778

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　救急出動

　　2,950円×1時間×3人×1,860件 16,461,000円

　救急支援出動

　　2,950円×1時間×5人×100件 1,475,000円

　救助出動

　  2,950円×2時間×5人×12件 354,000円

　火災原因調査

　　2,950円×2時間×6人×15回 531,000円

　火災検討会

　　2,950円×2時間×31人×1回 182,900円

　消防訓練

　　2,950円×2時間×5人×1回 29,500円

　副主幹会議

　　2,950円×2時間×15人×1回 88,500円

　消防活動訓練

　　2,950円×2時間×10人×4回 236,000円

　運営会議・施設開放・強化訓練・応援勤務

　　2,950円×3時間×150人 1,327,500円

　署内選考会

　　2,950円×2時間×50人 295,000円

　ブロック指導会

　  2,950円×3時間×50人 442,500円

　県指導会

　　2,950円×2時間×35人 206,500円

　関東指導会

　　2,950円×3時間×10人 88,500円

10. 特殊勤務手当 12,101 特殊勤務手当 12,101

　火災出動手当

　　300円×30人×100回 900,000円

　警戒・調査出動手当

　　300円×5人×250回 375,000円

説　　   明所属 事業 節 細節 金額
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（単位：千円）

　救助出動手当

　　410円×5人×150回 307,500円

　機関員手当

　　100円×18人×365日 657,000円

　救急支援出動手当

　　300円×5人×1,000回 1,500,000円

　救急出動手当

　　200円×3人×12,000回 7,200,000円

　救急救命行為手当

　　510円×1人×300回 153,000円

　防疫手当

　　4,000円×3人×84回 1,008,000円

11. 夜間勤務手当 6,827 夜間勤務手当 6,827

　災害活動

　　560円×34人×1時間×160回 3,046,400円

　救急活動

　　560円×3人×3時間×750回 3,780,000円

12. 休日勤務手当 81,716 休日勤務手当 81,716

　当直

　　3,040円×60人×12時間×21日 45,964,800円

　週休

　　3,040円×60人×8時間×14日 20,428,800円

　非番

　　3,040円×60人×4時間×21日 15,321,600円

 7. 報償費  2. 賞賜金 26 賞賜金 26

　消火協力者表彰諸費

　　個人

　　　2,000円×8人 16,000円

　　団体

　　　5,000円×2団体 10,000円

 8. 旅　費  2. 普通旅費 51 普通旅費 51

　普通旅費 51,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

10. 需用費  1. 消耗品費 6,391 消耗品費 6,391

　図書代

　　消防基本六法、火災調査教本等

　　　11,000円×5署 55,000円

　　図書追録 40,000円

　事務用消耗品

　　乾電池単1～単4 100,000円

　　コピーカートリッジ

　　　7,870円×8本×1.10 69,256円

　　災害報告用紙(上質紙500枚〆)

　　　1,200円×12〆×1.10 15,840円

　　プリンターインク(カラー4色)災害用

　　　8,900円×24本×1.10 234,960円

　訓練施設管理消耗品費　

　　コンパネ・ペンキ・トラロープ等 160,000円

　救助用訓練・車載ロープ

　　白ロープ(東京製綱)

　　　63,000円×5巻×1.10 346,500円

　　赤ロープ(東京製綱)

　　　73,000円×3巻×1.10 240,900円

　　赤ロープ(東京製綱)

　　　73,000円×2巻×1.10 160,600円

　　白ロープ(東京製綱)

　　　63,000円×1巻×1.10 69,300円

　　青ロープ(アシモリ)

　　　73,000円×1巻×1.10 80,300円

　　緑ロープ(アシモリ)

　　　73,000円×2巻×1.10 160,600円

　　黄ロープ(アシモリ）

　　　73,000円×2巻×1.10 160,600円

　　白スタティックロープ（CMC）

　　　88,500円×4巻×1.10 389,400円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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　　赤スタティックロープ（CMC）

　　　98,000円×4巻×1.10 431,200円

　救助・消防業務用消耗品

　　カラビナ　KA102-S(訓練用)

　　　2,400円×50個×1.10 132,000円

　　カラビナ　KA10K-S(訓練用）　

　　　2,300円×10個×1.10 25,300円

　　背負バンドハーネス付(訓練用KD30)

　　　39,800円×3台×1.10 131,340円

　　背負バンド（訓練用KD30）

　　　19,000円×5式×1.10 104,500円

　　面体(訓練用)K2-CS

　　　21,000円×10個×1.10 231,000円

　　面体(個人用)LS-CS　収納袋・保護カバー付

　　　25,000円×20個×1.10 550,000円

　　面体(新入職員用)LS-CS　収納袋・保護カバー付

　　　25,000円×3個×1.10 82,500円

　　防塵マスク(新入職員3個・交換用6個)

　　　7,100円×9個×1.10 70,290円

　　検知管(有毒ガス/ケミデック16種類)

　　　83,000円×1式×1.10 91,300円

　　保安帽用黒枠

　　　1,000円×40個×1.10 44,000円

　　救急支援用消耗品

　　(マスク・手袋・シューズカバー) 200,000円

　災害用消耗品

　　油処理剤(ACライト)

　　　4,000円×50袋×1.10 220,000円

　　油吸着材(オイルハンターM50)

　　　19,000円×2箱×1.10 41,800円

　　CAFS用泡剤(ミラクルフォームα＋)

　　　22,000円×4箱×1.10 96,800円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　　泡消火剤(メガフォーム)

　　　49,000円×1缶×1.10 53,900円

　　CAFS用消泡剤(一斗缶16㎏・スプレーボトル付）

　　　27,000円×1缶×1.10 29,700円

　　融雪剤

　　　2,000円×10袋×1.10 22,000円

　車両清掃用消耗品

　　ウエス・ワックス・CRC等 40,000円

　車両バッテリー

　　西3号車　170F51(R1)

　　　35,800円×2個×1.10 78,760円

　　救急西2・救急ふじみ野1　75D23R(R1)

　　　18,600円×4個×1.10 81,840円

　　西資材1号車　95D31(R1)

　　　22,900円×2個×1.10 50,380円

　　災害用バイク（西1・西2・東1・東2）FTZ-7S-J

　　　16,000円×4個×1.10 70,400円

　　東梯子1号車　155G51(R1)

　　　32,000円×2個×1.10 70,400円

　　東広報1号車　75D23R(PS)

　　　18,600円×1個×1.10 20,460円

　タイヤ

　　西1号車

　　　245/70R19.5　M888

　　　34,900円×6本×1.10 230,340円

　　救急西2・救急三芳1・救急東2

　　　195/80R15 R710

　　　17,700円×12本×1.10 233,640円

　　救急三芳2・救急ふじみ野1

　　　195/80R15 VL1 (冬タイヤ)

　　　23,000円×8本×1.10 202,400円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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　　西資材1号車　

　　　225/70/16　M804

　　　27,900円×6本×1.10 184,140円

　　東広報1号車　

　　　195/70R14　NEXTRY

　　　12,400円×4本×1.10 54,560円

　　東広報1号車　

　　　195/70R14　VRX2（冬タイヤ)

　　　19,600円×4本×1.10 86,240円

　酸素ボンベ充填（耐圧試験24本含む）

　　2,500円×35本×1.10 96,250円

　その他の消耗品

　　10,000円×5署 50,000円

 2. 燃料費 15,425 燃料費 15,425

　ガソリン

　　訓練指導車等

　　　155円×50㍑×6台×12月×1.10 613,800円

　　救急車

　　　155円×530㍑×9台×12月×1.10 9,759,420円

　軽油

　　消防車

　　　136円×158㍑×16台×12月×1.10 4,538,266円

　　ふじみ野連絡車

　　　136円×50㍑×1台×12月×1.10 89,760円

　灯油 

　　　107円×1,200㍑×3署×1.10 423,720円

 3. 食糧費 55 食糧費 55

　災害用非常食 25,000円

　緊急消防援助隊野営、活動訓練等 30,000円

 6. 修繕料 1,500 修繕料 1,500

　消防資機材修繕費 400,000円

　救助資機材修繕費 800,000円

　庁用器具修繕費 300,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

 7. 被服費 8,569 被服費 8,569

　救助服(特別救助隊員用)

　  48,000円×30着×1.10 1,584,000円

　救助服(救助訓練用)

　  48,000円×10着×1.10 528,000円

　ライフジャケット大人用

　  6,000円×5着×1.10 33,000円

　ライフジャケット小人用

　  8,000円×5着×1.10 44,000円

　革編上靴(救助訓練用・芯なし)

　　7,000円×25足×1.10 192,500円

　救助用革手袋(R2)

　　3,000円×40双×1.10 132,000円

　救助用革手袋(S3)

　　2,900円×40双×1.10 127,600円

　調査用長靴(交換用)

　　4,200円×20足×1.10 92,400円

　調査用長靴(新入職員用)

　　4,200円×3足×1.10 13,860円

　防火衣一式(交換用)

　  200,000円×15式×1.10 3,300,000円

　防火衣一式(新入職員用)

　  200,000円×3式×1.10 660,000円

　防火帽(交換用)

　　24,000円×25個×1.10 660,000円

　防火フード

　　6,000円×25個×1.10 165,000円

　防火フード(新入職員用)

　　6,000円×3個×1.10 19,800円

　墜落制止用器具フルハーネス・安全確保員用

　　31,000円×10本×1.10 341,000円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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　消防隊紋章

　　1,480円×40枚×1.10 65,120円

　救助隊紋章

　　2,200円×10枚×1.10 24,200円

　コンパクトライト(交換用)

　　3,100円×10個×1.10 34,100円

　コンパクトライト(新入職員)

　　3,100円×3個×1.10 10,230円

　保護メガネ(交換用)

　　2,700円×10個×1.10 29,700円

　保護メガネ(新入職員用)

　　2,700円×3個×1.10 8,910円

　保安帽(交換用）

　　7,500円×30個×1.10 247,500円

　保安帽(新入職員用)

　　7,500円×3個×1.10 24,750円

　防火長靴ガードランナー(交換用)

　　21,000円×10足×1.10 231,000円

11. 役務費  2. 手数料 2,035 手数料 2,035

　高圧空気製造設備定期検査(移動式)西署

　　150,000円×1式×1.10 165,000円

　高圧空気製造設備定期検査・開放検査(固定式)東署

　　1,250,000円×1式×1.10 1,375,000円

　空気ボンベ耐圧検査(FRP)

　　4,000円×46本×1.10 202,400円

　酸素ボンベ耐圧検査(鉄）

　　3,000円×16本×1.10 52,800円

　高圧ガスボンベ登録料　　 12,500円

　容器廃棄手数料（FRP）

　　3,000円×2本×1.10 6,600円

　容器廃棄手数料（鉄）

　　1,500円×8本×1.10 13,200円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　消火協力者消火器詰替手数料

　　5,500円×10本×1.10 60,500円

　タイヤ交換手数料（普通車）

　　4,000円×14台×2回×1.10 123,200円

　タイヤ交換手数料（軽自動車）

　　2,000円×1台×2回×1.10 4,400円

　危険物取扱者保安講習受講手数料

　　4,700円×4人 18,800円

12. 委託料  3. 施設・備品管理委託料 1,976 救急・救助資機材保守点検委託料 1,976

　救助資機材保守点検委託料

　　クレーン保守点検

　　　24,000円×2式×1.10 52,800円

　　東救助1照明装置保守点検・オーバーホール

　　　223,000円×1式×1.10 245,300円

　　東救助1ホルマトロ救助器具保守点検

　　　295,000円×1式×1.10 324,500円

　　自家用給油取扱所地下タンク漏洩検査

　　　80,000円×1式×1.10 88,000円

　　西救助1発射銃圧力計交換・オーバーホール

　　　95,000円×1式×1.10 104,500円

　化学防護服保守点検

　　10,000円×5着×1.10 55,000円

　ガス検知器アルティア保守点検（4X・5X)

　　98,000円×6台×1.10 646,800円

　空気呼吸器保守点検(重松製)

　　3,800円×53式×1.10 221,540円

　空気呼吸器保守点検(MSA製)

　　5,000円×7式×1.10 38,500円

　耐電衣一式保守点検

　　180,700円×1式×1.10 198,770円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 19 使用料 19

　有料道路通行料

　　救助指導会(関東大会)

　　　中型車　3,150円×2台×2回 12,600円

　　　普通車　2,830円×1台×2回 5,660円

17. 備品購入費  2. 機械器具費 4,019 機械器具費 4,019

　消防用ホース　65㎜　白

　　39,500円×6本×1.10 260,700円

　消防用ホース　50㎜　白

　　35,500円×8本×1.10 312,400円

　消防用カラーホース　65㎜

　　40,500円×12本×1.10 534,600円

　消防用カラーホース　50㎜

　　37,000円×16本×1.10 651,200円

　空気呼吸器用調整器　KD30型(訓練用K2型)

　　95,000円×3台×1.10 313,500円

　訓練用機材(東消防署)

　　399,000円×1式×1.10 438,900円

　救助訓練用安全マット　KHFS-B-1型

　（東消防署訓練場）

　　400,000円×1式×1.10 440,000円

　水難救助用ボート　WB-85（西消防署）

　　650,000円×1式×1.10 715,000円

　化学防護服　Ｂ対応（東消防署）

　　160,000円×2着×1.10 352,000円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 406 特殊技術資格取得講習会負担金 406

　小型移動式クレーン運転技能講習負担金

　　37,500円×2人 75,000円

　2級小型船舶操縦士湖川小出力限定受講講習

　　51,700円×1人 51,700円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　車両系建設機械運転技能講習

　（運搬・積込・解体）

　　129,000円×1人 129,000円

　墜落制止用器具着用作業特別教育

　（1日講習・テキスト）

　　14,000円×6人 84,000円

　伐木作業特別教育（2日講習・テキスト）

　　22,000円×3人 66,000円

(款)　 4  消防費 (項)　 1  常備消防費 (目)　 7  消防施設費 （単位：千円）

消防総務課 施設・設備管理事務 10. 需用費  6. 修繕料 6,372 修繕料 6,372

　本部・署庁舎・訓練場修繕料

　　2,747,000円×1.10 3,021,700円

　EHPエアコン修繕（本部・西消防署）

　　886,900円×1.10 975,590円

　消防用設備等修繕（西消防署）

　　565,000円×1.10 621,500円

　エレベーター修繕（三芳分署）

　　183,000円×1.10 201,300円

　エレベーター修繕（東消防署）

　　980,000円×1.10 1,078,000円

　給湯器・換気扇交換修繕（ふじみ野分署）

　　430,000円×1.10 473,000円

12. 委託料  1. 業務委託料 17 業務委託料 17

　建物保存登記業務委託（ふじみ野分署）

　　15,000円×1式×1.10 16,500円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

164,958

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

事業費 164,958
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（単位：千円）

14. 工事請負費  1. 工事請負費 8,000 工事請負費 8,000

　県道拡幅に伴う東消防署用地後退整備工事

8,000,000円

(款)　 4  消防費 (項)　 2  非常備消防費 (目)　 1  富士見消防団費 （単位：千円）

警防課 富士見消防団事務  1. 報　酬  3. 委員報酬 40 消防団諮問委員会委員報酬 40

　委員　5,000円×4人×2回 40,000円

 5. 消防団員報酬 8,361 団長報酬 223

　223,000円×1人 223,000円

副団長報酬 352

　176,000円×2人 352,000円

分団長報酬 2,016

　144,000円×14人 2,016,000円

副分団長報酬 848

　106,000円×8人 848,000円

部長報酬 720

　90,000円×8人 720,000円

班長報酬 702

　78,000円×9人 702,000円

団員報酬 3,500

　70,000円×50人 3,500,000円

 6. 機関員報酬 96 機関員報酬 96

　6,000円×2人×8分団 96,000円

 4. 共済費  2. 社会保険料 3,114 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,477

　19,200円×129人 2,476,800円

消防団員等災害補償負担金 637

　人口割　3.5円×111,881人 391,584円

　団員割　1,900円×129人 245,100円

所属 事業 節 細節 金額 説　　   明

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他

8,000

県支出金 地 方 債

6,389事業費 14,389 (財源内訳）

国支出金



（単位：千円）

 7. 報償費  2. 賞賜金 116 賞賜金 116

　退団者記念品代

　　3,000円×12人×1.10 39,600円

　功労賞等表彰費

　　3,375円×1人×1.10 3,713円

　　3,675円×16人×1.10 64,680円

　箔押型代　

　　6,667円×1.10 7,334円

 8. 旅　費  1. 費用弁償 3,019 火災・警戒等出動手当 899

　正副団長　

　　2,000円×3人×6回×3市町×0.7 75,600円

　団員

　　2,000円×98人×6回×0.7 823,200円

訓練等出動手当 2,120

　2,000円×106人×10回 2,120,000円

 3. 特別旅費 375 特別旅費 375

　団長、分団長、本部員研修

　　15,000円×15人 225,000円

　副団長、副分団長研修

　　15,000円×10人 150,000円

 9. 交際費  5. 団長交際費 50 団長交際費 50

　団長交際費 50,000円

10. 需用費  1. 消耗品費 288 消耗品費 288

　分団消耗品　　　

　　8,000円×8分団 64,000円

　車両バッテリー

　　17,000円×2個×4台×1.10 149,600円

　災害用備蓄食料

　　500円×1食×106人×1.08 57,240円

　消防車積載の消火器更新

　　15,500円×1本×1.10 17,050円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

 2. 燃料費 228 燃料費 228

　軽油

　　136円×10㍑×8台×12月×1.10 143,616円

　ガソリン（発電機用）

　　155円×10㍑×8台×1.10 13,640円

　発電機用燃料（カートリッジガスボンベ）

　　800円×10本×8分団×1.10 70,400円

 4. 印刷製本費 13 印刷製本費 13

　写真現像プリント代

　　600円×19枚×1.10 12,540円

 5. 光熱水費 474 光熱水費 474

　電気料　

　　25,200円×12月 302,400円

　ガス代

　　1,700円×12月 20,400円

　水道料

　　7,700円×12月 92,400円

　下水道使用料

　　4,900円×12月 58,800円

 6. 修繕料 80 修繕料 80

　発電機、無線機等修繕料

　　10,000円×8分団 80,000円

 7. 被服費 1,740 被服費 1,740

　男性用被服費

　制服

　　19,000円×8着×1.10 167,200円

　盛夏服（長袖）

　　4,400円×8着×1.10 38,720円

　盛夏服（半袖）

　　4,400円×8着×1.10 38,720円

　盛夏服（ズボン）

　　4,300円×8着×1.10 37,840円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　制帽

　　4,300円×8個×1.10 37,840円

　盛夏帽

　　4,300円×8個×1.10 37,840円

　ネクタイ

　　2,000円×8本×1.10 17,600円

　作業服（上・下）

　　21,800円×8着×1.10 191,840円

　短靴

　　5,500円×8足×1.10 48,400円

　Ｔシャツ

　　1,300円×40着×1.10 57,200円

　白手袋

　　550円×106双×1.10 64,130円

　アポロキャップ

　　4,000円×15個×1.10 66,000円

　ケブラー手袋

　　3,100円×8双×1.10 27,280円

　編上靴

　　7,600円×8足×1.10 66,880円

　皮バンド

　　2,200円×8本×1.10 19,360円

　サランバンド（灰色）

　　600円×8本×1.10 5,280円

　サランバンド（紺色）

　　600円×8本×1.10 5,280円

　防寒衣

　　11,000円×8着×1.10 96,800円

　雨合羽

　　12,500円×8着×1.10 110,000円

　ゴム長靴

　　4,200円×8足×1.10 36,960円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　防護メガネ

　　3,000円×8個×1.10 26,400円

　防塵マスク

　　3,800円×8個×1.10 33,440円

　救命胴衣

　　7,000円×10着×1.10 77,000円

　保安帽

　　8,000円×8個×1.10 70,400円

　女性用被服費

　制服（上衣）

　　21,000円×2着×1.10 46,200円

　制服（スカート）

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　制服（ベスト）

　　12,000円×2着×1.10 26,400円

　制帽

　　10,500円×2個×1.10 23,100円

　盛夏服（長袖）

　　6,500円×2着×1.10 14,300円

　盛夏服（半袖）

　　6,300円×2着×1.10 13,860円

　盛夏服（スカート）

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　盛夏帽

　　10,500円×2個×1.10 23,100円

　ネクタイ

　　2,600円×2本×1.10 5,720円

　ワイシャツ

　　8,800円×2着×1.10 19,360円

　サランバンド（黒色・制服用）

　　550円×2本×1.10 1,210円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　サランバンド（紺色・作業服用）

　　550円×2本×1.10 1,210円

　作業服（上・下）

　　21,800円×2着×1.10 47,960円

　短靴

　　8,800円×2足×1.10 19,360円

　編上靴

　　7,600円×2足×1.10 16,720円

　防寒衣

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　雨合羽

　　12,500円×2着×1.10 27,500円

　革手袋

　　1,200円×2双×1.10 2,640円

11. 役務費  1. 通信運搬費 17 通信運搬費 17

　切手代　84円×200枚 16,800円

 2. 手数料 583 手数料 583

　車検整備手数料（富1・富3・富4・富5）

　　73,260円×4台 293,040円

　12か月点検整備手数料（富2・富6・富7・富8）

　　42,680円×4台 170,720円

　6か月点検整備手数料（富1～富8）

　　14,850円×8台 118,800円

 4. 保険料 222 保険料 222

　自動車強制保険料

　　10,500円×4台 42,000円

　自動車任意保険料　8台分 145,880円

　建物災害保険料　7建物分 33,781円

12. 委託料  1. 業務委託料 53 デジタル無線機再免許申請業務委託料 53

　デジタル無線機再免許申請業務委託料 52,800円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

 3. 施設・備品管理委託料 202 無線機保守点検業務委託料 202

　デジタル無線機保守点検業務委託

　（車両8台・正副団長3台）

　　183,200円×1.10 201,520円

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 11 使用料 11

　簡易デジタル無線機電波使用料

　　400円×27台 10,800円

 2. 賃借料 810 賃借料 810

　車庫貯水槽等敷地借上料 722,154円

　分団長研修バス借上げ 87,000円

17. 備品購入費  2. 機械器具費 671 機械器具費 671

　消防用ホース

　　32,000円×8本×1.10 281,600円

　無反動管鎗　

　　48,000円×6本×1.10 316,800円

　ノルズ　

　　11,000円×6個×1.10 72,600円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 1,600 埼玉県消防協会負担金 251

　埼玉県消防協会負担金 251,000円

埼玉県消防協会第2ブロック負担金 85

　連絡協議会支部負担金 30,000円

　連絡協議会会議負担金 55,000円

埼玉県消防協会入間東部支部負担金 680

　均等割　1,002,501円÷3 334,167円

　団員割　1,002,499円÷374人×129人 345,782円

消防団共同事業負担金 266

　消防団特別点検、出初式

　　均等割　221,001円÷3 73,667円

　　団員割　220,999円÷307人×99人 71,267円

　総合火災防ぎょ訓練

　　均等割　147,000円×0.5÷3 24,500円

　　団員割　147,000円×0.5÷307人×99人 23,702円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　火災予防運動

　　均等割　222,000円×0.5÷3 37,000円

　　団員割　222,000円×0.5÷307人×99人 35,795円

消防団員福祉共済負担金 318

　3,000円×106人 318,000円

 2. 補助金 45 埼玉県消防協会第2ブロック消防団

ポンプ操法大会助成金 45

　操法大会負担金 45,000円

 3. 交付金 2,974 消防団運営交付金 2,974

　本部　36,000円×9人 324,000円

　分団員　30,000円×83人 2,490,000円

　機関員　10,000円×16人 160,000円

26. 公課費  1. 自動車重量税 164 自動車重量税 164

　41,000円×4台（富1・富3・富4・富5） 164,000円

(款)　 4  消防費 (項)　 2  非常備消防費 (目)　 2  富士見消防施設費 （単位：千円）

警防課 富士見消防施設事務 10. 需用費  6. 修繕料 3,249 修繕料 3,249

　車両修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　160,000円

　車庫等修繕料　　　　　　　　　　　　　 120,000円

　簡易式消火栓修繕料　　25,000円×2基 50,000円

　水利標識修繕料　　　　　　　　 　　　　 50,000円

　富士見市消防団第5分団車庫屋根・外壁等修繕料

　　2,608,000円×1.10 2,868,800円

14. 工事請負費  1. 工事請負費 5,471 工事請負費 5,471

　防火貯水槽解体撤去工事

　　4,973,460円×1.10 5,470,806円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他

186

県支出金 地 方 債

25,160

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

事業費 25,346
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（単位：千円）

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 4,695 地下式消火栓維持管理負担金 4,620

　4,000円×1,155基 4,620,000円

消火栓水使用負担金 75

　150円×500立方メートル 75,000円

(款)　 4  消防費 (項)　 2  非常備消防費 (目)　 3  ふじみ野消防団費 （単位：千円）

警防課 ふじみ野消防団事務  1. 報　酬  3. 委員報酬 40 消防団諮問委員会委員報酬 40

　委員　5,000円×4人×2回 40,000円

 5. 消防団員報酬 9,967 団長報酬 223

　223,000円×1人 223,000円

副団長報酬 352

　176,000円×2人 352,000円

分団長報酬 2,304

　144,000円×16人 2,304,000円

副分団長報酬 1,060

　106,000円×10人 1,060,000円

部長報酬 900

　90,000円×10人 900,000円

班長報酬 858

　78,000円×11人 858,000円

団員報酬 4,270

　70,000円×61人 4,270,000円

 6. 機関員報酬 120 機関員報酬 120

　6,000円×2人×10分団 120,000円

 4. 共済費  2. 社会保険料 3,247 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,592

　19,200円×135人 2,592,000円

消防団員等災害補償負担金 655

　人口割　3.5円×113,640人 397,740円

　団員割　1,900円×135人 256,500円

一般財源

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

そ の 他県支出金 地 方 債

13,415事業費 13,415 (財源内訳）

国支出金

所属 事業 節 細節 金額 説　　   明



（単位：千円）

 7. 報償費  2. 賞賜金 138 賞賜金 138

　退団者記念品代

　　3,000円×15人×1.10 49,500円

　功労賞等表彰費

　　3,375円×1人×1.10 3,713円

　　3,675円×19人×1.10 76,808円

　箔押型代　

　　6,667円×1.10 7,334円

 8. 旅　費  1. 費用弁償 3,542 火災・警戒等出動手当 1,042

　正副団長

　　2,000円×3人×6回×3市町×0.7 75,600円

　団員

　　2,000円×115人×6回×0.7 966,000円

訓練等出動手当 2,500

　2,000円×125人×10回 2,500,000円

 3. 特別旅費 435 特別旅費 435

　団長、分団長、本部員研修

　　15,000円×17人 255,000円

　副団長、副分団長研修

　　15,000円×12人 180,000円

 9. 交際費  5. 団長交際費 50 団長交際費 50

　団長交際費　　 50,000円

10. 需用費  1. 消耗品費 306 消耗品費 306

　分団消耗品

　　8,000円×10分団 80,000円

　車両バッテリー

　　17,000円×2個×3台×1.10 112,200円

　　13,000円×2個×1台×1.10 28,600円

　災害用備蓄食料

　　500円×1食×125人×1.08 67,500円

　消防車積載消火器の更新

　　15,500円×1台×1.10 17,050円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

- 63 -



- 64 -

（単位：千円）

 2. 燃料費 339 燃料費 339

　軽油

　　136円×13㍑×10台×12月×1.10 233,376円

　ガソリン（発電機用）

　　155円×10㍑×10台×1.10 17,050円

　発電機用燃料（カートリッジガスボンベ）

　　800円×10本×10分団×1.10 88,000円

 4. 印刷製本費 14 印刷製本費 14

　写真現像プリント代

　　600円×21枚×1.10 13,860円

 5. 光熱水費 516 光熱水費 516

　電気料

　　32,000円×12月 384,000円

　ガス代

　　3,400円×12月 40,800円

　水道料

　　4,000円×12月 48,000円

　下水道使用料

　　3,600円×12月 43,200円

 6. 修繕料 100 修繕料 100

　発電機、無線機等修繕料

　　10,000円×10分団 100,000円

 7. 被服費 2,197 被服費 2,197

　男性用被服費

　制服

　　19,000円×11着×1.10 229,900円

　盛夏服（長袖）

　　4,400円×11着×1.10 53,240円

　盛夏服（半袖）

　　4,400円×11着×1.10 53,240円

　盛夏服（ズボン）

　　4,300円×11着×1.10 52,030円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　制帽

　　4,300円×11個×1.10 52,030円

　盛夏帽

　　4,300円×11個×1.10 52,030円

　ネクタイ

　　2,000円×11本×1.10 24,200円

　作業服（上・下）

　　21,800円×11着×1.10 263,780円

　短靴

　　5,500円×11足×1.10 66,550円

　Ｔシャツ

　　1,300円×44着×1.10 62,920円

　白手袋

　　550円×125双×1.10 75,625円

　アポロキャップ

　　4,000円×20個×1.10 88,000円

　ケブラー手袋

　　3,100円×11双×1.10 37,510円

　編上靴

　　7,600円×11足×1.10 91,960円

　皮バンド

　　2,200円×11本×1.10 26,620円

　サランバンド（灰色）

　　600円×11本×1.10 7,260円

　サランバンド（紺色）

　　600円×11本×1.10 7,260円

　防寒衣

　　11,000円×11着×1.10 133,100円

　雨合羽

　　12,500円×11着×1.10 151,250円

　ゴム長靴

　　4,200円×11足×1.10 50,820円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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　救命胴衣

　　7,000円×10着×1.10 77,000円

　防護メガネ

　　3,000円×11個×1.10 36,300円

　防塵マスク

　　3,800円×11個×1.10 45,980円

　保安帽

　　8,000円×11個×1.10 96,800円

　女性用被服費

　制服（上衣）

　　21,000円×2着×1.10 46,200円

　制服（スカート）

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　制服（ベスト）

　　12,000円×2着×1.10 26,400円

　制帽

　　10,500円×2個×1.10 23,100円

　盛夏服（長袖）

　　6,500円×2着×1.10 14,300円

　盛夏服（半袖）

　　6,300円×2着×1.10 13,860円

　盛夏服（スカート）

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　盛夏帽

　　10,500円×2個×1.10 23,100円

　ネクタイ

　　2,600円×2本×1.10 5,720円

　ワイシャツ

　　8,800円×2着×1.10 19,360円

　サランバンド（黒色・制服用）

　　550円×2本×1.10 1,210円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　サランバンド（紺色・作業服用）

　　550円×2本×1.10 1,210円

　作業服（上・下）

　　21,800円×2着×1.10 47,960円

　短靴

　　8,800円×2足×1.10 19,360円

　編上靴

　　7,600円×2足×1.10 16,720円

　防寒衣

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　雨合羽

　　12,500円×2着×1.10 27,500円

　革手袋

　　1,200円×2双×1.10 2,640円

11. 役務費  1. 通信運搬費 17 通信運搬費 17

　切手代　　84円×200枚 16,800円

 2. 手数料 663 手数料 663

　車検整備手数料（ふ3．ふ5．ふ6．ふ9）

　　73,260円×4台 293,040円

　12か月点検整備手数料（ふ1．ふ2．ふ7．ふ8．ふ10）

　　42,680円×5台 213,400円

　6か月点検整備手数料（ふ1～ふ10）

　　14,850円×10台 148,500円

　自動車リサイクル法手数料（第4分団車両分） 7,990円

 4. 保険料 289 保険料 289

　自動車強制保険料

　　10,500円×4台 42,000円

　自動車任意保険料　10台分 216,740円

　建物災害保険料　10建物分 22,067円

　自動車強制保険料（第4分団更新車両分） 7,910円

12. 委託料  1. 業務委託料 63 デジタル無線機再免許申請業務委託料 63

　デジタル無線機再免許申請業務委託料 63,000円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

- 67 -



- 68 -

（単位：千円）

 3. 施設・備品管理委託料 477 無線機保守点検業務委託料 241

　デジタル無線機保守点検業務委託

　（車両10台・正副団長3台）

　　218,200円×1.10 240,020円

浄化槽点検 236

　浄化槽法定定期検査料（ふ3・ふ7・ふ9・ふ10）

　　53,500円×4か所×1.10 235,400円

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 14 使用料 14

　簡易デジタル無線機電波使用料

　　400円×33台 13,200円

 2. 賃借料 2,211 賃借料 2,211

　車庫貯水槽等敷地借上料 2,123,306円

　消防団研修バス借上料 87,000円

17. 備品購入費  2. 機械器具費 742 機械器具費 742

　消防用ホース

　　32,000円×10本×1.10 352,000円

　無反動管鎗

　　48,000円×6本×1.10 316,800円

　ノズル

　　11,000円×6個×1.10 72,600円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 1,690 埼玉県消防協会負担金 247

　埼玉県消防協会負担金 247,000円

埼玉県消防協会第2ブロック負担金 85

　連絡協議会支部負担金 30,000円

　連絡協議会会議負担金 55,000円

埼玉県消防協会入間東部支部負担金 697

　均等割　1,002,501円÷3 334,167円

　団員割　1,002,499円÷374人×135人 361,865円

消防団共同事業負担金 286

　消防団特別点検・出初式

　　均等割　221,001円÷3 73,667円

　　団員割　220,999円÷307人×114人 82,065円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　総合火災防ぎょ訓練

　　均等割　147,000円×0.5÷3 24,500円

　　団員割　147,000円×0.5÷307人×114人 27,293円

　火災予防運動

　　均等割　222,000円×0.5÷3 37,000円

　　団員割　222,000円×0.5÷307人×114人 41,218円

消防団員福祉共済負担金 375

　3,000円×125人 375,000円

 2. 補助金 45 埼玉県消防協会第2ブロック消防団

ポンプ操法大会助成金 45

　操法大会負担金 45,000円

 3. 交付金 3,584 消防団運営交付金 3,584

　本部　36,000円×9人 324,000円

　分団員　30,000円×102人 3,060,000円

　機関員　10,000円×20人 200,000円

26. 公課費  1. 自動車重量税 189 自動車重量税 189

　41,000円×3台（ふ3．ふ5．ふ9） 123,000円

　32,800円×1台（ふ6） 32,800円

　32,800円×1台（ふ4（更新）） 32,800円

(款)　 4  消防費 (項)　 2  非常備消防費 (目)　 4  ふじみ野消防施設費 （単位：千円）

警防課 ふじみ野消防施設事務 10. 需用費  6. 修繕料 3,317 修繕料 3,317

　車両修繕料 160,000円

　車庫等修繕料 120,000円

　簡易式消火栓修繕料　25,000円×2基 50,000円

　水利標識修繕料 50,000円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

(財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他

211

県支出金 地 方 債

30,784

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

事業費 30,995
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（単位：千円）

　ふじみ野市消防団第5分団車庫屋根・外壁等修繕料

　　1,400,000円×1.10 1,540,000円

　ふじみ野市消防団第8分団車庫屋根・外壁等修繕料

　　1,270,000円×1.10 1,397,000円

17. 備品購入費  2. 機械器具費 21,949 機械器具費 21,949

　普通消防ポンプ自動車（ふ4）CD-Ⅰ型3.5ｔ未満

　　19,953,500円×1.10 21,948,850円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 5,015 地下式消火栓維持管理負担金 4,940

　4,000円×1,235基 4,940,000円

消火栓水使用負担金 75

　150円×500立方メートル 75,000円

(款)　 4  消防費 (項)　 2  非常備消防費 (目)　 5  三芳消防団費 （単位：千円）

警防課 三芳消防団事務  1. 報　酬  3. 委員報酬 40 消防団諮問委員会委員報酬 40

　委員　5,000円×4人×2回 40,000円

 5. 消防団員報酬 7,375 団長報酬 223

　223,000円×1人 223,000円

副団長報酬 352

　176,000円×2人 352,000円

分団長報酬 1,152

　144,000円×8人 1,152,000円

副分団長報酬 530

　106,000円×5人 530,000円

部長報酬 450

　90,000円×5人 450,000円

班長報酬 468

　78,000円×6人 468,000円

団員報酬 4,200

　70,000円×60人 4,200,000円

所属 事業 節 細節

21,900

県支出金 地 方 債

8,381

金額 説　　   明

事業費 30,281 (財源内訳）

国支出金 一般財源そ の 他

所属 事業 節 細節 金額 説　　   明



（単位：千円）

 6. 機関員報酬 60 機関員報酬 60

　6,000円×2人×5分団 60,000円

 4. 共済費  2. 社会保険料 2,456 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,112

　19,200円×110人 2,112,000円

消防団員等災害補償負担金 344

　人口割　3.5円×38,452人 134,582円

　団員割　1,900円×110人 209,000円

 7. 報償費  1. 報償金 20 報償金 20

　謝礼

　　1,000円×20回 20,000円

 2. 賞賜金 147 賞賜金 147

　退団者記念品代

　　3,000円×14人×1.10 46,200円

　功労賞等表彰

　　3,375円×1人×1.10 3,713円

　　3,675円×22人×1.10 88,935円

　箔押型代　

　　6,666円×1.10 7,333円

 8. 旅　費  1. 費用弁償 2,853 火災・警戒等出動手当 773

　正副団長

　　2,000円×3人×6回×3市町×0.7 75,600円

　団員

　　2,000円×83人×6回×0.7 697,200円

訓練等出動手当 2,080

　　2,000円×104人×10回 2,080,000円

 3. 特別旅費 240 特別旅費 240

　団長、分団長、本部員研修

　　15,000円×9人 135,000円

　副団長、副分団長研修

　　15,000円×7人 105,000円

説　　   明所属 事業 節 細節 金額
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（単位：千円）

 9. 交際費  5. 団長交際費 50 団長交際費 50

　団長交際費 50,000円

10. 需用費  1. 消耗品費 172 消耗品費 172

　分団消耗品

　　8,000円×5分団 40,000円

　車両バッテリー

　　17,000円×2個×2台×1.10 74,800円

　災害用備蓄食料

　　500円×1食×105人×1.08 56,700円

 2. 燃料費 224 燃料費 224

　軽油

　　136円×19㍑×5台×12月×1.10 170,544円

　ガソリン（発電機用）

　　155円×10㍑×5台×1.10 8,525円

　発電機用燃料（カートリッジガスボンベ）

　　800円×10本×5分団×1.10 44,000円

 4. 印刷製本費 9 印刷製本費 9

　写真現像プリント代

　　600円×13枚×1.10 8,580円

 5. 光熱水費 346 光熱水費 346

　電気料

　　20,500円×12月 246,000円

　ガス代

　　4,200円×12月 50,400円

　水道料

　　2,000円×12月 24,000円

　下水道使用料

　　2,100円×12月 25,200円

 6. 修繕料 50 修繕料 50

　発電機、無線機等修繕料

　　10,000円×5分団 50,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

 7. 被服費 2,317 被服費 2,317

　男性用被服費

　制服　　　　

　　19,000円×12着×1.10 250,800円

　盛夏服（長袖）

　　4,400円×12着×1.10 58,080円

　盛夏服（半袖）

　　4,400円×12着×1.10 58,080円

　盛夏服（ズボン）

　　4,300円×12着×1.10 56,760円

　制帽

　　4,300円×12個×1.10 56,760円

　盛夏帽

　　4,300円×12個×1.10 56,760円

　ネクタイ

　　2,000円×12本×1.10 26,400円

　アポロキャップ

　　4,000円×21着×1.10 92,400円

　作業服（上・下）

　　21,800円×12着×1.10 287,760円

　Ｔシャツ

　　1,300円×36着×1.10 51,480円

　白手袋

　　550円×104双×1.10 62,920円

　短靴

　　5,500円×12足×1.10 72,600円

　ケブラー手袋

　　3,100円×12双×1.10 40,920円

　編上靴

　　7,600円×12足×1.10 100,320円

　皮バンド

　　2,200円×12本×1.10 29,040円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

　サランバンド（灰色）

　　600円×12本×1.10 7,920円

　サランバンド（紺色）

　　600円×12本×1.10 7,920円

　防寒衣

　　11,000円×12着×1.10 145,200円

　雨合羽

　　12,500円×12着×1.10 165,000円

　ゴム長靴

　　4,200円×12足×1.10 55,440円

　防護メガネ

　　3,000円×12個×1.10 39,600円

　防塵マスク

　　3,800円×12個×1.10 50,160円

　保安帽

　　8,000円×12個×1.10 105,600円

　救命胴衣

　　7,000円×10着×1.10 77,000円

　女性用被服費

　制服（上衣）　

　　21,000円×2着×1.10 46,200円

　制服（スカート）

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　制服（ベスト）

　　12,000円×2着×1.10 26,400円

　制帽

　　10,500円×2着×1.10 23,100円

　盛夏帽

　　10,500円×2着×1.10 23,100円

　盛夏服（長袖）

　　6,500円×2着×1.10 14,300円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　盛夏服（半袖）

　　6,300円×2着×1.10 13,860円

　盛夏服（スカート）

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　ネクタイ

　　2,600円×2本×1.10 5,720円

　短靴

　　8,800円×2足×1.10 19,360円

　ワイシャツ

　　8,800円×2着×1.10 19,360円

　サランバンド（黒色・制服用）

　　550円×2本×1.10 1,210円

　サランバンド（紺色・作業服用）

　　550円×2本×1.10 1,210円

　作業服（上・下）

　　21,800円×2着×1.10 47,960円

　編上靴

　　7,600円×2足×1.10 16,720円

　防寒衣

　　11,000円×2着×1.10 24,200円

　雨合羽

　　12,500円×2着×1.10 27,500円

　革手袋

　　1,200円×2双×1.10 2,640円

11. 役務費  1. 通信運搬費 17 通信運搬費 17

　切手代　84円×200枚 16,800円

 2. 手数料 349 手数料 349

　車検整備手数料（三2・三5）

　　73,260円×2台 146,520円

　12か月点検整備手数料（三1・三3・三4）

　　42,680円×3台 128,040円

　6か月点検整備手数料（三1～三5）

　　14,850円×5台 74,250円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節
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（単位：千円）

 4. 保険料 118 保険料 118

　自動車強制保険料

　　10,500円×2台 21,000円

　自動車任意保険料　5台分 87,310円

　建物災害保険料　5建物分 9,393円

12. 委託料  1. 業務委託料 39 デジタル無線機再免許申請業務委託料 39

　デジタル無線機再免許申請業務委託料 38,400円

 3. 施設・備品管理委託料 242 無線機保守点検業務委託料 144

　デジタル無線機保守点検業務委託

　（車両5台・正副団長3台）

　　130,700円×1.10 143,770円

浄化槽点検 98

　浄化槽法定定期検査料（三2）

　　保守点検・清掃・11条検査

　　（45,000円＋44,000円）×1.10 97,900円

13. 使用料及び賃借料  1. 使用料 8 使用料 8

　簡易デジタル無線機電波使用料

　　400円×18台 7,200円

 2. 賃借料 1,123 賃借料 1,123

　車庫貯水槽等敷地借上料 1,035,895円

　分団長研修バス借上料 87,000円

17. 備品購入費  2. 機械器具費 501 機械器具費 501

　消防用ホース

　　32,000円×5本×1.10 176,000円

　無反動管鎗

　　48,000円×5本×1.10 264,000円

　ノズル

　　11,000円×5個×1.10 60,500円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 1,386 埼玉県消防協会負担金 99

　埼玉県消防協会負担金 99,000円

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

埼玉県消防協会第2ブロック負担金 85

　連絡協議会支部負担金 30,000円

　連絡協議会議会負担金 55,000円

埼玉県消防協会入間東部支部負担金 630

　均等割　1,002,501円÷3 334,167円

　団員割　1,002,499円÷374人×110人 294,852円

消防団共同事業負担金 260

　消防特別点検・出初式

　　均等割　221,001円÷3 73,667円

　　団員割　220,999円÷307人×94人 67,667円

　総合火災防ぎょ訓練

　　均等割　147,000円×0.5÷3 24,500円

　　団員割　147,000円×0.5÷307人×94人 22,505円

　火災予防運動

　　均等割　222,000円×0.5÷3 37,000円

　　団員割　222,000円×0.5÷307人×94人 33,987円

消防団員福祉共済負担金 312

　3,000円×104人 312,000円

 2. 補助金 45 埼玉県消防協会第2ブロック消防団

ポンプ操法大会助成金 45

　操法大会負担金 45,000円

 3. 交付金 2,746 消防団運営交付金 2,746

　本部員　36,000円×6人 216,000円

　分団員　30,000円×81人 2,430,000円

　機関員　10,000円×10人 100,000円

26. 公課費  1. 自動車重量税 98 自動車重量税 98

　41,000円×1台（三2） 41,000円

　57,000円×1台（三5） 57,000円

細節 金額 説　　   明所属 事業 節

そ の 他 一般財源国支出金 県支出金 地 方 債

58 22,973事業費 23,031 (財源内訳）
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(款)　 4  消防費 (項)　 2  非常備消防費 (目)　 6  三芳消防施設費 （単位：千円）

警防課 三芳消防施設事務 10. 需用費  6. 修繕料 350 修繕料 350

　車両修繕料 180,000円

　車庫等修繕料 120,000円

　簡易式消火栓修繕料　25,000円×1基 25,000円

　水利標識修繕料 25,000円

14. 工事請負費  1. 工事請負費 13,964 工事請負費 13,964

　三芳町消防団第4分団車庫改修工事

  　12,694,255円×1.10 13,963,681円

17. 備品購入費  1. 庁用器具費 307 庁用器具費 307

　三芳町消防団第4分団車庫初期備品

   （会議用机、椅子、ロッカー、書庫、時計）

　 306,273円

18. 負担金、補助及び交付金  1. 負担金 3,206 地下式消火栓維持管理負担金 3,176

　4,000円×794基 3,176,000円

消火栓水使用負担金 30

　150円×200立方メートル 30,000円

(款)　 5  公債費 (項)　 1  衛生公債費 (目)　 1  元金 （単位：千円）

総務課 元金償還事務 22. 償還金、利子及び割引料  1. 償還金 71,038 組合債元金(しののめの里） 6,340

　平成１９年度分（飯能信用金庫） 6,340,000円

組合債元金（浄化センター） 64,698

　平成２８年度分（武蔵野銀行） 4,832,000円

　平成２９年度分（埼玉りそな銀行） 43,214,000円

　平成３０年度分（埼玉りそな銀行） 686,000円

　平成３０年度分（埼玉りそな銀行） 15,966,000円

一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

71,038事業費 71,038 (財源内訳）

国支出金

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他

13,900

県支出金 地 方 債

3,927事業費 17,827 (財源内訳）

国支出金

金額 説　　   明所属 事業 節 細節



(款)　 5  公債費 (項)　 1  衛生公債費 (目)　 2  利子 （単位：千円）

総務課 利子償還事務 22. 償還金、利子及び割引料  2. 利子 2,672 組合債利子(しののめの里） 77

　平成１９年度分（飯能信用金庫） 76,228円

組合債利子（浄化センター） 2,595

　平成２８年度分（武蔵野銀行） 170,663円

　平成２９年度分（埼玉りそな銀行） 2,009,105円

　平成３０年度分（埼玉りそな銀行） 21,119円

　平成３０年度分（埼玉りそな銀行） 393,371円

(款)　 5  公債費 (項)　 2  消防公債費 (目)　 1  元金 （単位：千円）

消防総務課 元金償還事務 22. 償還金、利子及び割引料  1. 償還金 1,026,312 組合債元金　常備分 1,005,292

　平成１４年度分（郵政公社簡保資金） 18,753,677円

　平成１５年度分（郵政公社簡保資金） 29,038,487円

　平成２３年度分（埼玉りそな銀行） 17,860,000円

　平成２３年度分　借換後償還元金 6,115,000円

　平成２４年度分　通常償還（ＪＡいるま野）

36,838,000円

　平成２４年度分　借換債（ＪＡいるま野）

331,350,000円

　平成２５年度分　通常償還（ＪＡいるま野）

39,742,000円

　平成２５年度分　借換債（ＪＡいるま野）

357,550,000円

　平成２５年度分（武蔵野銀行） 16,256,000円

　平成２５年度分（埼玉りそな銀行）　 20,222,000円

　平成２９年度分（武蔵野銀行） 13,472,000円

　平成３０年度分（武蔵野銀行）　 31,548,000円

　令和元年度分（武蔵野銀行） 55,602,000円

　令和元年度分（地方公共団体金融機構） 2,333,352円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

2,672事業費 2,672 (財源内訳）

国支出金

金額 説　　   明所属 事業 節 細節
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（単位：千円）

　令和元年度分（県貸付金） 3,206,676円

　令和２年度分（武蔵野銀行） 25,404,000円

組合債元金　非常備分(富士見市) 13,470

　平成２３年度分（県貸付金） 370,000円

　平成２３年度分（ＪＡいるま野） 1,900,000円

　平成２４年度分（ＪＡいるま野） 1,930,000円

　平成２５年度分（ＪＡいるま野） 2,180,000円

　平成２６年度分（埼玉りそな銀行） 2,270,000円

　平成２８年度分（埼玉りそな銀行） 1,920,000円

　平成２９年度分（武蔵野銀行） 2,900,000円

組合債元金　非常備分(ふじみ野市) 7,550

　平成２９年度分（埼玉りそな銀行） 2,250,000円

　令和２年度分（武蔵野銀行） 5,300,000円

(款)　 5  公債費 (項)　 2  消防公債費 (目)　 2  利子 （単位：千円）

消防総務課 利子償還事務 22. 償還金、利子及び割引料  2. 利子 8,474 組合債利子　常備分 8,041

　平成１４年度分（郵政公社簡保資金） 126,681円

　平成１５年度分（郵政公社簡保資金） 872,845円

　平成２３年度分（埼玉りそな銀行） 246,173円

　平成２３年度分借換後償還利子 428,050円

　平成２４年度分（ＪＡいるま野） 1,687,343円

　平成２５年度分（ＪＡいるま野） 2,595,495円

　平成２５年度分（武蔵野銀行） 47,580円

　平成２５年度分（埼玉りそな銀行） 99,129円

　平成２９年度分（武蔵野銀行） 18,199円

　平成３０年度分（武蔵野銀行） 55,237円

　令和元年度分（県貸付金） 28,860円

　令和元年度分（地方公共団体金融機構） 20,649円

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他

688,900

県支出金 地 方 債

337,412事業費 1,026,312 (財源内訳）

国支出金

所属 事業 節 金額細節 説　　   明



（単位：千円）

　令和元年度分（武蔵野銀行） 152,929円

　令和２年度分（地方公共団体金融機構） 370,800円

　令和２年度分（県貸付金） 800,600円

　令和２年度分（埼玉りそな銀行） 149,811円

　令和２年度分（武蔵野銀行） 142,893円

　令和３年度分　28,200,000円×0.7% 197,400円

組合債利子　非常備分(富士見市) 108

　平成２３年度分（県貸付金） 3,700円

　平成２３年度分（ＪＡいるま野） 9,555円

　平成２４年度分（ＪＡいるま野） 12,163円

　平成２５年度分（ＪＡいるま野） 20,087円

　平成２６年度分（埼玉りそな銀行） 26,393円

　平成２８年度分（埼玉りそな銀行） 32,019円

　平成２９年度分（武蔵野銀行） 3,918円

組合債利子　非常備分(ふじみ野市) 230

　平成２９年度分（埼玉りそな銀行） 50,123円

　令和２年度分（武蔵野銀行） 29,817円

　令和３年度分　21,400,000円×0.7% 149,800円

組合債利子　非常備分(三芳町) 95

　令和２年度分（地方公共団体金融機構） 5,840円

　令和２年度分（県貸付金） 960円

　令和３年度分　12,600,000円×0.7% 88,200円

(款)　 6  諸支出金 (項)　 1  基金費 (目)　 1  消防装備近代化基金積立金 （単位：千円）

消防総務課 消防装備近代化基金積立事 24. 積立金  1. 消防装備近代化基金積 301 消防装備近代化基金積立金 301

務 立金 　消防装備近代化基金積立金 301,000円

一般財源そ の 他

301

県支出金 地 方 債

事業費 301 (財源内訳）

国支出金

金額 説　　   明所属 事業 節 細節

一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

8,474事業費 8,474 (財源内訳）

国支出金

所属 事業 節 細節 金額 説　　   明

- 81 -



- 82 -

(款)　 7  予備費 (項)　 1  予備費 (目)　 1  予備費 （単位：千円）

総務課 予備費 50. 予備費  1. 予備費 4,500 予備費 4,500

一般財源そ の 他県支出金 地 方 債

4,500事業費 4,500 (財源内訳）

国支出金

金額 説　　   明所属 事業 節 細節




