
 9款　消防費　
（款）9 消防費　　　　（項）1 消防費　　　　（目）1 常備消防費　　　　　　　 （単位：円）

埼玉東部消防組合負 2,085,243,000 （目的）消防力の充実や事務の効率化等を図るため、久喜市、加須市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸 318

担金事業（常備消防 　　　町が共同で消防組合を運営します。　　　

費）

（消防防災課） （対象）埼玉東部消防組合

（手段）常備消防の運営経費負担金を支払いました。

（成果）消防力の充実や事務の効率化を図ることができました。

（款）9 消防費　　　　（項）1 消防費　　　　（目）2 非常備消防費　　　　　　　 （単位：円）

埼玉東部消防組合負 27,273,000 （目的）消防力の充実や事務の効率化等を図るため、久喜市、加須市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸 318

担金事業（非常備消 　　　町が共同で消防組合を運営します。　　　

防費）

（消防防災課） （対象）埼玉東部消防組合

（手段）非常備消防の運営経費負担金を支払いました。

（成果）消防力の充実や事務の効率化を図ることができました。

消防団活動事業 71,587,048 （目的）火災や災害の拡大を防止するため、消防団活動の円滑な推進を図ります。 320

（消防防災課）

（対象）消防団、災害時支援隊

（手段）消防団員等に報酬や報償金、出動手当等を支給し、被服類を貸与しました。また、消防団員の研

　　　修や健康診断を実施したほか、各種負担金や消防団運営交付金等を支出しました。

・消防団員の状況（H31.3.31現在） （単位：人）

2 4 4 10 20 94 134

副分団長 部長 班長 団員 合計

団本部 1 1 - - - - 10 12

久喜支団 -

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
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ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）
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・消防団出動状況 （単位：回、人）

内容

区分

※火災出動は、市外出動を含む。

※人数は延べ人数。また、回数は各分団・部単位での延べ回数。

・消防団員各種研修 （単位：人）

・消防団会議 （単位：回、人）

女性消防団員会議 2 17

区　　分 回 数 延べ人数 備　　考

役員会議（全体） 4 117 団本部役員会議、役員（部長以上）会議

各支団役員会議 11 140 各支団役員（部長以上）会議

女性消防団員視察研修 5 埼玉県消防学校（埼玉県女性消防操法大会）

埼玉県女性消防団員の日PRイベント 6 越谷イオンレイクタウン

消防団役員県外視察研修 45
㈱ネイチャー

会津若松市内タウンワーク

消防団員指揮幹部研修 6 埼玉県消防学校

消防団長等幹部研修 1 埼玉県危機管理防災センター

女性消防団員研修 5 埼玉県消防学校

研 修 内 容 延べ人数 場　　所

消防団員基礎教育研修 14 埼玉東部消防組合、埼玉県消防学校ほか

消防団員初級幹部研修 4 埼玉県消防学校

3 21 143 1,360

合計 136 958 183 1,336 63 603 300 2,928 37 224 719 6,049

栗橋 25 225 30 255 13 143 72 716

0 0 83 734

菖蒲 23 174 28 238 10 101 60 562 3 26 124 1,101

鷲宮 9 68 18 149 8 70 48 447

1 1 62 160

久喜 59 464 77 617 21 234 120 1,203 30 176 307 2,694

団本部 20 27 30 77 11 55 0 0

火災出動 訓練出動 巡回広報 定期点検 警戒出動 合計

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

合　計 1 6 10 10 25 50 239 341

栗橋支団 - 1 2 2 6 12 55 78

菖蒲支団 - 1 2 2 5 10 47 67

鷲宮支団 - 1 2 2 4 8 33 50
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 9款　消防費

・消防団装備の配備、貸与等 （単位：円）

・消防団員への被服貸与　　　4,746,448円

  被服が劣化した消防団員に再貸与するとともに、新入団員に被服を貸与しました。

・消防団員健康診断

・消防団運営交付金 （単位：円、件）

・災害時支援隊報償金 （単位：回、人、円）

（成果）消防団活動等の円滑な推進を図るとともに、火災等に対し適切に対応することができました。

消防団施設管理事業 2,299,133 （目的）消防団器具置場の適切な維持管理を行います。 320

（消防防災課）

菖蒲支援隊 0 0 0

栗橋支援隊 1 8 8,000

合 計 3 21 21,000

区 分 訓練回数 延べ参加人数 報償金

久喜支援隊 1 4 4,000

鷲宮支援隊 1 9 9,000

分団（2部制） 240,000 5 1,200,000

部 320,000 25 8,000,000

合 計 - 36 11,920,000

区 分 金　額 件数 小　計

団本部 920,000 1 920,000

分団（3部制） 360,000 5 1,800,000

救命胴衣 8着 90,460

受診人数 受診率 実 施 日 ・ 場 所

224人 65.70%

H31.2.3（日）菖蒲文化会館（アミーゴ）、久喜市役所

H31.2.9（土）栗橋コミュニティセンター（くぷる）、

 　　　　　　鷲宮西コミュニティセンター（おおとり）

防火衣一式 4着 241,920

安全帯 10個 91,800

ヘッドライト 75個 477,900

名　　称 数 量 金　　額

保安帽 70個 400,680

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ
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（対象）消防団器具置場

（手段）故障箇所の修繕や浄化槽の保守点検等を行いました。

・器具置場管理 （単位：件）

・器具置場用地の借上げ

（成果）施設の適切な維持管理により、支障なく消防団活動を行うことができました。

消防団車両管理事業 3,588,232 （目的）消防団車両の適切な維持管理を行います。 320

（消防防災課）

（対象）消防団車両

（手段）ホース等の資機材の購入や故障箇所の修繕のほか、車検や損害保険等に係る事務を行いました。

・消防団車両管理

消防ポンプ車用車載装備消耗品

バッテリー交換、吸管エルボー交換　等

消防用ホース13本

（成果）車両の適切な維持管理により、支障なく消防団活動を行うことができました。

消防団車両購入事業 54,850,651 （目的）経年劣化した消防ポンプ自動車の更新を行います。 322

（消防防災課）

（対象）消防団車両

（手段）消防ポンプ自動車を購入しました。

・消防ポンプ自動車購入

消防ポンプ自動車3台 CD－Ⅰ型消防ポンプ自動車　ハイルーフ型

（成果）経年劣化した消防ポンプ自動車を更新することにより消防力の維持・向上を図ることができまし

　　　た。

件数

器具置場修繕 ホース乾燥塔、給水管、浄化槽ブロア等 6

浄化槽法定検査手数料 久喜3-1、栗橋1-3 2

浄化槽保守点検業務 久喜3-1、栗橋1-3 2

区　分 内　　　容

区　分 内　　　容

車両消耗品

車両修繕

消防活動用備品

区　分 内　　　容
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 9款　消防費

（款）9 消防費 （項）1 消防費 （目）3消防施設費 （単位：円）

消火栓整備事業 10,890,180 （目的）消火栓の新設・修繕を行い、消防水利の充実強化を図ります。 322

（消防防災課）

（対象）消火栓

（手段）配水管布設替工事に伴う設置替や不具合等による修繕を行いました。

・消火栓の維持管理 （単位：箇所、円）

（成果）消火栓の適切な維持管理を図ることができました。

（款）9 消防費　 　（項）1 消防費　 　（目）4 水防費　 （単位：円）

水防組合負担金事業 1,760,800 （目的）水防力の充実や事務の効率化等を図るため、久喜市、幸手市、杉戸町、春日部市及び茨城県五霞 322

（消防防災課） 　町が共同で水防事務組合を運営します。　

（対象）利根川栗橋流域水防事務組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

（成果）水防力の充実や水防業務の効率化を図ることができました。

（款）9 消防費　 　（項）1 消防費　 　（目）5 災害対策費　 （単位：円）

防災訓練事業 3,122,913 （目的）市民、関係機関及び市職員等に、防災対策の必要性を改めて認識していただき、技術の習得や意 322

（消防防災課） 　識の高揚を図ります。

（対象）市民、関係機関及び市職員等

修理 10 6,504,408 本体交換、消火栓ボックス嵩上げ　等

設置・修理負担金 15 10,890,180 -

設置替 5 4,385,772 配水管布設替工事に伴う設置替

備　　考

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

決算書の
ページ

事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
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事　 　業　 　の　 　成　 　果

区　分 箇所数 事業費
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（手段）市民、関係機関及び市職員等の参加による防災訓練を計画しましたが、降雨、各会場のグラウン

　　　ド状態の不良により中止となりました。

　　　　・予定していた開催日：平成30年9月1日（土）

　　　　・予定していた会場　：久喜地区　総合運動公園　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　菖蒲地区　栢間小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　栗橋地区　栗橋いきいき活動センターしずか館　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　鷲宮地区　鷲宮運動広場　　　　　　　　　　　　　　　　　

（成果）降雨等の影響により中止となりましたが、参加予定の市民や関係機関との事前協議・打合せを行

　　　うなかで、防災意識の高揚・啓発を図ることができました。

防災体制整備事業 13,126,338 （目的）ハード(施設維持管理等)及びソフト(講演会等の開催)の両面から防災体制の整備を図ります。 324

（消防防災課） 　　　

（対象）市民及び防災関係施設

（手段）

・施設の整備・維持管理及び講演会の開催等を実施しました。

【施設の整備・維持管理】

　 防災行政無線（固定系）保守点検業務委託料

防災行政無線電気料

防災行政無線回線使用料

衛星携帯電話・災害用通信機器（PHS）電話代

防災用デジタルMCA無線情報通信料

防災行政無線修繕料等

【防災講演会】

（成果）・防災行政無線等の適切な運用を図ることができました。

　　　　・防災講演会等を開催し、地域防災力の向上を図ることができました。　

自主防災組織育成事 5,627,800 （目的）自主防災組織の設立や防災資機材等の購入、防災訓練を実施する自主防災組織に補助金を交付 324

業 　　　し、市民の防災意識の高揚及び自主防災活動の充実を図ります。

（消防防災課）

（対象）自主防災組織

（手段）申請のあった自主防災組織へ補助金を交付しました。

開 催 日 開催会場 参加人員

平成31年2月2日（土） 栗橋文化会館（イリス） 359人
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 9款　消防費

（単位：団体、円）

（成果）自主防災組織の設立促進や災害時における防災資機材等の充実、自主防災活動を通じて、防災意

　　　識の高揚を図ることができました。

防災備蓄品整備事業 6,728,968 （目的）災害時における避難住民はもとより、高齢者や障がい者、乳幼児等の要配慮者にも配慮した災害 324

（消防防災課、社会 　　　用の食料品や医療救護用品、防災資機材等を備蓄します。

福祉課、健康医療課

） （対象）指定避難所の避難住民及び福祉避難所の要配慮者

（手段）指定避難所で活用する災害用の食料品や医療救護用品、防災資機材等を備蓄しました。

　　　 （単位：円）

アルファ米 6,000食

クラッカー

おかゆ

保存水

粉ミルク

災害備蓄用おむつ（子供用）

災害備蓄用おむつ（大人用）

災害備蓄用生理用品

使い捨てトイレ

ガソリン缶詰 88㍑

救急箱 25箱

カセットコンロ 24台

担架

小型テント

車椅子

救急セット

車輪付軽量折りたたみ担架

580枚

4,300枚

4,400枚

防災資機材

13台

656,64627張

1台

防災訓練実施補助金 63 1,959,700

医療救護用品
3セット他

431,719
4個

区　　分 備 蓄 品 名 整備数量 金　額

非常食・飲料 2,768,796

1,750食

1,250食

1,116㍑

14,976ｇ

防災消耗品

2,520枚

2,304,288

補助金内訳 申請団体数 交付金額

設立補助金 2 14,800

防災資機材等購入補助金 68 3,653,300

指
定
避
難
所

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
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アルファ米

雑炊

うどん（にゅうめん）

スープ 100食

乾燥がゆ

ミキサー粥 50食

缶入りパン

備蓄水500mℓ

備蓄水2㍑

紙おむつ（成人用） 111枚

携帯トイレ 200枚

使い捨て手袋 640枚

清拭剤 12包

ドライシャンプー 8本

使い捨てシーツ 128枚

カセットボンベ 24本

電池（単1）

ワンタッチ間仕切り

発電機 1台

石油ストーブ 4台

四点杖 5本

歩行器

カセットコンロ

（成果）災害時における避難住民や要配慮者の生活を確保するため、災害用の食料品や医療救護用品、防

　　　災資機材等の備蓄を図ることができました。

防災計画推進事業 58,400 （目的）市民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、災害による被害を軽減するため、地域防災 324

（消防防災課） 　　　計画を改訂します。

（対象）市民及び防災関係機関

（手段）防災会議の開催　3回

4個

備品

5張

355,814

3台

3台

開 催 日 H30.10.24  H30.11.16  H31.2.19

福
祉
避
難
所

非常食・消耗品

200食

211,705

48食

50食

100食

24個

48本

18本
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（成果）近年の災害の教訓から、災害対策基本法の一部改正や防災基本計画の修正等が行われたことを踏

　　　まえ、これらの法改正や計画等への適切な対応を図るとともに、更なる防災対策の充実・強化を目

　　　指すため、防災会議を開催し、久喜市地域防災計画の改訂を行いました。

国民保護計画推進事 0 （目的）国、県、市及び関係機関が、市民の協力を得ながら、それぞれの役割分担の中で連携を図ること 324

業 　　　により、武力攻撃事態等から市民を守るための国民保護計画を改訂します。

（消防防災課）

（対象）市民及び防災関係機関

（手段）国民保護計画を改訂するため、国民保護協議会を開催します。

（成果）国民保護に関する基本方針（国の基本方針）の改正を受け、埼玉県が「国民保護に関する埼玉県

　　　計画」を改訂中であったため、その改訂を待ち、国民保護協議会を開催しませんでした。

災害対策事業 1,962,877 （目的）災害発生時又は災害が発生するおそれがある際に従事する職員の給与費です。 326

（消防防災課）

（対象）職員

（手段）台風第13号及び台風第24号の接近に伴う警備体制を執りました。

（成果）災害発生時又は災害が発生するおそれがある際に必要な体制を執ることができました。

被災者支援事業 0 （目的）自然災害により被災者生活再建支援法では救済されない被災者を県と県内全市町村の相互扶助に 326

（消防防災課） 　　　より支援します。

（対象）埼玉県民

（手段）被災者生活再建支援法の適用とならない地域で、自然災害等により被災した全壊世帯等に対し、

　　　法と同様の支援を行うための費用を負担します。

（成果）被災者への支払いがなかったので、負担金の支払いに至りませんでした。

防災行政無線デジタ 338,367,952 （目的）防災行政無線設備のデジタル化の推進を図ります。 326

ル化更新事業

（消防防災課） （対象）防災行政無線設備関係施設

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ
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（手段）地域住民に適切な防災関係情報等の提供を図るとともに、一般行政情報を伝達するため、市内全

　　　域において同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事を実施しました。また、必要な施工監理業

　　　務を委託しました。

・久喜市同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事施工監理業務委託

・久喜市同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事

（成果）屋外子局の更新を実施しました。　　

　　　　なお、事業完了までに期間を要するため、事業費49,926,048円については、継続費逓次繰越によ

　　　り令和元年度予算に繰り越しました。

地域防災計画及びハ 19,902,000 （目的）市民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、災害による被害を軽減するため、地域防災 326

ザードマップ改訂事 　　　計画を改訂します。

業 　　　　また、地震・洪水・内水の災害予測や指定緊急避難場所・指定避難所等の情報をまとめた防災ハ

（消防防災課） 　　　ザードマップを改訂し、被害の軽減を図ります。

（対象）市民及び防災関係機関

（手段）地域防災計画及び防災ハザードマップを改訂するための業務を委託しました。

・地域防災計画及び防災ハザードマップ改訂業務委託

（成果）地域防災計画の改訂により、災害に強いまちづくりの推進を図ることができました。

　　　　また、防災ハザードマップを改訂し、地域の災害リスクを周知するとともに、災害への備えにつ

　　　いて啓発を行いました。

防災行政無線デジタ 0 （目的）防災行政無線設備のデジタル化の推進を図ります。 326

ル化更新事業【継続

費逓次繰越分】 （対象）防災行政無線設備関係施設

（消防防災課）

（手段）地域住民に適切な防災関係情報等の提供を図るとともに、一般行政情報を伝達するため、市内全

　　　域において同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事を実施しました。また、必要な施工監理業

　　　務を委託しました。

・久喜市同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事施工監理業務委託

・久喜市同報系防災行政無線設備デジタル化更新工事

（成果）屋外子局の更新を実施しました。　　

　　　　なお、事業完了までに期間を要するため、事業費75,295,600円については、継続費逓次繰越によ

　　　り令和元年度予算に繰り越しました。

 9款　消防費
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