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１．消防財政とは 

消防財政制度のあらまし 

• 昭和23年3月に消防組織法が施行され、自治体消防が発足
する。 

• これにより、市町村は地方自治の本旨に基づき、当該市町村
の区域における消防を十分に果たすべき責任を負うとともに、
その消防の責務を果たすために必要な経費は当該市町村が
負担することとなった。 

 



１．消防財政とは 

消防財政制度のあらまし 

消防組織法 

• （市町村の消防に関する責任） 

• 第6条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に
果たすべき責任を有する。 

• （市町村の消防の管理） 

• 第7条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管
理する。 

• （市町村の消防に要する費用） 

• 第8条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを
負担しなければならない。 

 

 



１．消防財政とは 

消防財政制度のあらまし 

•国や都道府県は、原則として直接消防活動を行って
いないが、市町村の消防が円滑におこなわれるよう
消防事務の一部を職務に属する。 

 



１、消防財政とは 

消防財政制度のあらまし 

国（消防庁）が行う消防事務 

• 消防制度や消防準則の企画立案 

• 消防職団員の教育訓練の基準 

• 消防施設の強化拡充のための指導及び助成 

• 消防思想の普及宣伝 

• 消防に必要な人員及び施設の基準 

• 人命の救助活動・救急業務の基準 

• 消防の応援及び緊急消防援助隊 

• 災害対策基本法に基づく国と地方公共団体の連絡 

• 国際緊急援助活動 

• その他消防防災に関する指導助言 



１、消防財政とは 

消防財政制度のあらまし 

都道府県が行う消防事務 

• 消防職団員の教育訓練 

• 消防職員の人事交流のあっせん 

• 消防統計、消防情報 

• 消防施設の強化拡充の指導及び助言 

• 消防思想の普及宣伝 

• 消防設備、機械器具及び資材の性能試験 

• 市町村の消防計画や消防の相互応援計画の作成指導 

• 消防本部、署を置かない市町村における危険物規制、危険物
取扱者や消防設備士の試験と免状の交付 

• 特定の場合における救急業務 



２、市町村の消防財政 

 

一般財源  1兆5,894億円  ８３．４％ 

•地方税 

•地方交付税 

•地方特例交付金等 

•地方譲与税  

 

特定財源 

•国庫支出金   324億円   １．７％  

•地方債     2,064億円  １０．８％ 
 

※平成26年消防白書より 



２．市町村の消防財政 

 

 

 

 

 

 

 

• 人件費     1兆3,082億円 ６９％  前年比２％減 

• 物件費        1,910億円 １０％       3％増 

• 普通建設事業費  3,268億円 １７％      ４５％増 

• その他         808億円  ４％     ※平成26年消防白書より 

 

消防経費の性質別内訳 

人件費 

物件費 

普通建設事業費 

その他 



国と地方の財政関係 

•国と地方の仕事（行政サービス）の負担 

 

 

•国と地方の税収 

 

 

•不足分を国から地方へ（地方交付税・国庫支出金） 

 

１ 

４ 

２．市町村の消防財政 

６ 

４ ６ 

地方へ 



３．消防財源の内訳 

• 市町村消防費の財源 

 

一般財源   

•地方税 

•地方交付税 

•地方特例交付金等 

•地方譲与税  

 

特定財源 

•国庫支出金     

•地方債      
※平成26年消防白書より 

・・・・・ 使途に制限がなく、 

     いかなる経費についても使用できる 
 

・・・・・ 一定の使途にのみ使用できる 
 



３．消防財源の内訳 

地方税とは 

 

•地方団体の収入の中心、「地方税法」及び地方団体の
条例の定めるところによって、地域内の住民や企業な
どから徴収されるもの。 

 

•地方団体の判断により、 

どのような経費に充てても良い普通税、 

特定の経費に充てる目的税、 

に分けられる。 

 
• ※地方の況不況に左右される部分。り 



３．消防財源の内訳  地方税の種類 

普通税（どのような経費に充てても良い） 
•市町村民税 

•固定資産税 

•軽自動車税 

•市町村たばこ税 

•鉱産税 

•特別土地保有税 

•市町村法定外普通税 

あ 
※平成26年消防白書より 



３．消防財源の内訳  地方税の種類 

目的税（特定の経費に充てる） 
•入湯税 

•事業所税 

•都市計画税 

•水利地益税 

•共同施設税 

•宅地開発税 

•国民健康保険税 

•市町村法定外目的税 
※平成26年消防白書より 

・・・・・・・・・・ 消防施設の整備のための目的税 

地方税法 第701条 

 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の
保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な
施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含
む。）に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入
浴に対し、入浴客に入湯税を課すものとする。 

（入湯税の税率） 
第701条の2 

 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、150円を
標準とするものとする。 



３．消防財源の内訳  地方税の種類 

※平成27年度地方財政計画における地方税の税収見込み額 

 

• 都道府県税 17兆17億円 

前年比：2兆3722億円（１６．２％）の増加 

• 市町村税   20兆4902億円 

前年比：1070億円（０．５％）の増加 

 

• あわせて2兆4792億円（７．１％）の増加なっている 

 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

•地方交付税 

地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調
整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを
提供できるよう財源を保障するためのもの。 
（地方財政調整制度） 
 

地方交付税法 第1条（この法律の目的） 

地方団体の自主性を損なうことなく、その財源の均衡化
を図り、あわせて地方団体の行政の計画的な運営を保
障することにより、地方自治の本旨の実現に資するとと
もに、地方団体の独立性の強化を図ることにある。 

 

⇒ 国から干渉されることがあってはならない。 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

地方交付税の財源 

 

※平成25年度まで、税の種類 

•所得税  32％ 

•法人税  34％ 

•消費税  29.5％ 

•酒税    32％ 

•たばこ税 25％ 

 

これら、国税五税と言われるものでした。 
※平成26年消防白書より 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

地方交付税の財源 

 

平成26年、平成27年に地方交付税の法定率の見直し
が行われました。 

•所得税 ３３．１％ ↗ 

•法人税 ３３．１％ ↘ 

•消費税 ２２．３％ ↘ 

•酒税   ５０％   ↗ 

•たばこ税 ０％   － 

•地方法人税 １００％ 

 

１ 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

• 地方交付税の区分 

 

普通交付税 

• 地方交付税総額の９６％、地方団体ごとに算定した基準財政
需要額が基準財政収入額を超えた場合に、その超過額（財源
不足額）を補てんするために交付されるもの。 

 

特別交付税 

• 地方交付税総額の４％、災害の発生等に伴う臨時の財政需
要に対処するもの。普通交付税を補完する役割を担ってい
る。 

 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

• 地方交付税の区分 

普通交付税 

• ２７年度・・１５兆７，４９５億円 

• ２６年度・・１５兆８，７２４億円 

特別交付税 

• ２７年度・・１兆０，０５３億円 

• ２６年度・・１兆０．１３１億円 

  

地方交付税（普通交付税+特別交付税） 

• ２７年度・・ 16兆7,548億円  

• ２６年度・・ 16兆8,855億円 

 

※地方交付税法等の一部を改正する法律の概要（平成２７年法律第３号） 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

• 普通交付税算定の仕組み 

普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額を超え
る地方団体に対して交付される。この超える額を「財源不足額」と呼
んでおり、財源不足額が普通交付税の額として交付される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準財政需要額 基準財政収入額 財源不足額 

普通交付税額 

＝ ＝
 

－ 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

             とは 

• 各地方団体の※財政需要を合理的に測定するために、当該団体に
ついて地方交付税法第11条の規定により算定した額。 

（地方交付税法第2条第3号） 

• その算定は、各行政項目別にそれぞれ設けられた「測定単位」の数
値に必要な「補正」を加え、これに測定単位ごとに定められた「単位
費用」を乗じた額を合算することによって行われます。 

 

※ 基準財政需要は、具体的な支出の実績（決算額）や、実際に支出しよう
とする額（予算額）にとらわれない、個別の事情や独自の判断に基づかな
い、自然的・地理的・社会的諸条件に対応する合理的でかつ妥当な水準に
おける財政需要として算定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準財政需要額 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

基準財政需要額 

個別算定経費 

個別算定経費 ＝ 包括算定経費 ＋ 基準財政需要額 

包括算定経費 

＝ 

＝ 

補正係数 測定単位 単位費用 × × 

単位費用 測定単位(人口） 単位費用 × × 補正係数 ＋ 

× 測定単位（面積） 補正係数 × 

【消防費に係る単位費用】 平成27年度：11,300円（人口一人当たりの費用） 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

             とは 

• 各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体に
ついて地方交付税法第14条の規定により算定した額 

（地方交付税法第2条第4号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的な地方税収入 ７５／１００ 地方譲与税等 × ＋ 

基準財政収入額 ＝ 

基準財政収入額 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

地方交付税まとめ 

地方交付税額算定の中には、 

• 消防費に係る基準財政需要額があり、 

• 常備消防の算定経費の単位費用があり、 

• 消防費の単位費用の算定基礎があり、 

• 算定基礎の中身として、「消防力の整備指針」に基づく職員配置や
車両配備、休日給や出動手当など、あらゆる消防事務が勘案され
ています。 



３．消防財源の内訳  地方交付税 

地方交付税まとめ 

• このように、十分とは言えないかもしれませんが、市町村に対し 

一定水準の消防力を維持するための消防費（財源）を地方交付税
として保障しています。 

• 皆さんの自治体の消防予算にかかる一般財源は、基礎財政需要
額を下回っていませんか？ 

 



３．消防財源の内訳  地方特例交付金 

地方特例交付金とは 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控
除による減収を補てんするために必要な額を
計上している。 



３．消防財源の内訳  地方譲与税 

地方譲与税とは 

本来、地方税として徴収される税を国が一旦徴収し、その収入
額の全部または、一部を一定の基準等によって地方団体へ譲
与する税です。 

 

• 地方揮発油譲与税 

• 石油ガス譲与税 

• 自動車重量譲与税 

• 航空機燃料譲与税 

• 特別とん譲与税 

• 地方法人特別譲与税 

航空機燃料譲与税は使途に空港対
策の一環として消防施設の整備が
含まれている。 

（航空機燃料譲与税法第7条・施行
令第3条４） 



３．消防財源の内訳 特定財源   

 

一般財源   1兆5,894億円  ８３．４％ 

•地方税 

•地方交付税 

•地方特例交付金等 

•地方譲与税  

 

特定財源 

•国庫支出金   324億円   １．７％  

•地方債     2,064億円  １０．８％ 
 

１． 



３．消防財源の内訳  国庫支出金 

国庫支出金   

 

 

 

 

 

 

 
• 地方交付税は自由に使える一般財源、 

• 国庫支出金は使途が指定されている特定財源。 

 

国と地方の経費の負担区分に
従い、交付されている財源。 

・負担金 

・委託金 

・補助金（交付金） 
消防施設等の整備に対しては、
国庫補助金が交付されている。 



３．消防財源の内訳  国庫支出金 

市町村の消防施設等の整備に対する国庫補助金 

 

・緊急消防援助隊設備の整備に対する国庫補助金 

 （緊急消防援助隊設備整備費補助金） 

  平成27年度当初予算における総額＝15億7805万円 

 

・消防施設の整備に対する国庫補助金 

 （消防防災施設整備費補助金） 

  平成27年度当初予算における総額＝48億9838万円 

 



３．消防財源の内訳  国庫支出金 

市町村の消防施設等の整備に対する国庫補助金 

 

・緊急消防援助隊設備の整備に対する国庫補助金 

  平成27年度当初予算における総額＝15億7805万円 

 

・消防設備の整備に対する国庫補助金 

  平成27年度当初予算における総額＝48億9838万円 

 
その他、復興庁予算として「消防防災施設災害復旧費補助金」「原子力災
害避難指示区域消防活動費交付金」がある。 



３．消防財源の内訳  国庫支出金 

その他の国庫支出金 

•交通安全対策特別交付金 

•電源立地地域対策交付金 

•石油貯蔵施設立地対策交付金 

•高速自動車国道救急業務実施市町村支弁金 

•防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 



３．消防財源の内訳  地方債 

地方債とは 

•地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達
することによって負担する債務で、その履行（返済）が一
会計年度を越えて行われるもの。 

 

地方債の対象経費 

•公営企業に要する経費 

•支出金及び貸付金 

•地方債の借換に要する経費 

•災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費 

•公共施設、公用施設の建設事業費等 



３．消防財源の内訳  地方債 

地方債とは 

•地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達
することによって負担する債務で、その履行（返済）が一
会計年度を越えて行われるもの。 

 

地方債の対象経費 

•公営企業に要する経費 

•支出金及び貸付金 

•地方債の借換に要する経費 

•災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費 

•公共施設、公用施設の建設事業費等 

国債残高８７３兆円 

地方債残高１９９兆円 

日本の借金 

合計１０３５兆円 



４．消防防災施設等の整備に対する地方財政措置 

• 基準財政需要額に消防防災施設整備分の地方債が加算されても、
普通交付税に地方債の元利償還金（利息を含めた金額）分が算入
され増額する。 

特 

定 

財 

源 

留保財源 

２５億円 
基準財政収入額  ７５億円 
（標準税収入額の７５％） 

基準財政需要額  １００億円 
＝単位費用×測定単位×（補正係数＋β) 

加算＋α 

普通交付税 

２５億円 
増額＋α 

留保財源 

２５億円 

特 

定 

財 

源 

標準税収入額 １００億円 



４．消防防災施設等の整備に対する地方財政措置 

30m級災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車 

基準額 101,354,000円  

緊急援助隊施設整備費交付金 
50,677,000円 

一
般
財
源 

防災対策事業債   
38,007,750円      

交付税算入1520万円 

一般財源から 12,669,250円 

年約456万円を5年ローンで支出 

※市町村負担額は計3,546万円 



５．消防広域化支援対策 

•平成１８年、消防の広域化を推進し、そのための支
援対策を掲げました。平成２５年に改正された基本指
針において、広域化を推進する期間が５年程度延長
され、平成３０年４月１日までに広域化を実現するこ
ととしました。 

•市町村の消防の広域化への取り組みを支援するた
め、平成２５年度から財政措置は一層拡充されてい
る。 



５．消防広域化支援対策 

•消防広域化準備経費（特別交付税） 

•消防広域化臨時経費（特別交付税） 

•消防署所の整備（緊急防災・減災事業債） 

•消防指令センターの整備（緊急防災・減災事業債） 

•消防車両等の整備（緊急防災・減災事業債） 



６．消防財政  まとめ 

• 消防の財源措置としては、普通交付税の基準財政需要額に
算入される一般財源も重要であり、次いで国や都道府県から
の補助金や地方債等の特定財源も必要である。 

 

• 普通交付税の基準財政需要額への参入による措置は、全国
的に消防行政の一定水準を維持するために必要な財源を保
障しようとするもの。 

 

• しかし、基準財政需要額に比べて消防予算の一般財源が下
回っている市町村が多く存在する。 



６．消防財政  まとめ 

• 市町村財政は厳しい状況が続いていますが、限られた財源の
中で、消防が国民・市町村民の要請に応えていくためにも、消
防財政の基礎を学び、精通した上で、自分たちの消防体制を
築きあげなければなりません。 

 

• 現場の声を反映させることが、地域の消防力を高めます。 

• 消防財政に強くなり、消防職場の勤務条件、装備、環境を変
えていきましょう。 

 

 

• 以上 


