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自己紹介
富山県中新川郡立山町

単協：立山町消防職員協議会

人口：２万６，３１７人

面積：３０７．２９㎢



自己紹介

北海道釧路市

人口 １７万５０００人

面積 １３６２．９２平方㎞

釧路湿原・阿寒（国立公園）



突然ですが皆さん！消防財政と聞いて
どんなイメージを持ちますか？

よくわからない！

難しそう・・・
今、自分には
関係ないかも。



皆さん！どのように生活していますか？

生活費 交際費

食費

家賃

光熱費

趣味

その他

収入

自然と収入と支出のバランスを
計算して、 生活していませんか？



大きな買い物をする時、どうしますか？

申請書類提出

審査・確認



それでは！消防財政について
学んでいきましょう！



消防財政の意義

昭和２３年３月に消防組織法が施行され、自治体消防が

発足することになりました。

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
負担することとなりました。



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。



風水害対策

消防の任務とは？
火災の警戒、鎮圧等の消火活動

救急業務・救助業務

火災予防広報、予防査察、防火管理者等の指導
危険物の規制、消防設備の設置規制
大規模地震防災対策等・・・

消防の任務は時代の推移とともに

質的・量的に増大している！



その任務を果たすために！
市町村においては、その任務を十分に果たすために消防

施設を整備し、人員を確保する必要があり、必要な消防費

を予算計上し、財源の裏付けをしなければなりません。

このようなことが市町村の消防財政の内容となるものです。



したがって！消防財政といえば市町村
の消防財政がテーマとなる！しかし・・・

国や都道府県も市町村の消防の円滑な運営のための役割

を担っており、大きな意味合いでの消防財政といえば、国や

都道府県の消防財政も含むことになります。



それでは、国や都道府県は何を？

国や都道府県は、原則として直接の消防活動は行って

いないが、市町村の消防が円滑に行われるよう消防事務の

一部を所掌している。

所掌＝ある事務を特定の行政機関がつかさどること。



国（消防庁）は
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

災害対策基本法等に基づく国と地方公共団体との連携

国際緊急援助活動

その他消防防災に関する指導助言等

消防制度や消防準則の企画及び立案



都道府県は
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成 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者等のほか、
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等



国、都道府県の援助

市町村の消防の充実のためには、まず市町村自らが努力

しなければならないが、国や都道府県もそれぞれの立場で

積極的に援助しなければならない。



国や都道府県の消防費、消防防災費は、
人件費や事務費、市町村に対する補助金
が主な内容！



消防財政と地方財政

地方財政全体の中でこれまで消防財政の占めてきた地位を

考えてみると、市町村財に占める比重は徐々に上昇しては

いるものの、その絶対額は少ない。

消防財政は他の行政経費に比べると低い。



消防財政と地方財政

地方財政全体の中でこれまで消防財政の占めてきた地位を

考えてみると、市町村財に占める比重は徐々に上昇しては

いるものの、その絶対額は少ない。

消防財政は他の行政経費に比べると低い。
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消防の財政措置

地方税

地方交付税

地方譲与税

地方税特例交付金等

国庫支出金

地方債

一般財源 特定財源

負担金、委託費、補助金



一般財源（地方税）
【市町村税】

【普通税】

市町村税、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

【目的税】

入湯税、事務所税、都市計画税、水利地益税、
共同施設税、宅地開発税

入湯税



消防施設整備のための目的税
（入湯税）
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湯に対し、入湯客に入湯税を
課するものとする。

（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。



特定財源・・・地方債
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

一会計年度を超えて行われるものをいう。

① 地方公共団体が負担する債務であること。
② 資金調達によって負担する債務であること。
③ 証書借入または証券発行の形式を有すること。
④ 地方公共団体の課税権を実質的な担保とした債務であること。
⑤ 債務の履行が一会計年度を超えて行われるものであること。



緊急防災・減災事業

平成２８年度当初予算 約５０００億円

防災対策事業のうち、東日本大震災を教訓として
全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性の
ある防災、減災のための地方単独事業等を対象。
※平成２９年度以降の取扱いについては事業の
実施状況等を踏まえて検討。



特定財源・・・国庫支出金（国庫補助金）

市町村の消防施設等の整備に対する国庫補助金

「消防組織法第４９条第２項」

緊急消防援助隊設備の整備

「地方財政法」

消防施設の整備

法律補助

予算補助
「・・・国が補助する
ものとする。」

と規定されている

義務的補助金
地方財政法第１６条
（補助金の交付）



消防防災施設整備費補助金

平成２８年度当初予算 約１４．４億円

【補助率】 １／３が原則
【補助対象】
①耐震性貯水槽
②備蓄倉庫（地域防災拠点施設）
③防火水槽（林野分）
④救助活動等拠点施設等
⑤活動火山対策避難施設

⑥画像伝送システム（施設分）
⑦広域訓練拠点施設
⑧救急安心センター等整備事業
⑨高機能消防指令センター
総合整備事業



緊急消防援助隊設備整備費補助金

平成２８年度当初予算 約４８．９億円

【補助率】 １／２が原則
【補助対象】
①災害対応特殊消防ポンプ自動車
②災害対応特殊化学消防ポンプ自動車
③救助工作車

㉖消防救急デジタル無線設備
㉗ヘリコプターテレビ伝送システム（機上）
㉘ヘリコプターテレビ伝送システム（地上）



平成２７年度に購入した・・・

屈折はしご付消防ポンプ自動車

金額 １３０，２３１

国補 ３７，７２２

市債 ９１，９００

一般財源 ６０９

（単位：千円）



普通交付税における基準財政需要額の意味

○基準財政需要額とは

基準財政需要額とは、各地方公共団体が標準的な水準で地方公共団体その行政を行うために必要な経費のうち一般財源で賄う
べき額を一定の合理的な方法で測定したものをいう。
※ 基準財政需要額は、各地方公共団体が実際に支出した額あるいは支出しようとする額を算定するものではなく、合理的かつ
妥当な水準における「あるべき財政需要額」として算定されるもの。
地方交付税は、各地方公共団体の財源不足額を衡平に補填するための制度であるから、それぞれの地方公共団体の個別政策
や独自の判断により支出される経費をそのまま取り入れることは不公平となり、また、放漫な財政運営を助長することにも
なりかねないからである。
※ 基準財政需要額は、その地方公共団体のあるべき財政需要の全体を意味するものではなく、そのうち「一般財源をもって賄う
必要のある額」を算定するもの。
地方公共団体の財政支出を賄う財源には、国庫支出金、使用料、地方債など様々な特定財源があるが、基準財政需要額は、
これらの特定財源をもって充てられるべき部分を除いた「一般財源の必要額」を意味するもの。



消防費に係る基準財政需要額の算定方法

単位費用 人口 補正係数

い

標準団体
人口：100,000人
人口密度：450人/㎢
常備消防
ヘリコプターなし
石油コンビナートなし
一般財源：11億2,985万円

消防本部：1本部
消防署所：1署、3出張所
消防ポンプ自動車：10台
救助工作車：1台
高規格救急自動車：5台
職員数：130人
分団数：15分団
団員数：576人

平成28単位費用：11,300円
（人口一人当たりの費用）

段階補正×密度補正Ⅰ×普通態容補正＋（密度補正Ⅱ－１）
＋経常態容補正＋（事業費補正－１）

○密度補正Ⅰ
人口密度の減少に伴って増加する財政需要を反映

○段階補正
人口（測定単位）の増減に応じて、人口一人当たりの費用の増減を反映

○普通態容補正
都市的形態の違いによる行政質量差や消防の常備化状況による
行政権能差を反映

○事業費補正
施設整備事業（一般財源化分）元利償還金の金額を増額算入

○密度補正Ⅱ
石油コンビナート等における防災要員等の財政需要を増額算入

人口が多いと費用が
割安
25万人：0.82
15万人：0.90
10万人：1.00
5万人：1.14

人口密度が低いと
費用が割高
450人/㎢：1.00
300人/㎢：1.01
150人/㎢：1.04
100人/㎢：1.06
50人/㎢：1.16

都市化が進むと
費用が割高

特定の団体で
費用が発生

特定の団体で
費用が発生

（平成28年度）

（平成27年度）

○経常態容補正
市町村合併の時点では想定されていなかった合併
市町村の署所に関する財政需要を反映

特定の団体で
費用が発生



消防費に係る基準財政需要額の算定方法

１０２

Ａ市の消防費の算定例

単位費用 × 人口 ×補正係数＝ 基準財政需要額
１１，３００円×１０２，３７０人×１．０７４ ＝ １，２４２，３８２千円

○人口：１０２，３７０人
○人口密度：１５０人/㎢
○常備消防
○ヘリコプター：なし
○石油コンビナート：あり
○施設整備事業（一般財源化分）に係る
地方債発行実績：あり

各団体の状況
（人口密度等）を反映

Ａ市の状況

補正係数
段階補正×密度補正Ⅰ×普通態容補正+（密度補正Ⅱ－１）＋経常態容補正＋（事業補正－１）＝補正係数
０．９９４ × １．０４ × １．０００ +（ １．０３８ －１）＋ ０ ＋（１．００３ －１）＝１．０７４

人口が１０万人
より多い ↓

人口密度が
４５０人/㎢より
少ない ↑

ヘリコプターが
ない →

石油コンビナートが
ある ↑

施設整備事業（一般財源化分）に
係る地方債発行実績がある ↑



消防本部（７５０本部）・消防団（２，２０８団）

人 員

消防職員（１６万２,１２４人）
消防団員（８５万９,９９５人）

消防施設

ポンプ車（２１，９１７台）
救急車（６，１８４台）
救助工作車（１，２４４台）

消 防 財 政
消防費決算額（平成２５年度）

１兆９，９３１億円
住民一人当たり １５，５１８円
一世帯当たり ３５，６２１円

・人件費
・事務費

（給与報酬・教育訓練経費等）

・施設整備
・維持管理

（平成２７年４月１日現在）

市町村決算額
５５．３兆円の３．６％



消防費の歳出とその財源
財 源 歳 出
一般財源等

１兆６，０７６億円（８０．７％）

特定財源
３，８５５億円（１９．３％）

人件費
１兆２，８６８億円（６４．６％）

（職員給与等）

物件費
１，９０８億円（９．６％）

（旅費、需用費、備品購入費等）

普通建設事業費
４，２９５億円（２１．５％）

その他
８６０億円（４．３％）

（庁舎・車両等の維持管理等）

国庫支出金
４８９億円
（２．５％）

地方債
２，５２７億円
（１２．７％）

使用料・手数料等その他
８３８億円（４．２％）

地方税 地方交付税

地方譲与税 その他

補助事業費 １，０７８億円（５．４％）
単独事業費 ３，２１７億円（１６．１％）

（庁舎・車両等の維持管理等）

１兆９，９３１億円
（平成２５年度決算額）

約３分の２
人件費

約８割が
一般財源

入湯税は消防施設
の整備等のための
目的税

航空機燃料
譲与税は
空港又は
空港周辺の
消防施設
整備等の
ための
譲与税

※その他業種の一般財源の割合
民生費：６２．６％、衛生費：６９．９％、労働費：１９．７％、
農林水産業費：４０．３％、商工費：１７．７％、土木費：４３．８％

※その他業種の人件費の割合
民生費：７．４％、衛生費：１７．７％、労働費：１１．５％、
農林水産業費：１６．９％、商工費：３．８％、土木費：６．９％



平成２８年度 消防庁予算の概要
予算額 １８９．８億円 一般会計 １２８．８億円（対前年度 １５億４１百万円増、１２．２％増）

復興特別会計 ３２億３１百万円（対前年度 ６億５７万円減、１６．９％減）

平成２７年補正
８．０億円

平成２８年当初
１２８．８億円〈主な事業〉

（１）巨大地震・火山災害等に備えた緊急消防援助隊の強化

（２）複雑多様化・高度化する消防需要に対応するための常備消防力等の強化

（３）地域防災力の中核となる消防団の強化

（４）多様な主体による地域防災力の充実強化と火災予防対策の推進

南海トラフ地震等の大規模災害や火山災害等に備えた国民の命を守る消防防災行政の推進

５８．０億円 ６．９億円

４．０億円

３０．８億円

０．５億円

２．６億円

一般会計の実質的伸率 ＋２．４％ 一般会計と復興特別会計をあわせた総計 ＋８．７％

（７）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の円滑な開催に向けた
大都市等の安心・安全対策の推進

（６）伊勢志摩サミット等における消防・救急体制の確保

（５）消防防災分野における女性の活躍促進

６．５億円

４．４億円

１．１億円

被災地における消防防災体制の充実強化（復興特別会計） 平成２８年当初
６１．０億円

平成２７年補正
－億円



（１）巨大地震・火山災害等に備えた緊急消防援助隊

南

緊急消防援助隊の大幅増隊、活動体制の充実強化、連携活動能力の向上

■ 緊急消防援助隊設備整備費補助金

南海トラフ地震等の大規模災害や火山災害等に備え、大規模かつ迅速な部隊投入のための体制を
整備するため、「緊急消防援助隊基本計画」に基づき、平成３０年度末までに６，０００隊への大幅増隊
の実現に向け、必要な車両等を整備

平成２８年予算
４９．０億円

平成２７年当初
４９．０億円

■ 緊急消防援助隊の機動力の強化・情報収集能力の向上
① 拠点機能形成車両の整備
② 津波・大規模風水害対策車両の整備
③ 無線中継車の配備等

平成２７年補正
６．９億円

ドラゴンハイパー・コマンドユニットの充実等（エネルギー・産業基盤災害対策）

大規模地震等による石油コンビバート事故等のエネルギー・産業基盤災害に的確に対応するため、
緊急消防援助隊に創設した「ドラゴンハイパー・コマンドユニット（エネルギー・産業基盤災害対応部隊）」
を平成３０年までに１２部隊配備。

平成２８年予算
４９．０億円



消防白書抜粋

ドラゴンハイパーコマンドユニット



（７）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の円滑な開催
に向けた大都市等の安心・安全対策の推進

大規模イベント開催時の危機管理体制の充実

平成２８年予算
２．６億円

平成２７年当初
２．２億円

① 特殊災害対応車両の整備
② 国民保護共同訓練の充実強化
③ ＮＢＣ災害専門部隊の実施

外国人来訪者等への対応

① 次世代救急車の研究開発
② 音声以外の１１９番通報手段の確立
③ 全国版防災アプリ（避難支援アプリ）の実運用化による避難行動の支援方法の確立
④ 外国人来訪者等に配慮したターミナル施設等における防火安全対策の推進



まとめ
消防組織法が制定され、自治体消防が確立した

昭和２３年以降における地方財政は幾多の苦難

を乗り越え現在に至っている。

消防財政も同様

限られた財源の中で住民サービスの提供を
しなければなりません。
これは第１歩です。

これからも消防財政について学んでいきましょう！！


