
耐震診断の結果

主要建物建築費

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

施設名： 26　消防本部・中央消防署

所管部署： 消防本部消防総務課

施設の設置目的

　市民の生命身体及び財産を火災から保護する
とともに、水災害または地震等の災害を防ぎ、
及びこれらの災害による被害を軽減することに
より安心安全を確保するための拠点施設として
設置しています。

【施設の概要】

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防庁舎
単独複合
施設の別

複合施設

所在地 周南市新宿通5-1-3
駐車可能台数 14台 敷地面積 2,344㎡

管理形態 直営 延床面積 3,281㎡

耐震診断の実施 不要 構造耐震指標(Is値) 新耐震 建物構造・階数 ＲＣ造　　地上3階

耐震性あり 主要建物建築年 Ｓ57 地下1階

耐震工事の実施状況 － 避難所の指定 無 588,280千円

消防本部、中央消防署 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 D

主な構成施設

主要施設 車両車庫、事務室、指令室、講堂、搭屋、倉庫

主要設備

ホース乾燥塔、訓練施設、防火水槽
消防本部車両16台（指揮・指令車、広報車8、運搬車、救急
車、その他5）
中央消防署車両15台（消防ポンプ自動車1、水槽付消防ポンプ
自動車2、はしご付消防自動車、大型高所放水車、化学消防ポン
プ自動車、救助工作車、電源照明車、小型動力ポンプ付水槽
車、支援車、高規格救急車2、広報車、運搬車）

複合（併設）施設

平成23年度 平成24年度 平成25年度 備考

救急出動状況 1,753件 1,741件 1,783件

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

621,767 620,521 644,600 ●消防本部及び中央消防署
の職員配置状況は次のとお
りです（Ｈ26.4.1現在）
・消防本部職員　56人
・中央消防署　　32人

●建物の増改築の状況は以
下のとおりです。
・平成16年指令室増築
　102,459千円
・平成21～22年外壁等改
修
　24,027千円

●中央消防署の管轄区域は
旧徳山市街地と旧新南陽地
区の一部、菊川地区や島
しょ地区となっています。

需
用
費

8,512 9,012 9,253

1,951 460 265

29 94

1,055 1,051 1,136

211 614 154

310

減価償却費(公営企業会計のみ)

支出合計 633,525 631,658 655,812

収入 0 14 739

市が支払うコスト（支出-収入） 633,525 631,644 655,073

救急出動1件あたりのコスト 361 363 367

市民１人あたりのコスト(円） 4,238 4,225 4,382



耐震診断の結果

主要建物建築費

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

施設名： 27　東消防署

所管部署： 消防本部消防総務課

施設の設置目的

　市民の生命身体及び財産を火災から保護する
とともに、水災害または地震等の災害を防ぎ、
及びこれらの災害による被害を軽減することに
より安心安全を確保するための拠点施として設
置しています。

【施設の概要】

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防庁舎
単独複合
施設の別

単独施設

所在地 周南市周陽2-8-20
駐車可能台数 15台 敷地面積 1,567㎡

管理形態 直営 延床面積 1,148㎡

耐震診断の実施 二次済 構造耐震指標(Is値) 0.36 建物構造・階数 ＲＣ造　　地上2階

耐震性なし 主要建物建築年 Ｓ50 地下1階

耐震工事の実施状況 25年度実施済 避難所の指定 無 94,481千円

－ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 Ｅ

主な構成施設

主要施設 車両車庫、事務室、講堂、搭屋、倉庫

主要設備

ホース乾燥塔、訓練施設、防火水槽
東消防署車両12台（消防ポンプ自動車2、水槽付消防ポンプ自
動車、屈折はしご付消防自動車、化学消防ポンプ自動車、救助
工作車、小型動力ポンプ付水槽車、高規格救急車2、広報車、運
搬車2）

複合（併設）施設

平成23年度 平成24年度 平成25年度 備考

救急出動状況 1,968件 2,103件 2,210件

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

247,317 239,347 234,400 ●東消防署の職員配置状況
は33人です。（Ｈ26.4.1
現在）

●建物の増改築の状況は以
下のとおりです。
・平成16年見張室増築

●東消防署の管轄区域は旧
徳山を流れる東川を境とし
て、その東側が管轄区域と
なっています。
さらに、山陽自動車道にお
ける消防救急業務を所管し
ています。

●平成24年度収入のうち
5,233千円は、委託料
6,300千円にかかる国庫補
助（社会資本整備交付金）
533千円と緊急防災減災事
業債4,700千円です。

●平成25年度収入
（48,100千円）のうち
47,800千円は、工事請負
費にかかる起債です。

需
用
費

3,644 3,796 4,120

949 592 7

423 51 67

56 6,356

103 335 77

52,343

減価償却費(公営企業会計のみ)

支出合計 252,492 250,477 291,014

収入 0 5,239 48,100

市が支払うコスト（支出-収入） 252,492 245,238 242,914

救急出動1件あたりのコスト 128 117 110

市民１人あたりのコスト(円） 1,689 1,641 1,625



耐震診断の結果

主要建物建築費

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

施設名： 28　西消防署

所管部署： 消防本部消防総務課

施設の設置目的

　市民の生命身体及び財産を火災から保護する
とともに、水災害または地震等の災害を防ぎ、
及びこれらの災害による被害を軽減することに
より安心安全を確保するための拠点施設として
設置しています。

【施設の概要】

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防庁舎
単独複合
施設の別

単独施設

所在地 周南市富田1-1-2
駐車可能台数 20台 敷地面積 2,868㎡

管理形態 直営 延床面積 1,171㎡

耐震診断の実施 二次済 構造耐震指標(Is値) 0.36 建物構造・階数 ＲＣ造

耐震性なし 主要建物建築年 Ｓ41 ２階

耐震工事の実施状況 － 避難所の指定 無 不明

－ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 Ｅ

主な構成施設

主要施設 車両車庫、事務室、講堂、搭屋、倉庫、消毒室

主要設備

ホース乾燥塔
西消防署車両11台（消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動
車2、はしご付消防自動車、化学消防ポンプ自動車、救助工作
車、高規格救急車2、指揮・指令車、広報車、運搬車）

複合（併設）施設

平成23年度 平成24年度 平成25年度 備考

救急出動状況 1,242件 1,237件 1,333件

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

239,828 239,347 234,400 ●西消防署の職員配置状況
は32人です。（Ｈ26.4.1
現在）

●昭和41年建設で、建設
後47年が経過しており、
老朽化が目立っています。
耐震性もない状況です。

●訓練塔が設置されていま
せん。

●西消防署の管轄区域は新
南陽地域を中心に一部旧徳
山区域を管轄しています。
さらに、山陽自動車道にお
ける消防救急業務を所管し
ています。

需
用
費

1,124 1,261 1,472

421 567 440

10

19 19

78 415 52

2,415

2,415

減価償却費(公営企業会計のみ)

支出合計 246,310 241,609 236,364

収入 0 11 362

市が支払うコスト（支出-収入） 246,310 241,598 236,002

救急出動1件あたりのコスト 198 195 177

市民１人あたりのコスト(円） 1,648 1,616 1,579



耐震診断の結果

主要建物建築費

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

施設名： 29　北消防署

所管部署： 消防本部消防総務課

施設の設置目的

　市民の生命身体及び財産を火災から保護する
とともに、水災害または地震等の災害を防ぎ、
及びこれらの災害による被害を軽減することに
より安心安全を確保するための拠点施設として
設置しています。

【施設の概要】

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防庁舎
単独複合
施設の別

単独施設

所在地 周南市大字鹿野上2822-4
駐車可能台数 6台 敷地面積 685㎡

管理形態 直営 延床面積 501㎡

耐震診断の実施 二次済 構造耐震指標(Is値) 0.46 建物構造・階数 ＲＣ造

耐震性なし 主要建物建築年 Ｓ54 ２階

耐震工事の実施状況 26年度実施予定 避難所の指定 無 38,533千円

－ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 Ｅ

主な構成施設

主要施設 車両車庫、事務室、倉庫

主要設備

ホース乾燥塔
北消防署車両7台（消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動
車、小型動力ポンプ付水槽車、高規格救急車、指揮・指令車、
広報車、運搬車）

複合（併設）施設

平成23年度 平成24年度 平成25年度 備考

救急出動状況 204件 184件 208件

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

149,960 149,659 146,500 ●北消防署の職員配置状況
は20人です。（Ｈ26.4.1
現在）

●北消防署の管轄区域は北
消防署北部出張所と合わせ
て、周南市北部が管轄区域
となっています。
さらに、中国自動車道にお
ける消防救急業務を所管し
ています。

●平成25年度収入のうち
3,978千円は、委託料
4,830千円にかかる国庫補
助（社会資本整備交付金）
1,517千円と起債2,400千
円です。

需
用
費

1,478 1,767 1,642

417 62 20

914 1,039

17 17 4,830

78 216

減価償却費(公営企業会計のみ)

支出合計 152,864 151,721 154,031

収入 0 3 3,978

市が支払うコスト（支出-収入） 152,864 151,718 150,053

救急出動1件あたりのコスト 749 825 721

市民１人あたりのコスト(円） 1,023 1,015 1,004



耐震診断の結果

主要建物建築費

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

施設名： 30　西消防署西部出張所

所管部署： 消防本部消防総務課

施設の設置目的

　市民の生命身体及び財産を火災から保護する
とともに、水災害または地震等の災害を防ぎ、
及びこれらの災害による被害を軽減することに
より安心安全を確保するための拠点施設として
設置しています。

【施設の概要】

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防庁舎
単独複合
施設の別

単独施設

所在地
周南市大字戸田2748-2 駐車可能台数 20台 敷地面積 2,388㎡

管理形態 直営 延床面積 518㎡

耐震診断の実施 不要 構造耐震指標(Is値) 新耐震 建物構造・階数 Ｓ造

耐震性あり 主要建物建築年 Ｈ24 ２階

耐震工事の実施状況 － 避難所の指定 無 263,651千円

－ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 D

主な構成施設

主要施設 車両車庫、事務室、講堂、待機室、訓練塔

主要設備
ホース乾燥塔、訓練施設、防火水槽
西消防署西部出張所車両4台（水槽付消防ポンプ自動車、化学消
防ポンプ自動車、高規格救急車、運搬車）

複合（併設）施設

平成23年度 平成24年度 平成25年度 備考

救急出動状況 384件 363件 421件

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

82,559 82,393 73,250 ●西消防署西部出張所の職
員配置状況は10人です。
（Ｈ26.4.1現在）

●平成24年度に移転新築
された施設で、道の駅「ソ
レーネ周南」に隣接してい
ます。

●西消防署西部出張所の管
轄区域は周南市西消防署の
管轄区域のうち大字湯野、
大字戸田、大字夜市の区域
となっています。

●平成23年度収入は、工
事請負費及び委託料にかか
る起債20,800千円です。

●平成24年度収入
（88,501千円）のうち
88,500千円は、工事請負
費にかかる起債です。

需
用
費

835 1,328 1,797

305 177

69 29

21,687 8,002

72 171 35

13,906 212,012 99

101 2,654

368 583

減価償却費(公営企業会計のみ)

支出合計 119,801 304,619 78,012

収入 20,800 88,501 124

市が支払うコスト（支出-収入） 99,001 216,118 77,888

救急出動1件あたりのコスト 258 595 185

市民１人あたりのコスト(円） 662 1,446 521



耐震診断の結果

主要建物建築費

【施設の利用状況】

【施設に関するコスト】 （千円）

正職員

嘱託職員

臨時職員

光熱水費

修繕料

その他

役務費

委託料

使用料・賃借料

指定管理料

工事請負費

公債費

その他

コスト計算

施設名： 31　北消防署北部出張所

所管部署： 消防本部消防総務課

施設の設置目的

　市民の生命身体及び財産を火災から保
護するとともに、水災害または地震等の
災害を防ぎ、及びこれらの災害による被
害を軽減することにより安心安全を確保
するための拠点施設です。

【施設の概要】

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防庁舎
単独複合
施設の別

単独施設

所在地
周南市大字須々万奥724-
11

駐車可能台数 20台 敷地面積 6,444㎡

管理形態 直営 延床面積 661㎡

耐震診断の実施 不要 構造耐震指標(Is値) 新耐震 建物構造・階数 Ｓ造

耐震性あり 主要建物建築年 Ｈ22 ２階

耐震工事の実施状況 － 避難所の指定 無 174,819千円

－ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの状況 D

主な構成施設

主要施設 車両車庫、事務室、待機室

主要設備
ホース乾燥塔、訓練施設、防火水槽
北消防署北部出張所車両4台（消防ポンプ自動車、水槽付消防ポ
ンプ自動車、高規格救急車、広報車）

複合（併設）施設

平成23年度 平成24年度 平成25年度 備考

救急出動状況 313件 311件 301件

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 【特記事項】

人
件
費

142,471 142,185 139,175 ●北消防署の職員配置状況
は19人です。（Ｈ26.4.1
現在）

●平成22年度に北部分遣
所から移転新築された施設
です。

●北消防署北部出張所の管
轄区域は北消防署の管轄区
域のうち、旧徳山市北部地
域を中心としています。

需
用
費

1,725 2,372 1,803

564 444

17 15

69 223 43

497

2,164 2,146 11,401

減価償却費(公営企業会計のみ)

支出合計 147,507 146,941 152,866

収入 0 2 204

市が支払うコスト（支出-収入） 147,507 146,939 152,662

救急出動1件あたりのコスト 471 472 507

市民１人あたりのコスト(円） 987 983 1,021
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 32　上須野河内消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第1分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 S55 修繕料
所在地 八代3617-2

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 9㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●同一敷地内に八代公民館
須野河内分館があります。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 33　新畑消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第1分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ59 修繕料
所在地 周南市八代3180-4

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 9㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、防火水槽（地上式
20ｔ）

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 34　上魚切消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第1分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ56 修繕料
所在地 周南市大字八代2590-3

敷地面積 30㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料 3
延床面積 9㎡ 委託料

3
詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、防火水槽(地上式20
ｔ）

公債費
その他
支出合計 184 186 192

特記事項

●借地（有償）30㎡ 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 186 192
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 35　高代消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第1分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ60 修繕料
所在地 周南市大字八代819

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 23㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●熊北診療所と同一敷地内 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 36　上市消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第1分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 15 15

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

16
支部定数・団員数 建築年 Ｈ1 修繕料
所在地 周南市大字八代999-5

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 23㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、防火水槽

公債費
その他
支出合計 195 194 201

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 195 194 201
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 37　機動隊機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第1分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 7 4

車輌台数・種類 消防ポンプ自動車 その他

7
支部定数・団員数 建築年 Ｈ13 修繕料
所在地 周南市呼坂2-2

敷地面積 熊毛総合支所敷地内 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 36㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
消防ポンプ自動車 公債費

その他
支出合計 187 183 192

特記事項

●熊毛総合支所東側倉庫の
一部

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 187 183 192
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 38　小成川消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費

車輌台数・種類 その他
支部定数・団員数 建築年 Ｓ54 修繕料
所在地 周南市大字樋口1344-4

敷地面積 95㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 9㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔

公債費
その他
支出合計 180 179 185

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 180 179 185
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 39　上大歳消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｈ5 修繕料
所在地 周南市大字樋口1116-9

敷地面積 179㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 9㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1



【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

39 37
1

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

39 37
1

コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 40　今市消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｈ1 修繕料
所在地 周南市大字樋口502-6

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 23㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●同一敷地内に高水公民館
及び高水ふれあいセンター
があります。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 41　西原消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 5 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ59 修繕料 16
所在地 周南市大字原119-11

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 15㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 201 183 189

特記事項

●借地（無償） 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 201 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 42　新町消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 6 6

車輌台数・種類 その他

6
支部定数・団員数 建築年 Ｓ57 修繕料
所在地 周南市大字清尾53

敷地面積 115㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 9㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、防火水槽（地下式
20ｔ）

公債費
その他
支出合計 186 185 191

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 186 185 191
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 43　下清尾消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ61 修繕料
所在地 周南市大字清尾632-4

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 15㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車
（軽四輪）、ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●借地（無償） 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 44　宮河内消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ61 修繕料
所在地 周南市大字安田431-17

敷地面積 73㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料 24
延床面積 15㎡ 委託料

24
詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 184 207 213

特記事項

●借地（有償）73㎡ 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 207 213
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 45　安田消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 22 23

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

23
支部定数・団員数 建築年 Ｓ59 修繕料
所在地 周南市大字安田518-1

敷地面積 331㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 24㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 202 202 208

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 202 202 208
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 46　森河内消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ56 修繕料
所在地 周南市大字安田677-13

敷地面積 31㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 8㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、防火水槽（地上式
20ｔ）

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 47　兼清消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第2分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 5 6

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｈ14 修繕料
所在地 周南市大字小松原458-1

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 26㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 185 185 189

特記事項

借地（無償） 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 185 185 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 48　呼坂消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第3分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 8 8

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

8
支部定数・団員数 建築年 Ｓ58 修繕料
所在地 周南市大字呼坂650-4

敷地面積 66㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 9㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車
（軽四輪）、ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 188 187 193

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 188 187 193
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 49　勝間中消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第3分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他
支部定数・団員数 建築年 Ｈ7 修繕料 18
所在地 周南市大字呼坂1193-1

敷地面積 勝間ふれあいセンター敷地 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 28㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 ＲＣ造 3階建の一部

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 198 179 185

特記事項

●勝間ふれあいセンターと
併設

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 198 179 185
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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1

コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 50　遠見消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第3分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 6 5

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

6
支部定数・団員数 建築年 Ｈ16 修繕料
所在地 周南市大字大河内1804-2

敷地面積 112㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 26㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 186 184 191

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 186 184 191
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 51　清光台消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第3分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 12 12

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

11
支部定数・団員数 建築年 Ｈ8 修繕料
所在地 周南市大字大河内300-316

敷地面積 344㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 23㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 192 191 196

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 192 191 196
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 52　此原消防機庫

方面隊 第1方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 東第3分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 6 8

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｈ11 修繕料
所在地 周南市大字大河内2288-3

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 26㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、防火水槽
（地下式20ｔ）

公債費
その他
支出合計 186 187 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 186 187 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 53　中須消防機庫

方面隊 第2方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第4分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 1 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

3
支部定数・団員数 建築年 Ｈ8 修繕料
所在地 周南市大字中須南鎌田2557-1

敷地面積 291㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 97㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＲＣ造 2階

保管設備

小型動力ポンプ付積載車、小型動力
ポンプ、ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ、防火水槽(地下式40
ｔ)

公債費
その他
支出合計 180 179 185

特記事項

●同一敷地内に中須支所が
あります。

収入 0 2 0

市が支払うコスト（支出-収入） 180 177 185
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 54　阿田川消防機庫

方面隊 第2方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第4分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ56 修繕料
所在地 周南市大字中須北字室778-9

敷地面積 70㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 25㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 184 183 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 55　大田原消防機庫

方面隊 第2方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第4分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ43 修繕料
所在地 周南市大字中須北六反田3190-7

敷地面積 42㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 14㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、サイレン

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 56　須金消防機庫

方面隊 第2方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第5分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 47 43

車輌台数・種類 消防車、小型動力Ｐ積載車 その他

42
支部定数・団員数 建築年 Ｓ63 修繕料
所在地 周南市須万市2435

敷地面積 須金支所敷地内 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 83㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 2階

保管設備
消防車、小型動力ポンプ付
積載車、ホース乾燥塔、上
水道、トイレ

公債費
その他
支出合計 227 222 227

特記事項

●同一敷地内に須金支所が
あります。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 227 222 227
市民１人あたりのコスト（円） 2 1 2

施設名： 57　中原消防機庫

方面隊 第2方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第5分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 33 18

車輌台数・種類 小型動力ポンプ積載車 その他

18
支部定数・団員数 建築年 Ｈ19 修繕料
所在地 周南市金峰2753-7

敷地面積 152㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 56㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上水道、ト
イレ

公債費
その他
支出合計 213 197 203

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 213 197 203
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 58　須々万消防機庫

方面隊 第2方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第6分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 41 33

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

45
支部定数・団員数 建築年 Ｈ22 修繕料
所在地 周南市大字須々万奥724-11

敷地面積 329㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 94㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
上下水道、水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 221 212 230

特記事項

●同一敷地内に北消防署北部出張所
があります。
●H25年度収入19,800千円は、
工事にかかる国庫補助金です。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 221 212 230
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 2

施設名： 59　長穂消防機庫

方面隊 第2方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第6分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 21 22

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

37
支部定数・団員数 建築年 Ｈ5 修繕料
所在地 周南市大字長穂市708-2

敷地面積 207㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 69㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上水道（井
戸）、トイレ、電話

公債費
その他
支出合計 201 201 222

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 201 201 222
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 60　大道理消防機庫

方面隊 第2方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第6分団・第3支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 10 12

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

14
支部定数・団員数 建築年 Ｓ55 修繕料
所在地 周南市大字大道理1299

敷地面積 向道支所敷地 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 35㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、トイレ

公債費
その他
支出合計 190 191 199

特記事項

●同一敷地内に向道支所が
あります。
●Ｓ61屋根防水工事、Ｈ
13鉄塔塗装

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 190 191 199
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 61　大潮消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第7分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 5 5

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ63 修繕料
所在地 周南市大字大潮1809-4

敷地面積 63㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 19㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 185 184 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 185 184 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 62　中津消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第7分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ51 修繕料
所在地 周南市大字大潮82-2

敷地面積 53㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 19㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 184 183 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 63　大地庵消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第7分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 5 6

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ52 修繕料
所在地 周南市大字鹿野上2860-1

敷地面積 86㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 19㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 185 185 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 185 185 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

59 44
1

コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 64　渋川消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第7分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｈ4 修繕料
所在地 周南市大字鹿野上933-2

敷地面積 94㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 26㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●借地（無償）94㎡ 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 65　大泉消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第8分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ63 修繕料 18
所在地 周南市大字鹿野下2358-2

敷地面積 69㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 27㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 184 183 207

特記事項

●借地（無償）69㎡ 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 207
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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1

コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 66　合の川消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第8分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ51 修繕料
所在地 周南市大字鹿野下314-2

敷地面積 35㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 19㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●借地（無償）35㎡ 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 67　今井消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第8分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 6 6

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

6
支部定数・団員数 建築年 Ｓ51 修繕料 84
所在地 周南市大字鹿野中1094-1

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 19㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 270 185 191

特記事項

●借地（無償） 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 270 185 191
市民１人あたりのコスト（円） 2 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 68　金松消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第8分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｈ9 修繕料
所在地 周南市大字鹿野中1994

敷地面積 272㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 27㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●借地（無償）272㎡ 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 69　金峰消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第8分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ43 修繕料
所在地 周南市大字金峰3946-1

敷地面積 56㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 22㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●借地（無償）56㎡ 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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20 19
1

コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 72　大向消防機庫

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第10分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ53 修繕料
所在地 周南市大字大向1653

敷地面積 194㎡ 役務費 6

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 34㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上水道、簡
易トイレ

公債費
その他
支出合計 184 189 189

特記事項

●同一敷地内に大向公民館
があります。
●Ｈ1年簡易トイレ設置

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 189 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 73　東部消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第11分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 48 43

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

53
支部定数・団員数 建築年 Ｈ4 修繕料
所在地 周南市慶万町7-1

敷地面積 117㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 68㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 2階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 228 222 238

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 228 222 238
市民１人あたりのコスト（円） 2 1 2
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 74　西部消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第11分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 35 34

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

48
支部定数・団員数 建築年 Ｓ49 修繕料 164
所在地 周南市新宿通2-11

敷地面積 75㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 51㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費 441
構造・階数 ＲＣ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
上下水道、トイレ

公債費
その他
支出合計 215 213 838

特記事項

●H25年ホース乾燥塔撤去 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 215 213 838
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 6

施設名： 75　北部消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第11分団・第3支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 48 47

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

50
支部定数・団員数 建築年 Ｈ1 修繕料 11
所在地 周南市大字徳山5830-1

敷地面積 138㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 53㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 239 226 235

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 239 226 235
市民１人あたりのコスト（円） 2 2 2
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 76　久米秋本消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第12分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 54 57

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

58
支部定数・団員数 建築年 Ｓ63 修繕料
所在地 周南市久米秋本3418-3

敷地面積 71㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 55㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費 346
構造・階数 Ｓ造 2階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
上下水道、トイレ

公債費
その他
支出合計 234 236 589

特記事項

●H25年ホース乾燥塔撤去 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 234 236 589
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 4

施設名： 77　久米下須川消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第12分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 26 24

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

24
支部定数・団員数 建築年 Ｓ54 修繕料 48
所在地 周南市久米神女3223-6

敷地面積 318㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 38㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道

公債費
その他
支出合計 254 203 209

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 254 203 209
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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1

コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 78　櫛浜消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第12分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 56 42

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

42
支部定数・団員数 建築年 Ｓ60 修繕料 29
所在地 周南市櫛ケ浜東山根435-7

敷地面積 133㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 68㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 265 221 227

特記事項

●Ｈ23トイレ水洗化
●H25年度収入は、工事請負費、
委託料、役務費、需用費(その他)に
かかる国庫補助金です。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 265 221 227
市民１人あたりのコスト（円） 2 1 2

施設名： 79　大島消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第13分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 42 74

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

73
支部定数・団員数 建築年 Ｓ62 修繕料 156
所在地 周南市大字大島火打岩703-3

敷地面積 300㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 75㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備

小型動力ポンプ付積載車、小型動力
ポンプ、ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ、サイレン

公債費
その他
支出合計 222 409 258

特記事項

●借地（300㎡）無償
●Ｈ23トイレ水洗化
●H25年度収入は、工事請負費、
委託料、役務費、需用費(その他)に
かかる国庫補助金です。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 222 409 258
市民１人あたりのコスト（円） 1 3 2
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 80　粭島消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第13分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 39 77

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

76
支部定数・団員数 建築年 Ｓ62 修繕料 104 206
所在地 周南市大字粭島川端304-2

敷地面積 130㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 72㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備

小型動力ポンプ付積載車、小型動力
ポンプ2、ホース乾燥塔、上下水
道、水洗トイレ、サイレン

公債費
その他
支出合計 323 462 261

特記事項

●Ｈ23トイレ水洗化 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 323 462 261
市民１人あたりのコスト（円） 2 3 2

施設名： 81　加見消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第14分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 28 28

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

45
支部定数・団員数 建築年 Ｓ52 修繕料 364
所在地 周南市大字上村東南野711-4

敷地面積 158㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 71㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費 861
構造・階数 Ｓ造・ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上水道、水
洗トイレ

公債費
その他
支出合計 572 1,068 230

特記事項

●Ｓ58年増築、Ｈ23年屋
根防水処理

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 572 1,068 230
市民１人あたりのコスト（円） 4 7 1



【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

25 23
1

コスト計算

【施設の概要】 【施設に関するコスト】 （千円）

25 24
2

コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 82　中野消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第14分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｈ7 修繕料
所在地 周南市大字中野堤口318-2

敷地面積 386㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 83㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上水道、ト
イレ

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

●同一棟に中野地区自治会
館部分があります。（所有
は市）

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 83　富岡消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第14分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 27 37

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

41
支部定数・団員数 建築年 Ｓ55 修繕料 11
所在地 周南市大字下上徳前2103-1

敷地面積 107㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料 80
延床面積 65㎡ 委託料

67
詰所の有無 有 工事請負費 1,092
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 1,310 296 293

特記事項

●借地（有償）
●Ｈ23トイレ水洗化

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 1,310 296 293
市民１人あたりのコスト（円） 9 2 2
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 84　四熊消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第14分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 9 8

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

9
支部定数・団員数 建築年 Ｓ53 修繕料 49
所在地 周南市大字四熊井原1429-2

敷地面積 135㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料 36
延床面積 19㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車 公債費

その他
支出合計 189 223 243

特記事項

●借地（有償） 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 189 223 243
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 2

施設名： 85　本浦消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第15分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 18 19

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

20
支部定数・団員数 建築年 Ｓ50 修繕料 126
所在地 周南市大字大津島小崎661-2

敷地面積 220㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 34㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
上水道

公債費
その他
支出合計 198 198 331

特記事項

●Ｈ13改修工事（壁、天
井等全体的な補修）

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 198 198 331
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 2
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 86　刈尾消防センター

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第15分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 17 19

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

19
支部定数・団員数 建築年 Ｈ13 修繕料 16
所在地 周南市大字大津島小刈尾1464

敷地面積 117㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 47㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
上水道

公債費
その他
支出合計 197 214 204

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 197 214 204
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 87　瀬戸浜消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第15分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 13 11

車輌台数・種類 その他

10
支部定数・団員数 建築年 Ｓ53 修繕料
所在地 周南市大字大津島瀬戸浜357

敷地面積 30㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 7㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、サイレン

公債費
その他
支出合計 193 190 195

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 193 190 195
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 88　近江消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第15分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 9 15

車輌台数・種類 その他

15
支部定数・団員数 建築年 Ｓ49 修繕料
所在地 周南市大字大津島近江1065

敷地面積 10㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 6㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、サイレン

公債費
その他
支出合計 189 194 200

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 189 194 200
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 89　馬島消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第15分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 25 66

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

66
支部定数・団員数 建築年 Ｓ46 修繕料
所在地 周南市大字大津島馬島2042-1

敷地面積 70㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 46㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上水道、ト
イレ

公債費
その他
支出合計 205 245 251

特記事項

●Ｓ57増築（24㎡） 収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 205 245 251
市民１人あたりのコスト（円） 1 2 2
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 90　天ヶ浦消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第15分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 8 7

車輌台数・種類 その他

9
支部定数・団員数 建築年 Ｓ49 修繕料
所在地 周南市大字大津島1900

敷地面積 70㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 6㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、サイレン

公債費
その他
支出合計 188 186 194

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 188 186 194
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 91　柳ヶ浦消防機庫

方面隊 第4方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 中央第15分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 4 4

車輌台数・種類 その他

4
支部定数・団員数 建築年 Ｓ51 修繕料
所在地 周南市大字大津島2570

敷地面積 不明 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 7㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ、ホース乾
燥塔、サイレン

公債費
その他
支出合計 184 183 189

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 184 183 189
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 92　川崎消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第16分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 33 26

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

25
支部定数・団員数 建築年 Ｓ58 修繕料
所在地 周南市川崎2-8-11

敷地面積 175㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 40㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 213 205 210

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 213 205 210
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 93　三笹町消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第16分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 34 27

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

25
支部定数・団員数 建築年 Ｓ52 修繕料
所在地 周南市三笹町19-1

敷地面積 93㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 52㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 214 206 210

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 214 206 210
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 94　清水消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第16分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 32 26

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

25
支部定数・団員数 建築年 Ｈ2 修繕料
所在地 周南市清水1-2-13

敷地面積 143㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 69㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＲＣ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 212 205 210

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 212 205 210
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 95　古泉消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第16分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 32 26

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

28
支部定数・団員数 建築年 Ｓ63 修繕料 30
所在地 周南市古泉2-19-28

敷地面積 119㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 39㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 242 205 213

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 242 205 213
市民１人あたりのコスト（円） 2 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 96　宮の前消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第16分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 10 26

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

32
支部定数・団員数 建築年 Ｓ55 修繕料
所在地 周南市宮の前2-10-26

敷地面積 118㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 40㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 190 205 217

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 190 205 217
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 97　福川消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第16分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 35 117

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

114
支部定数・団員数 建築年 Ｈ1 修繕料
所在地 周南市福川3-2-2

敷地面積 118㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 40㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費 1,758
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 1,973 296 299

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 1,973 296 299
市民１人あたりのコスト（円） 13 2 2
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 98　御姫町消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第16分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 32 26

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

24
支部定数・団員数 建築年 Ｈ5 修繕料
所在地 周南市御姫町2-8

敷地面積 県有地 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 90㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 212 205 209

特記事項

●同一棟に自治会館があり
ます。（市所有）
●県有地に立地している。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 212 205 209
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 99　中畷消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第16分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 36 28

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

28
支部定数・団員数 建築年 Ｓ58 修繕料
所在地 周南市中畷6-4

敷地面積 97㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 40㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 216 207 213

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 216 207 213
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 100　馬神消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第17分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 25 18

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

16
支部定数・団員数 建築年 Ｈ4 修繕料
所在地 周南市大字馬神856-3

敷地面積 150㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 44㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 木造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上水道、ト
イレ

公債費
その他
支出合計 205 197 201

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 205 197 201
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 101　米光消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第17分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 41 35

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

34
支部定数・団員数 建築年 Ｓ60 修繕料
所在地 周南市大字米光地主121-2

敷地面積 39㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 51㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 2階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 221 214 219

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 221 214 219
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 102　和田消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第17分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 10 10

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

10
支部定数・団員数 建築年 Ｓ60 修繕料
所在地 周南市大字垰163

敷地面積 84㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 84㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 ＲＣ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔

公債費
その他
支出合計 190 189 195

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 190 189 195
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 103　高瀬消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第17分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 7 8

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

7
支部定数・団員数 建築年 Ｓ59 修繕料
所在地 周南市大字高瀬源内710-2

敷地面積 51㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 32㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 2階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、トイレ

公債費
その他
支出合計 187 187 192

特記事項

収入 0 1 0

市が支払うコスト（支出-収入） 187 186 192
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 104　夜市消防センター

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第17分団・第3支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 46 42

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

41
支部定数・団員数 建築年 Ｈ8 修繕料
所在地 周南市大字夜市川660-4

敷地面積 304㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 90㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥、上下水道、水
洗トイレ

公債費
その他
支出合計 226 221 226

特記事項

●同一敷地内に夜市支所が
あります。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 226 221 226
市民１人あたりのコスト（円） 2 1 2

施設名： 105　畑消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第17分団・第3支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 6 6

車輌台数・種類 その他

6
支部定数・団員数 建築年 Ｓ47 修繕料
所在地 周南市大字夜市畑1492-3

敷地面積 20㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 4㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 木造

保管設備
小型動力ポンプ 公債費

その他
支出合計 186 185 191

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 186 185 191
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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施設分類 事務庁舎等 施設区分 消防機庫 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各地区における消防団の活動拠点施設として設置しています。

施設名： 106　戸田消防機庫

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第18分団・第1支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 9

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

23
支部定数・団員数 建築年 Ｈ24 修繕料 248
所在地 周南市大字戸田2748-2

敷地面積 西部出張所敷地内 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 142㎡ 委託料 1,588

詰所の有無 有 工事請負費 735 23,978
構造・階数 Ｓ造 2階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費 3 277
その他 583
支出合計 2,503 24,752 733

特記事項

●同一敷地内に西消防署西部出張所
があります。
●H23年度収入は、委託料、工事
請負費にかかる防災対策債です。
H24年度収入は、工事請負費にか
かる防災対策債です。

収入 1,100 9,600 0

市が支払うコスト（支出-収入） 1,403 15,152 733
市民１人あたりのコスト（円） 9 101 5

施設名： 107　湯野消防センター

方面隊 第5方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 西第18分団・第2支部 人件費（正職員） 180 179 185
光熱水費 48 42

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他

40
支部定数・団員数 建築年 Ｈ14 修繕料
所在地 周南市大字湯野4230-4

敷地面積 300㎡ 役務費

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 95㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他
支出合計 228 221 225

特記事項

●同一敷地内に湯野支所が
あります。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 228 221 225
市民１人あたりのコスト（円） 2 1 2
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コスト計算

施設分類 事務庁舎等 施設区分 倉庫・その 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 各種資機材の備蓄及び、消防関係書類の保管を行っています。

施設名： 108　化学消火剤備蓄倉庫

所管所署 消防本部消防総務課 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

- - 人件費（正職員） 180 179 185
周南市築港町3-13 需

用
費

光熱水費 27

車輌台数・種類 原液車、人員搬送車、バス その他

28
- - 建築年 Ｓ55 修繕料
所在地

敷地面積 357㎡ 役務費

使用料・賃借料
延床面積 172㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 2階

保管設備

コンビナート災害に対応する消火薬
剤、消火薬剤運搬用車両、人員搬送
車、マイクロバス

公債費
その他
支出合計 180 206 213

特記事項

●Ｓ56に車庫を建設（車
庫はS造り1階建て100㎡

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 180 206 213
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1

施設名： 109　消防用倉庫

所管所署 消防本部消防総務課 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

- - 人件費（正職員） 180 179 185
周南市岐山通3-3-1 需

用
費

光熱水費 11

車輌台数・種類 その他

10
- 建築年 Ｓ47 修繕料

所在地

敷地面積 103㎡ 役務費

使用料・賃借料
延床面積 56㎡ 委託料

詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 Ｓ造 1階

保管設備
水防資機材、消防関係事務
書類

公債費
その他
支出合計 180 190 195

特記事項

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 180 190 195
市民１人あたりのコスト（円） 1 1 1
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施設分類 事務庁舎等 施設区分 倉庫・その 所管部署 消防本部消防総務課
施設の設置目的 消防・救急無線の運用に欠かせない施設です。

施設名： 110　発電機棟

所管所署 消防本部消防総務課 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

- - 人件費（正職員） 180 179 185
周南市須々万字大ヶ原849-1 需

用
費

光熱水費 577 618

車輌台数・種類 その他

710
- - 建築年 Ｈ14 修繕料 50
所在地

420
敷地面積 448㎡ 役務費

使用料・賃借料
延床面積 9㎡ 委託料

30
詰所の有無 無 工事請負費
構造・階数 ＣＢ造 1階

保管設備
無線中継所、非常用発電機 公債費

その他
支出合計 807 797 1,345

特記事項

●消防・救急無線中継所の
自家発電用施設です。

収入 0 0 0

市が支払うコスト（支出-収入） 807 797 1,345
市民１人あたりのコスト（円） 5 5 9

施設名： 1136　本町消防機庫 新規

方面隊 第3方面隊 区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度

分団名・支部名 北第9分団・第1、2支部 人件費（正職員） 185
光熱水費

車輌台数・種類 小型動力ポンプ付積載車 その他
支部定数・団員数 建築年 H25 修繕料
所在地 周南市大字鹿野上3329

敷地面積 1850㎡ 役務費 2

需
用
費

使用料・賃借料
延床面積 144.8㎡ 委託料

詰所の有無 有 工事請負費 43,046
構造・階数 鉄骨造 1階

保管設備
小型動力ポンプ付積載車、
ホース乾燥塔、上下水道、
水洗トイレ

公債費
その他 485
支出合計 43,718

特記事項

●H25年度収入は、工事請
負費にかかる起債です。

収入 43,000

市が支払うコスト（支出-収入） 718
市民１人あたりのコスト（円） 5


