固定資産台帳
資産負債区分名称

平成31年3月31日時点
所 在 地

件名（施設名）

取得年月日

取得価額等（円）

事業用資産／土地

相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

昭和55年10月9日

3,735,920

事業用資産／土地

相楽郡笠置町大字有市小字西狭間16番地1

相楽郡笠置町大字有市小字西狭間16番地1

昭和55年10月9日

事業用資産／土地

相楽郡笠置町大字有市小字西狭間21番地1

相楽郡笠置町大字有市小字西狭間21番地1

昭和55年10月9日

事業用資産／土地

相楽郡笠置町大字有市小字舩頭41番地

相楽郡笠置町大字有市小字舩頭41番地

昭和55年10月9日

725,208

事業用資産／土地

相楽郡笠置町大字有市小字舩頭32番地4

相楽郡笠置町大字有市小字舩頭32番地4

昭和55年10月9日

5,592,892

事業用資産／建物

木津川市木津白口10番地2

相楽中部消防組合消防本部・相楽中部消防署

昭和49年8月30日

370,975,000

事業用資産／建物

木津川市山城町平尾西方儀36番地2

相楽中部消防署 山城出張所

昭和51年3月31日

事業用資産／建物

木津川市加茂町里西鳥口12番地1

相楽中部消防署 加茂出張所

昭和51年3月31日

事業用資産／建物

相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

相楽中部消防署 東部出張所

昭和55年12月20日

事業用資産／建物

相楽郡和束町大字釜塚小字下り松11番地の1

相楽中部消防署 和束出張所

昭和56年9月1日

57,816,000

事業用資産／建物

木津川市兜台6丁目6番地2

相楽中部消防署 木津西出張所

昭和62年2月28日

172,150,000

事業用資産／工作物 相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

東部出張所 訓練塔A

昭和55年12月20日

7,644,364

事業用資産／工作物 相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

東部出張所 訓練塔B

昭和55年12月20日

2,165,810

事業用資産／工作物 木津川市兜台6丁目6番地2

木津西出張所 訓練塔A

昭和62年3月2日

事業用資産／工作物 木津川市兜台6丁目6番地2

木津西出張所 訓練塔B

昭和62年3月2日

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

はしご車

平成8年10月28日

134,765,200

有形固定資産／物品 木津川市加茂町里西鳥口12番地1

加茂消防車

平成10年12月1日

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

予備消防車

平成10年12月1日

有形固定資産／物品 木津川市山城町平尾西方儀36番地2

山城査察車

平成12年9月10日

有形固定資産／物品 相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

東部防災指令車

平成12年11月27日

有形固定資産／物品 木津川市兜台6丁目6番地2

木津西査察車

平成13年9月21日

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

救助指令車

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

中部消防車

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

構造又は用途

期末簿価（円）

売却可能区分

3,735,920 相楽中部消防署東部出張所敷地

通常資産

428,532

428,532 相楽中部消防署東部出張所敷地

2,065,744

2,065,744 相楽中部消防署東部出張所敷地

数量（建物：延床面積）

減価償却累計額（円）

財産区分

340.00

0 行政財産

通常資産

39.00

0 行政財産

通常資産

188.00

0 行政財産

725,208 相楽中部消防署東部出張所敷地

通常資産

66.00

0 行政財産

5,592,892 相楽中部消防署東部出張所敷地

通常資産

509.00

0 行政財産

44,517,000 庁舎、鉄筋コンクリート造

通常資産

1,349.99

326,458,000 行政財産

49,104,000

1 庁舎、鉄骨造

通常資産

248.88

49,103,999 行政財産

86,350,000

12,089,000 庁舎、鉄筋コンクリート造

通常資産

314.30

74,261,000 行政財産

82,368,000

1 庁舎、鉄骨造

通常資産

416.46

82,367,999 行政財産

57,816 庁舎、鉄骨造

通常資産

292.96

57,758,184 行政財産

通常資産

626.88

110,176,000 行政財産

963,204 金属造のもの（前掲以外）

通常資産

1

6,681,160 行政財産

272,916 金属造のもの（前掲以外）

通常資産

1

1,892,894 行政財産

7,161,085

1,890,557 金属造のもの（前掲以外）

通常資産

1

5,270,528 行政財産

2,218,380

585,676 金属造のもの（前掲以外）

61,974,000 庁舎、鉄筋コンクリート造

通常資産

1

1,632,704 行政財産

1 車両、運搬具の特殊自動車（架装）

通常資産

1

134,765,199 行政財産

20,370,000

1 車両、運搬具／特殊自動車

通常資産

1

20,369,999 行政財産

20,370,000

1 車両、運搬具／特殊自動車

通常資産

1

20,369,999 行政財産

1,175,460

1 車両、運搬具／前掲以外

通常資産

1

1,175,459 行政財産

3,424,890

1 車両、運搬具／特殊自動車（架装）

通常資産

1

3,424,889 行政財産

1,124,360

1 車両、運搬具／前掲以外

通常資産

1

1,124,359 行政財産

平成15年3月25日

2,865,450

1 車両、運搬具／特殊自動車（架装）

通常資産

1

2,865,449 行政財産

平成15年11月28日

23,940,000

1 車両、運搬具／特殊自動車

通常資産

1

23,939,999 行政財産

中部予備救急車

平成17年3月31日

15,420,132

1 車両、運搬具／特殊自動車

通常資産

1

15,420,131 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

広報指令車

平成20年8月18日

2,675,400

1 車両、運搬具／特殊自動車（架装）

通常資産

1

2,675,399 行政財産

有形固定資産／物品 相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

東部救急車

平成20年11月13日

25,788,000

1 車両、運搬具／特殊自動車

通常資産

1

25,787,999 行政財産

有形固定資産／物品 相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

東部査察車

平成21年6月12日

945,000

1 車両、運搬具／前掲以外

通常資産

1

944,999 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

中部救急車

平成21年9月24日

24,673,950

1 車両、運搬具／特殊自動車

通常資産

1

24,673,949 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

エアーテント

平成22年9月22日

2,236,500

1 器具、備品／前掲以外

通常資産

1

2,236,499 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

エアーテント

平成22年9月22日

2,236,500

1 器具、備品／前掲以外

通常資産

1

2,236,499 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

業務連絡車

平成23年6月8日

2,227,255

1 車両、運搬具／前掲以外

通常資産

1

2,227,254 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市加茂町里西鳥口12番地1

加茂救急車

平成23年9月30日

24,410,400

1 車両、運搬／特殊自動車

通常資産

1

24,410,399 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

救急普及啓発車

平成23年12月6日

13,490,000

1 車両、運搬／特殊自動車（架装）

通常資産

1

13,489,999 行政財産

有形固定資産／物品 相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

東部消防車

平成24年3月1日

36,613,500

1 車両、運搬／特殊自動車

通常資産

1

36,613,499 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

救助工作車

平成24年10月30日

88,746,000

1 車両、運搬／特殊自動車（架装）

通常資産

1

88,745,999 行政財産

有形固定資産／物品 相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

東部指令車

平成24年11月21日

2,493,750

1 車両、運搬／特殊自動車（架装）

通常資産

1

2,493,749 行政財産

有形固定資産／物品 相楽郡和束町大字釜塚小字下り松11番地の1

和束消防車

平成25年1月8日

37,023,000

1 車両、運搬／特殊自動車

通常資産

1

37,022,999 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市山城町平尾西方儀36番地2

山城消防車

平成25年12月11日

37,012,500

1 車両、運搬／特殊自動車

通常資産

1

37,012,499 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

消防救急デジタル無線設備（本部設備）

平成26年3月31日

106,575,000

53,287,500 器具、備品／事務機器、通信機器

通常資産

1

53,287,500 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

消防救急デジタル無線設備（中部設備）

平成26年3月31日

137,812,000

68,906,000 器具、備品／事務機器、通信機器

通常資産

1

68,906,000 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

消防救急デジタル無線設備（東部設備）

平成26年3月31日

123,113,000

61,556,500 器具、備品／事務機器、通信機器

通常資産

1

61,556,500 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

本部査察車

平成26年8月25日

1,231,200

通常資産

1

822,440 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

警防指揮車

平成27年2月23日

5,216,400

通常資産

1

5,216,399 行政財産

有形固定資産／物品 相楽郡和束町大字釜塚小字下り松11番地の1

和束救急車

平成27年3月23日

18,360,000

3,672,000 車両、運搬／特殊自動車

通常資産

1

14,688,000 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

化学車

平成27年10月7日

73,980,000

29,592,000 車両、運搬／特殊自動車

通常資産

1

44,388,000 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

中部指令車

平成27年11月26日

3,995,000

通常資産

1

2,996,250 行政財産

有形固定資産／物品 木津川市山城町平尾西方儀36番地2

救急2号車

平成28年1月27日

16,041,240

通常資産

1

9,624,744 行政財産

1

408,760 車両、運搬具／前掲以外
1 車両、運搬／特殊自動車（架装）

998,750 車両、運搬／特殊自動車（架装）
6,416,496 車両、運搬／特殊自動車

固定資産台帳
資産負債区分名称

平成31年3月31日時点
所 在 地

件名（施設名）

取得年月日

取得価額等（円）

期末簿価（円）

構造又は用途

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

高機能消防指令装置

平成28年3月31日

133,704,000

有形固定資産／物品 木津川市加茂町里西鳥口12番地1

加茂査察車

平成28年7月22日

1,188,000

有形固定資産／物品 相楽郡和束町大字釜塚小字下り松11番地の1

和束査察車

平成28年7月22日

1,188,000

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

警防連絡車

平成28年7月22日

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

連絡車

平成28年9月2日

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

空気ボンベ

平成29年2月6日

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

指揮車

平成29年2月10日

3,888,000

有形固定資産／物品 木津川市兜台6丁目6番地2

木津西救急車

平成29年3月6日

28,620,000

17,172,000 車両、運搬／特殊自動車

有形固定資産／物品 木津川市兜台6丁目6番地2

木津西消防車

平成30年2月28日

38,847,600

31,078,080 車両、運搬／特殊自動車（架装）

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

救急人形

平成29年8月31日

1,652,400

有形固定資産／物品 木津川市木津白口10番地2

Ｊアラート４受信機

平成31年1月18日

2,160,000

有形固定資産／物品 木津川市加茂町里西鳥口12番地1

加茂消防自動車

平成31年3月31日

40,489,200

有形固定資産／物品 相楽郡笠置町大字有市小字西狭間19番地

救急訓練資機材整備事業救急人形

平成30年8月31日

1,652,400

1,652,400

事業用資産／建物

救急訓練室改修工事

平成30年10月15日

5,462,640

5,462,640 庁舎、鉄筋コンクリート造

木津川市木津白口10番地2

2

93,592,800 器具、備品／事務機器、通信機器

売却可能区分

数量（建物：延床面積）

減価償却累計額（円）

財産区分

通常資産

1

40,111,200 行政財産

791,208 車両、運搬具／前掲以外

通常資産

1

396,792 行政財産

791,208 車両、運搬具／前掲以外

通常資産

1

396,792 行政財産

1,161,000

773,226 車両、運搬具／前掲以外

通常資産

1

387,774 行政財産

1,208,520

804,876 車両、運搬具／前掲以外

通常資産

1

403,644 行政財産

1,079,568

718,994 器具又は備品の医療機器

通常資産

6

360,574 行政財産

通常資産

1

1,944,000 行政財産

通常資産

1

11,448,000 行政財産

通常資産

1

7,769,520 行政財産

通常資産

1

826,200 行政財産

通常資産

1

0 行政財産

通常資産

1

0 行政財産

通常資産

1

0 行政財産

通常資産

0.00

0 行政財産

1,944,000 車両、運搬／特殊自動車（架装）

826,200

器具又は備品の看板及び広告器具（マネキン人形及び模型）

2,160,000 器具、備品／事務機器、通信機器
40,489,200 車両、運搬／特殊自動車
器具又は備品の看板及び広告器具（マネキン人形及び模型）

