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第６ 監査の結果（個別事項） 

 今回の監査の結果、「指摘」は 27 項目、「意見」は 37 項目であった。 

内容 指摘 意見 ページ

１ 消防総務管理事業    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 53 

２ 消防音楽隊活動事業    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 61 

イ 消防音楽隊の基本方針について（意見）  〇 61 

ウ 消防音楽隊の人員構成について（意見）  〇 64 

３ 消防庁舎運営事業    

ウ その他の地域による署所配置について（意

見） 
 〇 69 

エ 老朽化した建物の改修計画の妥当性につい

て（意見） 
 〇 75 

４ 消防総務運営経費    

ア 負担金等の支出についての効果検証手続き

について（意見） 
 〇 79 

５ 火災予防指導事業    

ア 非特定防火対象物の違反是正について（指

摘） 
〇  82 

イ 軽微な違反のフォローについて（指摘） 〇  83 

ウ 随時査察の査察サイクルについて（意見）  〇 84 

６ 消防訓練事業    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 87 

イ 警防規程に即した訓練計画の策定と警防課

での確認について（意見） 
 〇 87 

ウ 消防訓練実施状況表の正確性について（指

摘） 
〇  89 

７ 消防防災施設等維持管理事業    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 90 

イ 消防車両定期点検について（指摘） 〇  91 

ウ はしご車のオーバーホールについて（意見）  〇 92 

エ 消防用資機材の管理について（指摘） 〇  93 

オ 消防用資機材の故障報告について（指摘） 〇  93 
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内容 指摘 意見 ページ

カ 防火水槽及び防火井戸の管理について（意

見） 
 〇 94 

８ 消防防災施設等整備事業    

ア 消防用車両の耐用年数について（指摘） 〇  96 

イ 予定価格の決定について（意見）  〇 97 

ウ 「事業の指標」の適切性について（指摘） 〇  98 

エ 消防用資機材の必要定数について（意見）  〇 98 

９ 地震対策消防水利整備事業    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 101 

エ 耐震性貯水槽の財産異動に伴うインフラ資

産管理システムへの登録について（指摘） 
〇  103 

１０ 警防業務運営経費    

該当なし － － － 

１１ 救急体制整備事業    

ア 救急自動車や高度救命資機材の更新及び整

備に関する指標について（指摘） 
〇  108 

イ 救急救命士及び救急有資格者の養成に関す

る指標について（指摘） 
〇  109 

ウ 実態に対応した事業指標の設定について（意

見） 
 〇 110 

エ 応急手当普及啓発事業の指標について（意

見） 
 〇 111 

オ ＡＥＤ救急活動記録機器リースについて（意

見） 
 〇 112 

１２ 消防航空隊運営事業    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 115 

エ 全国的な操縦士の不足と浜松市の操縦士の

状況について（意見） 
 〇 117 

オ 「はまかぜ」の操縦士の処遇について（意見）  〇 121 

カ 消防航空隊運営事業の今後について（意見）  〇 122 

１３ 情報指令費    

ア 情報システムの調達単位について（意見）  〇 126 

イ 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 128 
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内容 指摘 意見 ページ

ウ 情報セキュリティ実施手順の未整備及び未

更新について（指摘） 
〇  128 

エ ログ取得方針について（指摘） 〇  129 

オ 利用者ＩＤの取扱いについて（指摘） 〇  129 

カ バックアップの取得状況の確認について（指

摘） 
〇  129 

キ パスワード管理方針について（指摘） 〇  130 

１４ 消防団活動事業    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 132 

イ 消防団員に対する報酬及び費用弁償の領収

書について（意見） 
 〇 132 

ウ 操法大会に対する訓練及びその費用弁償に

ついて（意見） 
 〇 134 

エ 運営管理交付金の計算方法の見直しについ

て（意見） 
 〇 134 

オ 交付金の使途の管理について（指摘） 〇  138 

カ 消防団組織の懇親会費の公費負担について

（意見） 
 〇 139 

キ 消防団組織の研修旅行費用の公費負担につ

いて（指摘） 
〇  140 

ク 消防団組織の研修旅行に係る提出書類につ

いて（指摘） 
〇  140 

ケ 消防団組織の研修旅行費用の見積合せにつ

いて（指摘） 
〇  140 

コ 業務日誌の取扱いについて（意見）  〇 141 

サ 自治会からの消防団への寄附（協力金）につ

いて（指摘） 
〇  143 

１５ 消防団施設運営事業    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 145 

イ 借地契約書の整備について（指摘） 〇  147 

ウ 賃貸借契約書の契約内容の見直しについて

（指摘） 
〇  148 

エ 借地賃借料の見直しについて（意見）  〇 150 
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内容 指摘 意見 ページ

オ 借地賃借料の交渉記録の作成について（指

摘） 
〇  151 

カ 修繕費の支出負担について（意見）  〇 151 

キ 資機材の管理について（指摘） 〇  152 

１６ 消防団員福利厚生事業    

ア 「事業の目的・事業対象」の適切性について

（意見） 
 〇 155 

イ 基金への掛金支出額について（指摘） 〇  156 

１７ 消防団運営経費    

ア 「事業の指標」の適切性について（意見）  〇 157 

イ 消耗品の費用負担について（意見）  〇 159 

１８ 消防団車両整備事業    

「７ 消防防災施設等維持管理事業」及び「８ 消

防防災施設等整備事業」に記載 
－ － － 

１９ 自主防災組織支援事業    

ア 補助金交付要綱の改定について（指摘） 〇  161 
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１ 消防総務管理事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防総務管理事業 

事業目的・事業対象 

・消防職員の人材育成のため、研修及び派遣を行い、市民の生命、身体、財産

を災害から防除するための知識及び技術の向上を図る。 

・災害活動上の安全の確保及び機動性を向上できる被服の充実を図る。 

事業の指標 

研修効果の業務活用率（％） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 － － 90 

 実績値 － －  

事業の概要 

・消防企画・人材育成事業 

専門知識及び先進技術の習得による能力の向上を図るため、職員を消防大学

校や県消防学校等へ派遣する。 

都市間の情報交換及び実務を通した能力の向上を図るため、職員を総務省消

防庁、全国消防長会、消防大学校へ派遣する。 

階級、補職ごとに必要とされる知識や技術の向上を図るため階層別研修を行

う。 

消防業務に必要な資格の取得を行う。 

・消防職員被服整備事業 

消防隊、救急隊、救助隊等の職務遂行上必要な被服等を貸与する。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 84,266 78,187 

注 当該事業の指標は、平成 29 年度から設定されたものである。 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業指標」及び実際の事業内

容の関連性について、消防総務課への質問及び関連資料の閲覧により、当該

「事業指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標として適切か

どうかを検討した。 

イ 消防吏員の年齢別人員構成及び経験年数を把握し、採用の状況及び人材育

成基本方針を閲覧することにより、消防吏員の年齢及び経験の状況を考慮

した方針となっているか検討した。 

ウ 浜松市消防職員に対する人材育成方針に関する書類を入手し、当該方針が

消防組織法に基づいたものとなっていることを確かめた。 
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エ 研修計画及び実績を閲覧し、当該方針に準拠した研修が実施されているこ

とを確かめた。  

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

消防総務管理事業の主な事業としては、事業の概要に記載のとおり、消防企

画・人材育成事業（平成 28 年度の事業費は 23,317 千円）と消防職員被服整備事

業（平成 28 年度の事業費は 54,869 千円）の２つの事業がある。消防企画・人材

育成事業の指標としては、研修効果の業務活用率を事業の指標とし、消防職員被

服整備事業の事業指標は挙げられていない。 

消防企画・人材育成事業の「研修効果の業務活用率」は、研修受講アンケート

を実施し、「研修は業務に役立てられる内容であると考えますか」の質問に対し

て「５ 役立てられる」又は「４ 概ね役立てられる」をつけた人の割合を示し

ており、事業の目的に概ね合致しており、適切であると判断した。 

ただし、研修の中には、国で定められた研修、外部から講師を招へいして行う

研修、外部に研修を受講しに行くものなど様々な研修があり、外部から講師を招

へいするものであれば、その講師や実施する研修の内容が適切であるかどうか

確かめることが必要であるし、外部に受講しに行くものであれば、その研修その

ものが受講する必要があったのかなど検証すべきである。 

イ 消防職員の年齢構成及び経験年数の分析について 

市における消防職員は、平成 28 年４月１日現在、実員 889 人（定員 891 人）

で定員充足率は 99.8％である。現在、全庁的に人員削減が図られる中で定員の

増加要請は現実的でなく、定員を割った人数のみの採用となっているため、概ね

定員充足率は 100％で推移している。このことから、採用活動を通じて、年齢構

成のバランスをとることは現状困難であると考えられる。 

 平成 26 年 4 月 1日 平成 27 年 4 月 1日 平成 28 年 4 月 1日 

定員 893 893 891 

実員 891 891 889 

定員充足率 99.8％ 99.8％ 99.8％ 

（浜松市消防年報から作成） 

注 再任用職員及び非常勤職員は除く。 
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また、消防職員のうちの女性割合は下記のようになっている。 

 平成 26 年 4 月 1日 平成 27 年 4 月 1日 平成 28 年 4 月 1日 

女性 25 26 27 

実員 891 891 889 

女性割合 2.8％ 2.9％ 3.0％ 

（浜松市消防年報から作成） 

消防庁によれば、消防消第 149 号（平成 27 年７月 29 日）に各都道府県に対

し「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の推進について」

という通知を行っている。当該通知では、消防サービスの向上、消防組織の活性

化のためには、女性消防職員の活躍推進を大きく進める必要があるとしている。 

平成 28年４月１日現在の速報値によれば、全国に消防吏員が 161,618 人おり、

そのうち女性は 4,035 人となっていることから 2.5％の割合となっている。この

ことから、浜松市の状況は平均を上回っており、毎年の採用により増加傾向にあ

ることから、現状に問題ないと判断した。 

消防職員の年齢構成及び勤続年数別は次のとおりである。 

（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

 

（浜松市消防年報から作成） 

（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

 

（浜松市消防年報から作成） 

73

161
214 203

112
54 72

18 歳～23歳 29歳以下 35歳以下 41歳以下 47歳以下 53歳以下 60歳以下

消防職員の年齢構成（人）

157
205

176 153
97

64 37

勤務年数 5年以下 11年以下 17年以下 23年以下 29年以下 35年以下 41年以下

消防職員の経験年数（人）
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また、消防職員の平均年齢の推移は次のとおりである。 

 
（浜松市消防年報から作成） 

このように、現在、消防職員の年齢構成は不均衡な状況にあり、定員に応じた

採用を行っていることから当該不均衡の是正が困難な状況にある。このような

状況下で、平均年齢が政令指定都市に移行した当初よりも若年化しており、職務

経験が不足しがちである。「浜松市消防職員人材育成基本方針」は、当該状況を

考慮して平成 29 年１月に改正がなされており、今後も消防職員の年齢構成・経

験年数を考慮した基本方針の見直しを実施していく必要がある。 

ウ 浜松市消防職員の人材育成について 

平成 28 年度の常備消防費は 8,144,606 千円、そのうち人件費は 6,967,355 千

円であり、消防についての行政コストのうち 86％を人件費が占めている。消防

における組織力は人による部分が大きく、消防サービスを高めることは、個々の

職員の能力を向上させることである。また、上記年齢構成にて示したとおり、人

員構成の偏りは避けて通れず、現在の若年化に対応するためには、人材育成が必

要となる。 

消防局では、従来から消防組織法第 52 条で教育訓練の機会が規定されている

とともに、消防力の整備指針第 26 条では消防職員の職務能力が規定され、当該

規定に基づき研修及び訓練を実施している。 

このような中で、地方公務員法の改正があり、地方公務員法第 15 条の２第１

項第５号において、標準職務遂行能力について、「職制上の段階の標準的な職の

39.3 

38.6 38.5 

37.5 

36.9 

36.3 
35.9 

36.2 36.4 36.3 36.3 36.4 

37.0 

消防職員の平均年齢（歳）
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職務を遂行するうえで発揮することが求められる能力として任命権者が定める

ものをいう。」と定義された。標準職務遂行能力は、職制上の段階の標準的な職

として、課長、係長等の一般的な役職に加え、消防職員の階級についての定めも

必要であると消防庁は示している。 

これに対して、平成 29 年１月に消防局にて、浜松市消防職員人材育成基本方

針の全部の改正を行う際に、「補職等による役割定義表」及び「階級による役割

定義表」の中に標準職務遂行能力を規定することで、地方公務員法の改正に対応

するとともに、消防力の整備指針における消防職員の職務能力を補職等及び階

級の観点からも対応させている。 

よって、浜松市消防職員の人材育成方針は、地方公務員法、消防組織法、消防

力の整備指針に基づき適切に作成されていると判断した。 

消防組織法 

（教育訓練の機会） 

第 52 条 消防職員及び消防団員には、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上

のために、その者の職務に応じ、消防庁に置かれる教育訓練機関又は消防学校の行う

教育訓練を受ける機会が与えられなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、住民の自主的な防災組織が行う消防に資する活動の促進

のため、当該防災組織を構成する者に対し、消防に関する教育訓練を受ける機会を与

えるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

消防力の整備指針 

第３章 人員に係る指針 

（消防職員の職務能力） 

第 26 条 消防職員は、第３条各号に掲げる事項を実施することができるよう、訓練

を受けること等を通じ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力を備え、

その専門性を高めるとともに、複数の業務の経験を経て、それらの知識及び技術を有

することにより、職務能力を総合的に高めるよう努めるものとする。 

（１） 警防要員 水火災又は地震等の災害の防御等に関する知識及び技術を有し、

災害現場における警防活動等を的確に行うことができる能力 
（２） 予防要員 防火査察（火災の調査を含む。）及び防火管理、危険物、消防用設

備等その他の火災の予防に関する知識及び技術を有し、火災の予防に関する

業務等を的確に行うことができる能力 
（３） 救急隊の隊員 救急医学に関する知識並びに傷病者の観察、応急処置等に関

する知識及び技術を有し、傷病者の搬送等の活動を的確に行うことができる

能力 
（４） 救助隊の隊員 救助資機材等の取扱い及び各種災害における救助方法等に関

する知識及び技術を有し、人命救助等の活動を的確に行うことができる能力
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エ 研修の実施状況について 

研修の主な実施状況としては次のものがある。研修の種類としては、「浜松市

消防職員研修訓練要綱」の第３条に消防局研修、派遣研修、所属研修、教育訓練

の４つの種類に分類している。また、第 14 条において、消防長は、局研修、派

遣研修及び教育訓練について、次年度の実施計画を樹立する旨を規定している。

実施計画と研修の受講状況を確認した結果、いずれも人材育成方針に基づく研

修計画に従ったものであり、適切に実施されていると判断した。 

平成 28 年度の主要な消防局研修 
 研修名 期間 日数 受講者 人数 

階
層
別 

採用職員研修 

平成 28 年 4月 1日（金） 

～5日(火) 

平成 28 年 10 月 3 日（月） 

～4日(火) 

5 日 新規採用職員 27 人 

管理者研修 
平成 28 年 10 月 6 日（木） 

・11 日（火） 
2 日

専門監以上の職員の

うち所属長の指定す

る者及び希望者 

42 人 

初級幹部職員研修 
平成 28 年 6月 24 日（金）・

27 日（月） 
2 日 主任に昇任した者 40 人 

中上級幹部職員研修 
平成 29 年 2月 8日（水）・

15 日（水） 
2 日

消防司令及び消防司

令補に昇任した者及

び希望者 

52 人 

     

     

     

     

     

     

     

浜松市消防職員研修訓練要綱（抜粋） 

別表第１（第４条関係） 

局研修 

研修区分 対象職員 

採用職員研修 所属勤務前及び消防学校派遣前の新規採用職員 

初級職員研修 採用後１年未満の職員 

中級職員研修 消防副士長の階級に昇任した職員及び同階級にある職

員 

初級幹部職員研修 消防士長の階級に昇任した職員及び同階級にある職員 

中級幹部職員研修 消防司令補の階級に昇任した職員及び同階級にある職

員 

上級幹部職員研修 消防司令の階級に昇任した職員及び同階級にある職員 

管理者研修 所属長の職又は消防司令長の階級にある職員 
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 研修名 期間 日数 受講者 人数 

そ
の
他 

新採職員指導員研修 

平成 28 年 3月 26 日（火）・

28 日（水） 

平成 28 年 9月 15 日（木）・

16 日（金） 

平成 28 年 10 月 15 日（木） 

 （同一内容を実施） 

－
新規採用職員の指導

員 
27 人 

非常勤職員倫理研修 
平成 28 年 4月 7日（木）・

11 日(月) 
2 日 新規採用非常勤職員 8 人 

フォローアップ研修 
平成 28 年 8月 1日（月） 

平成 29 年 2月 3日（金） 
2 日 新規採用職員 49 人 

意見発表会 平成 28 年 8月 26 日（金） 1 日

当直又は日勤の職員

のうち所属長が指定

する者 

149 人

消防実務ＷＥＢ研修 
平成 28 年 4月 

～平成 29 年 3 月 
－ 希望者 - 

公務員倫理研修 
平成 28 年 8月 

～平成 29 年 2 月 
－ 未受講者優先 355 人

（浜松市消防年報から作成） 

平成 28 年度の主要な派遣研修 

派遣先 部署 期間 内容 人数

総務省消防庁 防災課広域応援室 
平成 28 年 4月１日 

～平成 30 年 3 月 31 日

緊急消防援助隊の充実・強

化に関すること 
1 人

消防大学校 教務部 
平成 29 年 4月 1 日 

～平成 31 年 3 月 31 日

派遣される消防職員に対す

る教育、訓練の担当(救助)

教官、全国の消防学校に対

する教育、訓練の援助 

1 人

全国消防長会 企画部情報管理課 
平成 29 年 4月 1 日 

～平成 31 年 3 月 31 日

派遣される消防職員に対す

る教育、全消会と消防本部

との相互理解と協力を深め

る 

1 人

（浜松市消防年報から作成） 
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平成 28 年度の主要な教育訓練 

 研修名 期間 日数 人数

県
消
防
学
校 

初任教育初任科（第 85 期） 平成 28 年 4 月 6 日～ 9 月 27 日 115 日 18 人

特別教育水難救助科（第 24 期） 平成 28 年 7月 25 日～ 8 月 5 日 10 日 4 人

専科教育救助科（第 33 期） 平成 28 年 10 月 5 日～11 月 2 日 20 日 3 人

初任教育初任科（第 86 期） 
平成 28 年 10 月 3 日～平成 29 年 3

月 24 日 
115 日 5 人

幹部教育上級幹部科（第 15 期） 平成 28 年 11 月 7 日～11 月 9 日 3 日 1 人

専科教育警防科（第 11 期） 平成 28 年 11 月 14 日～11 月 30 日 12 日 2 人

専科教育予防査察・危険物科（第 1

期） 
平成 28 年 11 月 30 日～12 月 16 日 13 日 7 人

専科教育救急科（第 26 期） 平成 29 年 1 月 10 日～ 2 月 28 日 36 日 14 人

専科教育火災（第 41 期） 平成 29 年 3月 1日～3月 14 日 10 日 7 人

消
防
大
学 

専科教育警防科（第 99 期） 平成 28 年 6月 8日～7月 27 日 34 日 1 人

専科教育予防科（第 100 期） 平成 28 年 8月 23 日～10 月 13 日 34 日 1 人

専科教育救助科（第 74 期） 平成 28 年 8月 23 日～10 月 13 日 34 日 1 人

総合教育幹部科（第 47 期） 平成 28 年 10 月 17 日～12 月 2 日 32 日 1 人

総合教育幹部科（第 48 期） 平成 29 年 1月 10 日～2月 23 日 32 日 1 人

緊急消防援助隊教育科指揮隊長コース

（第 15 回） 
平成 28 年 4月 11 日～4月 21 日 9 日 1 人

緊急消防援助隊教育科航空隊長コース

（第 16 回） 
平成 29 年 2月 2日～2月 15 日 10 日 1 人

緊急消防援助隊教育科指揮隊長コース

（第 16 回） 
平成 28 年 5月 9日～5月 19 日 9 日 1 人

緊急消防援助隊教育科高度救助・特別

高度救助コース（第 6回） 
平成 29 年 2月 20 日～3月 3日 10 日 1 人

緊急消防援助隊教育科 NBC コース（第

6回） 
平成 29 年 2月 27 日～3月 17 日 15 日 1 人

女性消防吏員活躍推進講習会 

（第 1回） 
平成 28 年 12 月 15 日～12 月 21 日 5 日 1 人

救
命
士

救急救命東京研修所（第 50 期） 平成 28 年 4月 4日～9月 30 日 126 日 2 人

救急救命東京研修所（第 51 期） 
平成 28 年 9月 1 日～平成 29 年 3

月 13 日 
126 日 1 人

（浜松市消防年報から作成） 
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２ 消防音楽隊活動事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防音楽隊活動事業 

事業目的・事業対象 

・消防音楽隊の演奏活動を通じて、消防広報を行うことにより、多くの市民に

防火、防災思想の普及啓発を図る。 

事業の指標 

派遣演奏集客数（人） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 300,000 300,000 300,000 

 実績値 303,653 310,132  

事業の概要 

消防音楽隊は、昭和 45 年に県下初の公設音楽隊として発足し、市が主催する

式典を始め、市内の行事へ参加し、演奏に併せ、市民の防火・防災意識の啓発

を図ることを目的に活動している。消防吏員 22 人、非常勤職員 11 人の 33 人

で編成している。 

・演奏活動 

消防出初式などの各種消防の行事で演奏をする。 

戦没者追悼平和祈念式や学校行事などの市の行事で演奏をする。 

浜松まつりやプロムナードコンサートなどの公共団体の行事で演奏をする。 

・消防広報活動 

式典や行事などへ積極的に参加し、広報紙、パネル等により防火、防災意識の

啓発を図る。 

・研修 

外部講師招へいによる、演奏及び演技技術の向上を図る。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 2,739 3,705 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業指標」及び実際の事業内

容の関連性について、消防総務課への質問及び関連資料の閲覧により、当該

「事業指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標として適切か

どうかを検討した。 

イ 消防広報活動について担当している部署を把握するとともに、当該部署で

実施している内容及び効果を確かめた。 

ウ 消防音楽隊の人員構成について質問及び閲覧を実施し、消防音楽隊の活動

実績について把握するとともに、今後の方針について、ヒアリングを行った。 
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（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

消防音楽隊の事業として、事業の概要に記載のとおり、演奏活動、消防広報活

動、研修の３つが挙げられている。 

確かに、派遣演奏集客数は、主催者側より報告のあった集客数であり、消防音

楽隊の演奏活動及び広報活動の成果を測定する指標として適切であると考える。

しかし、消防局全体の広報活動の成果を測定する指標としては、不十分であると

考える。 

この点について、消防総務課では、フェイスブックにより消防音楽隊の活動を

紹介しており、このフェイスブックは、消防音楽隊のみならず、浜松市消防局全

体の広報の役割も果たしているが、事務分掌には、消防総務課の事務として「消

防の広報に関すること」が記載されていない。予防課の事務として「火災予防の

広報に関すること」が記載されているだけである。 

したがって、消防の広報に関する事務を執行する部署を明確にし、消防広報活

動の成果を測定する指標として、「フェイスブックへのアクセス数」及び「広報

媒体への露出状況」等を事業の指標に追加することが望ましい。 

イ 消防音楽隊の基本方針について（意見） 

「浜松市消防音楽隊運営指針」（以下、「運営指針」という）によれば、「消防

音楽隊は、消防局消防総務課が所管し、浜松市消防音楽隊規程に則り、音楽を通

じて市民の火災予防思想の普及を図り、併せて消防職員の士気の高揚と情操の

育成に資するとともに、市民文化の向上に寄与することを任務」としている。 

運営指針の音楽隊基本理念として、「広報、演奏、活力」の３つを掲げている。 
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音楽隊基本理念 

１ 広報 

・消防庁消防広報施策テーマに則り、市関係部局及び消防局各課と協力し、音楽隊の

みの広報活動ではなく、幅広い広報活動を実施します。 

・他都市との情報を幅広く交換し、新しい情報を発信します。 

・市民に分かりやすく伝える手段として、司会研修の実施や、パネル等を作成します。

２ 演奏 

・多くの市民に聞き入れ、集客できるよう高い演奏技術を求めます。 

・講師を依頼し、先進的な演奏技術を習得します。 

３ 活力 

・音楽隊員が活動内容を深く理解し、課題の抽出と取組みを実施します。 

・消防吏員から新たに音楽隊員を募集します。 

・学校等の教育施設で消防・防災の啓発を行う「防災講座」を積極的に行います。 

このように運営指針によれば、広報や演奏、子供への防災講座などによる教育

という役割を担っている。 

消防音楽隊の演奏活動は、派遣演奏と演奏訓練の２つに分けることができる。

派遣演奏は、例年派遣している行事や各所属で計画される消防主催のイベント、

防災講座等へ積極的に出席し、消防広報を行っている。また、演奏訓練としては、

全体訓練、カラーガード訓練、講師訓練の３つがある。 

派遣演奏回数については、下記のように平成 17 年の合併以降増加している。

この原因としては、合併によりエリアが拡大したことも原因として挙げられる。 

各年度の派遣演奏回数（回） 

平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年

14 23 31 37 42 40 42 

平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

34 39 36 38 38 42 40 

（消防局提供資料から作成） 

また、音楽隊の平成 28 年度の活動状況としては、全体演奏訓練 58 回、カラー

ガード訓練 60 回、派遣演奏が 40 回であり、派遣演奏の主な内容は次のとおり

である。 

月 日 行  事  名 

4 3 第 64 回浜松市姫様道中 

5 3 アクトでやらまいか浜松まつり 

 3 浜松まつり吹奏楽パレード 

 28 家康楽市 in 浜松出世城 2016 

 29 第 6 回オールドカーK’zROAD 

6 16 神久呂小学校スクールコンサート 

 19 第 70 回浜松市民スポーツ祭総合開会式 

 25 プロムナードコンサート 
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月 日 行  事  名 

7 1 熱中症予防強化月間 出陣式イベント 

 17 アクト通りふれあいデイ 

 24 浜松市沿岸域防潮堤整備事業篠原工区本体工事竣工報告会 

 30 和地幼稚園防災講座 

8 15 平成 28 年度浜松市戦没者追悼平和祈念式 

9 16 尾奈幼稚園防災講座 

10 10 「体育の日」記念事業浜松みんなのスポーツ祭り 

 15 浜松花と緑の祭 2016 

 16 江西フェスティバル 

 22 北消防署防火イベント 

 30 消防フェア in 浜北 2016 

11 3 天竜産業まつり 

 5 消防フェア in イオンモール浜松市野 

 6 西消防署 119 ふれあいフェア 

 6 オートレース(SG 優勝戦) 

 8 北消防署コンサート・パレード 

 10 第 44 回庄内地区暴力・飲酒運転追放と青少年健全育成総決起大会 

 11 湖東荘フェスタ 

 13 2016 フェスタ佐久間 

 15 笠井幼稚園防災講座 

 20 春野産業まつり 

 29 避難訓練コンサート（雄踏町文化センター） 

12 3 避難訓練コンサート（アクトシティ浜松） 

 10 防災フェア 

1 7 消防出初式 

2 11 119 ふれあいフェア浜松市消防音楽隊第 21 回定期演奏会 

 16 竜西荘作品展 

 20 アソカ学園音楽会 

3 2 上島幼稚園防災講座 

 4 119 ふれあい中フェス 

 18 全国消防音楽隊フェスティバル 

 19 全国消防音楽隊フェスティバル 

（浜松市消防年報から作成） 

消防音楽隊としての派遣演奏の活動内容を見ると、プロムナードコンサート

や消防の広報イベントなどで演奏を行っているもののほか、竣工式典や学校の

音楽会などの活動もある。   

消防音楽隊としては、人が集まるものであれば、ブースを設置して行う活動や

ブースを設けなくても司会がアナウンスを行ったり、それが新聞に掲載された

りすることにより啓発活動の効果を発揮できる。このことから、消防のイベント

のみならず、市の企画したイベントに出演するなど公設音楽隊としての活動も

含まれている。 
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浜松市、消防局及び消防音楽隊として、事業目的を効果的かつ効率的に達成す

るために、どのような活動に注力すべきかを検討することが望まれる。 

ウ 消防音楽隊の人員構成について（意見） 

消防音楽隊の隊員については、配置状況の資料にあるように、現状、消防職員

を採用した後に、所属長の面談等の中で楽器の経験がある人はいないか情報提

供をしてもらうことで、消防音楽隊の隊員の確保を行っているが、楽器経験者が

不足している。このため、非常勤職員を採用することで維持をしている。なお、

採用時に消防音楽隊としての別枠での採用を行っていない。 

編成状況（隊員構成）（人） 

（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

 総
数 

ピ
ッ
コ
ロ
・
フ
ル
ー
ト

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト 

サ
キ
ソ
フ
ォ
ン 

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト 

ト
ロ
ン
ボ
ー
ン 

ホ
ル
ン 

ユ
ー
フ
ォ
ニ
ア
ム 

チ
ュ
ー
バ 

コ
ン
ト
ラ
バ
ス 

パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン 

カ
ラ
ー
ガ
ー
ド
（
※
）

消防職員 22 － 1 3 4 4 2 － 2 1 5 －

非常勤職員 11 2 4 1 1 － 1 2 － － － 5 

総数 33 2 5 4 5 4 3 2 2 1 5 5 

※カラーガードは、演奏者兼務 

編成状況（配置状況）（人） 

（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

 総
数 

消
防
総
務
課

予
防
課 

警
防
課 

情
報
指
令
課

中
消
防
署 

東
消
防
署 

西
消
防
署 

南
消
防
署 

毎日勤務 7 4 1 1 － － 1 － － 

交代制勤務 15 － － － 2 2 10 － 1 

非常勤職員 11 3 － － － 2 2 2 2 

総数 33 7 1 1 2 4 13 2 3 

音楽隊として機能するには、小編成人数の基準となる 35 人をベースにしてい

るが、下記のようにここ３年間では 35 人以上になったことはない。 

非常勤の人数は、消防局全体としての人数が増加しない中で、業務のバランス

を考慮しつつ非常勤と常勤の割合を考えた場合には、非常勤は 12 人が限度とさ

れている。 
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隊員数の推移（人） 

 平成 26 年 4 月 1日 平成 27 年 4 月 1日 平成 28 年 4 月 1日 

毎日勤務 7 7 7 

交代制勤務 14 15 15 

非常勤職員 11 12 11 

合計 32 34 33 

 （消防局提供資料から作成） 

消防職員で、楽器経験者を確保することが難しいことから、非常勤職員により

人数を確保することで消防音楽隊を維持しているのが現状である。 

（平成 28 年度） 

職員区分 人件費（円） 時間数（時間） 平均単価（円） 

消防職員 15,343,282 7,167 2,140.82 

非常勤職員 7,526,693 5,722 1,315.39 

合計 22,869,975   

（消防局提供資料から作成） 

※消防職員、非常勤職員ともに平均単価を使用している。 

   ※勤務日を含んだ人件費算定である。 

ただし、非常勤職員について仮に消防職員で雇用した場合には、他の業務もあ

るため単純に比較はできないが下記のような計算となり、コスト面での効率化

は図られている。 

（平成 28 年度） 

職員区分 人件費（円） 時間数（時間） 

非常勤職員 7,526,693 5,722 

非常勤職員を常勤化 12,249,772 5,722 

差額 ＋4,723,079  

（消防局提供資料から作成） 

合併後の消防音楽隊の人員推移（人） 

期間 

消防職員 非常勤職員 
4 月 1 日

合計 出 入
4 月 1日

現在 
出 入

4 月 1日

現在 

平成 18年 4月～平成 19年 4月 0 2 26 -3 3 12 38 

平成 19年 4月～平成 20年 4月 -2 1 25 0 0 12 37 

平成 20年 4月～平成 21年 4月 -2 0 23 -3 3 12 35 

平成 21年 4月～平成 22年 4月 0 0 23 -3 2 11 34 

平成 22年 4月～平成 23年 4月 -2 2 23 -5 6 12 35 

平成 23年 4月～平成 24年 4月 -2 0 21 -4 2 10 31 

平成 24年 4月～平成 25年 4月 0 0 21 -2 4 12 33 

平成 25年 4月～平成 26年 4月 0 0 21 -1 0 11 32 
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期間 

消防職員 非常勤職員 
4 月 1 日

合計 出 入
4 月 1日

現在 
出 入

4 月 1日

現在 

平成 26年 4月～平成 27年 4月 0 1 22 -3 4 12 34 

平成 27年 4月～平成 28年 4月 -1 1 22 -5 4 11 33 

平成 28年 4月～平成 29年 4月 -1 0 21 -2 2 11 32 

（消防局提供資料から作成） 

浜松市及び消防局として、消防音楽隊が今後どうあるべきかという長期的ビ

ジョンが描けていない状況下で現状のような維持活動を行っていても、将来的

には、楽器経験者の不足や新規隊員の確保の観点から演奏の質の低下が生じる

ことが予想され、消防音楽隊の広報活動としての効果が十分に発揮できない。 

このことから、浜松市は、組織として、消防音楽隊がどうあるべきかを検討す

ることが不可欠である。その結果、消防音楽隊は存続・維持が不可欠であると判

断するならば、消防音楽隊として位置づけを明確化するとともに、消防音楽隊と

しての採用も確保するなど隊員の確保方法についても検討することが必要であ

る。 
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３ 消防庁舎運営事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防庁舎運営事業 

事業目的・事業対象 

・火災等の災害から市民の生命、身体、財産を守るため、消防庁舎の整備、充

実を図る。 

事業の指標 

大規模災害時に防災拠点として活用可能な施設割合（％） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 92.5 92.5 92.5 

 実績値 92.5 92.5  

東南部地域出張所建設事業（％） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 40 60 80 

 実績値 40 60  

事業の概要 

・消防庁舎運営維持管理事業 

災害発生時の防災拠点として消防庁舎を適正に維持管理する。 

・消防庁舎整備事業 

消防庁舎を適正に維持管理していくために、改修工事等を実施する。 

・東南部地域出張所建設事業【重点戦略項目 No98】 

消防、救急需要の変化に対応し、均衡のとれた署所配置を実施するため、市東

南部に救急車を配備した新たな出張所を整備する。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 286,834 196,012 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業指標」及び実際の事業内

容の関連性について、消防総務課への質問及び関連資料の閲覧により、当該

「事業指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標として適切か

どうかを検討した。 

イ 浜松市の消防署所の整備方針を把握し、当該方針が消防庁の定めた「消防力

の整備指針」に基づく適切なものであるか検討した。 

ウ 浜松市消防局は、「消防力の整備指針」に基づき、浜松市内の地域を市街地、

準市街地、その他の地域の３つに区分している。各地域について、消防署所

の配置の妥当性を検証した。 
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エ 消防庁舎の建設・改修計画を把握するとともに、当該建設・改修計画が消防・

救急の観点と老朽化・耐震性の観点から妥当であることを確かめた。 

オ 芳川出張所が重点戦略とされているが、芳川出張所の改修工事が重点戦略

とされている理由を確かめるとともに、当該計画の妥当性を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について 

消防庁舎運営事業の事業指標として、大規模災害時に防災拠点として活用可

能な施設割合と東南部地域出張所建設事業の２つが挙げられている。 

大規模災害時に防災拠点として活用可能な施設割合としては、静岡県の耐震

ランクがⅡを上回るものの割合を算出している。 

また、東南部地域出張所建設については、芳川出張所の統合建設計画の進捗状

況を指標として示している。 

このことから、事業の指標に記載されている内容は妥当であると判断した。 

イ 現状の市街地・準市街地における「消防力の整備指針」と浜松市の署所配置

について 

「消防力の整備指針」は、消防組織法第 37 条の「消防庁長官は、必要に応じ、

消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又

は指導を行うことができる」という規定に基づき制定されたものである。 

なお、「消防力の整備指針」は、市町村が目標とすべき消防力の整備水準を示

すものであり、市町村においては、その保有する消防力の水準を総点検したうえ

で、この指針に定める施設及び人員を目標として、地域の実情に即した適切な消

防体制を整備することが求められるものである。 

各市町村は、管轄区域における消防に必要な施設及び人員を、市街地の人口、

都市構造、中高層建築物の状況、危険物施設の数、過去の火災発生状況等を考慮

して決定している。 

浜松市としては、「浜松市消防署所配置計画 2011～2020（平成 22 年 10 月）」

（以下、「配置計画」という。）を「消防力の整備指針」に基づいて作成している。

「配置計画」では、次の３項目を到達点とし現在の状況に見合った消防署所の配

置を計画するとしている。 

・どの地区、地域の火災、救急でも迅速、的確に対応すること 

・消防・救急空白域の解消を図ること 



69 

 

・統廃合等による資産の合理化及び消防力の拠点化を図ること 

また、平成 21 年度までの人口統計、火災発生率及び防火対象物のデータ等の

調査・解析を基に、浜松市内の消防及び救急需要を相対的に数値による見える化

を行い、次に示すビジョンにより消防署所の適切な配置を行うとしている。 

１ 消防隊の配置ビジョン（4.5分消防） 

一戸建ての専用住宅において、出動から放水までの所要時間が6.5分を超えると急

激に延焼率（隣家が全焼又は半焼となる比率）が高まるため、当該時間内での放水開

始を実現ビジョンとする。したがって、放水準備時間２分を除く4.5分を現場到着に

要する消防ポンプ自動車の走行限界時間とし、消防隊の効果的な配置を行う。 

２ 救急隊の配置ビジョン（５分救急） 

心肺停止から５分を経過すると蘇生率が著しく低下するため、５分以内に救急措置

を開始することを実現ビジョンとする。したがって、現場到着に要する救急車の走行

限界時間を５分とし、救急隊の効果的な配置を行う。 

この考え方のうち消防隊の配置ビジョン（4.5 分消防）は、「消防力の整備指

針」の市街地における署所数の算定に基づく考え方である。浜松市では、準市街

地の署所数については、概ね市街地の考え方に準じている。このことから、「配

置計画」の考え方は、「消防力の整備指針」に照らし適切であると判断した。 

「配置計画」における地域区分 

・市街地 

建築物の密集した地域のうち、平均建ぺい率が概ね 10％以上の街区の連続した区

域又は２以上の準市街地が相互に近接した区域で、区域内の人口が概ね１万人以上の

もの 

・準市街地 

建築物が密集した地域のうち、平均建ぺい率が概ね 10％以上の街区の連続した区

域で区域内の人口が概ね 1千人以上 1万人未満のもの 

・その他の地域 

市街地、準市街地以外の地域（主に天竜区の山間地域） 

ウ その他の地域による署所配置について（意見） 

「消防力の整備指針」によれば、その他の地域は、地域の実情に応じた消防力

の配備が適当であることとしている。浜松市におけるその他の地域には、旧天竜

市、旧水窪町、旧春野町、旧佐久間町、旧龍山村からなる北遠地域が含まれてい

る。 

(ｱ) 経緯 

北遠地域には、市町村合併による固有の事情がある。平成 14 年８月に常備消

防を置かない町村があることから、関係首長による消防常備化について協議が
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なされ、この結果がまとめられ、「北遠消防常備化計画」が策定された。この北

遠消防常備化計画の内容は、市町村合併により浜松市に引き継がれ、浜松市合併

時の「新市建設計画（平成 16 年 10 月）」及び市町村合併の「合併協定書（平成

16 年 12 月 10 日）」において、署・分署・派出所・出張所を存続させることなど

が盛り込まれている。市民サービスの低下にならぬよう、旧消防本部の機能の一

部を、旧浜松市以外の各消防署に保持させることとした。 

このようにして、北遠地域の消防力が整備されたことから、「配置計画」では、

その他の地域の実情は特に記載されておらず、現在の消防署所数を基準算定数

として維持している。 

北遠地域の消防署整備の概要 

平成 6年 10 月以前 従前天竜市が常備消防を持つのみ 

平成 6年 10 月 春野町が天竜市と消防組合を設立するとともに、春野町地内に

消防庁舎を開設し、当該町内に常備消防による消防、救急業務

をスタート 

平成 14 年 8 月 「北遠消防常備化計画」の策定 

・北遠地域における消防組織の一体化と常備消防を置かない

町村域への庁舎建設及び消防車両・人員の配置による消防防災

対策の充実など 

平成 16 年 10 月 「新市建設計画」の策定 

・安心・安全に暮らせる地域づくりとして、消防施設の拡充・

整備、天竜消防庁舎建築事業など 

平成 16 年 11 月 佐久間町、水窪町及び龍山村が消防組合に加入し、佐久間町地

内に消防庁舎を開設し、当該町村内に常備消防による消防、救

急業務をスタート 

平成 16 年 12 月 市町村合併の「合併協定書」の締結 

・現状の署・分署・派出所・出張所を存続させることなど 

（北遠消防常備化計画及び合併協定書から作成） 
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(ｲ) 現状分析 

施設カルテ及び消防局提供資料から北遠地域の常備消防の行政コストと災害

及び救急の出動回数をまとめると以下のとおりである。なお、金額の単位は千円

（千円未満切り捨て）、出動回数の単位は件である。 

天竜消防署 

項目 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

収入 使用料・手数料 － － －

国県支出金 － － －

その他収入 192 386 387

収入計 192 386 387

支出 人件費 455,800 399,200 392,200

物件費（委託料） 304 231 241

物件費（修繕料） 32 147 283

物件費（光熱水費） 3,653 3,437 3,509

物件費（その他） － － －

支出計 459,789 403,014 396,233

行政コスト 459,597 402,628 395,846

災害出動回数 116 124 117

1 回当たりの行政コスト 3,962 3,247 3,383

救急出動回数 830 875 883

1 回当たりの行政コスト 553 460 448

春野出張所 

項目 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

収入 使用料・手数料 － － －

国県支出金 － － －

その他収入 272 58 56

収入計 272 58 56

支出 人件費 96,000 84,000 84,000

物件費（委託料） 115 115 150

物件費（修繕料） 167 － 372

物件費（光熱水費） 1,845 1,292 1,153

物件費（その他） － － －

支出計 98,128 85,408 85,675

行政コスト 97,855 85,349 85,620

災害出動回数 4 8 9

1 回当たりの行政コスト 24,463 10,668 9,513

救急出動回数 256 285 281

1 回当たりの行政コスト 382 299 304

 

  



72 

 

水窪出張所 

項目 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

収入 使用料・手数料 － － －

国県支出金 － － －

その他収入 116 68 65

収入計 116 68 65

支出 人件費 80,000 70,000 70,000

物件費（委託料） 189 420 330

物件費（修繕料） 86 13 －

物件費（光熱水費） 1,161 1,082 1,019

物件費（その他） － － －

支出計 81,437 71,514  71,348

行政コスト 81,321 71,514  71,283

災害出動回数 3 5 4

1 回当たりの行政コスト 27,107 14,302 17,820

救急出動回数 174 163 167

1 回当たりの行政コスト 467 438 426

佐久間出張所 

項目 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

収入 使用料・手数料 － － －

国県支出金 － － －

その他収入 248 206 207

収入計 248 206 207

支出 人件費 96,000 84,000 84,000

物件費（委託料） 424 534 716

物件費（修繕料） 3 158    －

物件費（光熱水費） 1,296 1,200 1,092

物件費（その他） － － －

支出計 97,723 85,891 85,808

行政コスト 97,475 85,685 85,601

災害出動回数 9 2 2

1 回当たりの行政コスト 10,830 42,842 42,800

救急出動回数 234 228 273

1 回当たりの行政コスト 416 375 313
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また、市街地にある中消防署高台出張所及び南消防署並びに北遠地域の各出

張所と出動回数が同程度である北消防署引佐出張所の常備消防の平成28年度の

行政コストと災害及び救急の出動回数を、施設カルテ及び消防局提供資料から

同様にまとめると次のとおりである。なお、金額の単位は千円（千円未満切り捨

て）、出動回数の単位は件である。 

項目 高台出張所 南消防署 引佐出張所 

収入 使用料・手数料 － － －

国県支出金 － － －

その他収入 295 956 41

収入計 295 956 41

支出 人件費 154,000 485,200 84,000

物件費（委託料） 172 386 183

物件費（修繕料） 86 503 34

物件費（光熱水費） 1,486 3,245 1,138

物件費（その他） － － 192

支出計 155,745 489,334 85,549

行政コスト 155,449 488,378 85,508

災害出動回数 222 255 17

1 回当たりの行政コスト 700 1,915 5,029

救急出動回数 2,700 2,882 313

1 回当たりの行政コスト 57 169 273

このように、北遠地域の出動回数１回当たりの行政コストは、市街地に比べて

著しく高く、春野出張所、水窪出張所及び佐久間出張所の３箇所の出動回数１回

当たりの行政コストは、引佐出張所と比較しても、いずれも高いことがわかる。 

(ｳ) 今後の動向 

総務省では「人口減少社会における持続的な消防体制のあり方」について平

成 28 年２月に公表した。これを踏まえ、消防局で平成 28 年５月から９月にか

けて、人口減少社会においても持続可能な消防行政サービスの提供を確保する

ために 30 年後を見据えた消防体制を検討することを目的として、「人口減少社

会における消防体制検討会」を実施し、平成 28 年 10 月に「人口減少社会にお

ける消防体制検討会報告書」をとりまとめている。 

人口減少社会における消防体制検討会報告書の平成57年の推計は次のとおり

である。 

項目 平成 57 年の推計 

浜松市の人口 平成 20 年の 813,000 人をピークに人口減少局面に突入。 

人口減少は、今後も続き、平成 57 年には、681,985 人になることが

推計されている。 
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項目 平成 57 年の推計 

火災件数 平成 18 年から 20 年は、320 件前後で横ばいに推移。 

人口ピークの平成 20 年以降おおむね減少傾向。 

平成 27 年の火災発生率から火災件数を推計すると、平成 57 年には、

172 件となり、平成 22 年の 245 件と比較して 73 件の減少となる。 

救助件数 平成 18 年の 331 件が 多で、その後減少し、平成 19 年から平成 22

年は、290 件でほぼ横ばいに推移し、平成 23 年に 320 件まで増加す

るがその後おおむね減少傾向となる。 

平成 27 年の救助発生率から救助件数を推計すると平成 57 年には

186 件になり、平成 22 年の 289 件と比較して 103 件の減少となる。

救急件数 平成 18 年から 22 年は、30,000 件前後でほぼ横ばいに推移し、その

後増加傾向となり平成 27 年には 34,287 件となっている。平成 27 年

の救急発生率から救急件数を推計すると平成 57 年には 34,609 件に

なり平成 22 年の 30,575 件と比較して 4,034 件の増加と推計され

る。 

（人口減少社会における消防体制検討会報告書から抜粋） 

人口減少及び少子高齢化の進行は、署所配置に重要な影響を及ぼす可能性が

ある。浜松市の場合には、人口減少及び少子高齢化は全ての区において一律に進

むのではなく、例えば、天竜区において人口減少における低密度化が顕著に現れ

るなど、各区によって大きく状況が異なると考えられる。また、少子高齢化が進

行すると、救急業務については、高齢者ほど救急搬送率が高いことから、救急件

数は増加することが推計され、救急業務に必要な署所配置に影響を及ぼす。その

一方で、人口が著しく減少した場合であっても、世帯数及び防火構造に著しい変

化がない場合には、火災発生件数、延焼危険度及び災害発生件数に影響を及ぼさ

ないと考えられるため、消火活動に必要な署所配置に及ぼす影響は限定的であ

ると考えられる。 

(ｴ) 意見 

新たな署所配置計画を作成する際には、上述(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)を総合的に検討

することが望ましい。そして、特に「その他の地域」の署所配置計画の検討には、

考慮した地域の実情とは何なのかを明確に記載することが望ましい。 

なお、平成 29 年度に平成 27 年の人口統計及び災害発生状況等の調査・解析

を行い、これを基に「浜松市消防施設整備計画【中期】2017～2025」が策定され

ている。 
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参考として、平成 27 年度の実態調査を記載する。 

施設等 区分 平成 27 年度 

市街地の数  1 個 

市街地の人口  588,214 人 

準市街地の数  4 個 

準市街地の人口  15,726 人 

その他地域の人口  205,019 人 

署所 

算定数（Ａ） 25 署所

整備数（Ｂ） 26 署所

（Ｂ）÷（Ａ） 104.0 ％ 

消防本部及び署所の

耐震化等 

耐震性を有する消防本部及び署所の割合 100.0 ％ 

非常用電源設備等が設置された消防本部及

び署所の割合 
100.0 ％ 

（平成 27 年度消防施設整備計画実態調査票から作成） 

（注）１ 実態調査で、100％を上回っている部分については、統廃合により 100％にな

る。 

２ 実態調査表では、耐震化等について平成 22 年 3 月「浜松市公共建築物耐震

補強推進計画」における構造耐震指針値（Ｉｓ値）0.7 を下回るランクⅢの

消防庁舎についての耐震化実施状況の数値である。 

エ 老朽化した建物の改修計画の妥当性について（意見） 

浜松市の保有する公共施設の保全計画については、「浜松市公共施設等総合管

理計画（平成 28 年３月）」に方針が定められている。計画は、平成 26 年４月 22 

日付総務大臣通知による要請事項である「公共施設等総合管理計画」として定め

たものである。改修経費の抑制や将来の財政負担の平準化を見据え、長期の活用

が見込まれる施設を対象に、劣化状況などを網羅的に把握したうえで優先順位

を定め、長期的に躯体を維持するための 低限必要な部位（屋根・外壁・設備）

について一定の機能水準確保を基本とした長寿命化事業を進めている。 

当該計画の中には、消防施設も含まれ、消防局としては、当該方針に基づいて

保全計画を作成し、長寿命化工事又は庁舎建設を実施している。 

また、浜松市では、市民に安全で安心な公共建築物を提供するため、地震によ

る倒壊被害を未然に防止するとともに、市民の大切な命を保護することを目的

に、平成 22 年３月「浜松市公共建築物耐震補強推進計画」を策定している。構

造耐震指針値（Ｉｓ値）0.7 を下回るランクⅢの消防庁舎については、庁舎建設

又は耐震補強工事を既に実施し、完了しているが、東海地震に対して耐震性能が

やや劣るランクⅡの庁舎は、庄内出張所及び高台出張所が該当している。 
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昭和 56 年以前に建築した消防庁舎の現状 

連番 施設名 耐震ランク Ｉｓ値 竣工年 

１ 芳川出張所 Ⅰb 1.19 Ｓ43.3.1 

２ 高台出張所 Ⅱ 0.87 Ｓ46.3.1 

３ 南消防署 Ⅰa 1.47 Ｓ47.4.1 

４ 東消防署 Ⅰb 1.27 Ｓ52.3.1 

５ 庄内出張所 Ⅱ 0.94 Ｓ53.3.1 

６ 湖東出張所 Ⅰb 1.24 Ｓ54.3.1 

７ 浜北消防署 Ⅰb 1.14 Ｓ56.2.27 

８ 白脇出張所 Ⅰb 1.26 S56.3.1 

（消防局提供資料から作成） 

南海トラフ巨大地震が危惧されている中、消防庁舎は、24 時間、365 日使用で

き、堅ろう性を持った施設であることが望ましい。そのため、ランクⅡと判定さ

れている庁舎においても、早期に耐震補強若しくは建替えなどの対応をするこ

とが望ましい。 

各ランク別耐震性能と静岡県の判定基準 

ランク 東海地震に対する耐震性能 
建築物

の構造 

判定基準旧基準の構築物

（ＣＩ＝1.0） 

Ⅰ 

Ⅰa 

耐震性能が優れている建物。 

軽微な被害にとどまり、地震後も

建物を継続して使用できる。 

ＲＣ 

Ｓ 

ＳＲＣ 

ＣＢ 

ＩＳ／ＥＴ≧1.25 

Ｗ 総合評点≧1.5 

Ⅰb 

耐震性能が良い建物。 

倒壊する危険性はないが、ある程

度の被害を受けることも想定さ

れる。 

ＲＣ 

Ｓ 

ＳＲＣ 

ＣＢ 

ＩＳ／ＥＴ≧1.0 

Ｗ 1.0≦総合評点＜1.5 

Ⅱ 

耐震性能がやや劣る建物。 

倒壊する危険性は低いが、かなり

の被害を受けることも想定され

る。 

ＲＣ 

Ｓ 

ＳＲＣ 

ＣＢ 

ＩＳ／ＥＴ＜1.0 

かつ 

ＩＳ≧0.6 

Ｗ 0.7≦総合評点＜1.0 

Ⅲ 

耐震性能が劣る建物。 

倒壊する危険性があり、大きな被

害を受けることが想定される。 

ＲＣ 

Ｓ 

ＳＲＣ 

ＣＢ 

ＩＳ／ＥＴ＜1.0 

かつ 

ＩＳ＜0.6 

Ｗ 総合評点＜0.7 

新 新耐震基準で建設された建物。ランクⅠの耐震性能がある。 

（消防局提供資料から作成） 

  



77 

 

用語説明（指標値等） 

耐震性能 建物が保有する地震に抵抗する能力 

構造耐震指標 

（ＩＳ値） 

構築物が保有する耐力を表す指標 

（耐震診断で判定） 

静岡県の耐震判定指標値 

（ＥＴ値） 

東海地震に対して安全性を確保するための建築物が保

有する耐力の目標値 

ＥＴ＝ＥＳ×ＣＩ×ＣＧ 

ＥＳ：基本耐震指標値 1.20～0.85 

構造、階数、地盤種別により異なる 

ＣＧ：地形指標 

   がけ地等の場合 1.25 

   その他の場合は 1.0 

建築物の重要度係数 

（ＣＩ） 

地震による建築物の破壊を抑える程度を表わす係数 

ＣＩ＝1.25 の場合 地震時に軽微な被害にとどめ継

続使用を可能にする 

ＣＩ＝1.0の場合  地震時に倒壊せずある程度の被

害にとどめる 

総合評点 木造建築物が保有する耐力を表わす指標 

（耐震診断で判定） 

（消防局提供資料から作成） 

オ 芳川出張所の統廃合計画について 

浜松市戦略計画 2017 の基本方針の基本政策⑤、「いつでも、どこでも、迅速的

確に対応する消防・救急体制づくり」において、主な取り組みとして「市東南部

地域の救急体制を強化するため」に、芳川出張所、飯田出張所を統廃合すること

としている。 

現在、芳川出張所管内の救急は、近隣の消防署から救急隊を出動させているが、

到着するのに平均 10 分以上要する地域の解消が喫緊の課題となっている。 

東南部地域にある出張所としては、飯田出張所、芳川出張所、白脇出張所があ

る。白脇出張所を東へ移設した場合、白脇地区に消防活動の遅れなどの課題を生

じることになる。また、飯田出張所に救急隊を配置すると遠州浜地区の課題解消

が十分にできない。飯田出張所は一部借地であることもあり、廃止し、芳川出張

所へ救急隊を配置することが 適である。 

南消防署芳川出張所は、浜松市アセットマネジメント推進課の作成している

施設カルテにおいても、経年による施設の老朽化が著しく、施設運営に支障をき

たすような不具合が発生しているとされており、老朽化が著しいため建て替え

等の対応が必要となる。 

単に、芳川出張所を建て替えるのではなく、芳川出張所の老朽化の観点と「配

置計画」のビジョンの観点から建替えを行っており妥当と考えられる。 
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４ 消防総務運営経費 

（１） 事業の概要 

事業名 消防総務運営経費 

事業目的・事業対象 

国、県及び全国消防長会等で主催する会議、研修会への出席を通じ、 新の消

防情勢や消防諸課題への取り組みなど、広い分野で有益な情報を本市へ還元

し、消防行政の円滑な推進を図る。 

事業の指標 

なし 

事業の概要 

・会議、研修会等 

大都市消防長会議、大都市総務担当部課長会議、全国消防防災主管課長会議 

全国消防長会議：総会（理事）、役員会（理事）、財政委員会（副委員長）、 

予防委員会（参与） 

全国消防長会関東支部会議：総会（理事）、役員会（理事） 

静岡県消防長会議：定例会（副会長） 

静岡県西部地区消防長会議：定例会（会長）、研修会（会長） 

三遠南信地域消防連絡会：定例会 

県際消防連絡会：定例会、訓練 

・職員派遣 

静岡県消防学校：教官、静岡県消防防災航空隊：副隊長 

・消防局運営経費 

緊急消防援助隊活動費、消防訓練賠償責任保険等 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 8,927 8,141 

（２） 手続き 

ア 各種負担金の支払手続きについて書類を閲覧し、負担金を支出するに際し

て、どのような意義があるか検討を行い、支出がなされているか検証した。 

イ 負担金の支出手続きについて、支出負担行為伺書、請求書、支払命令書の一

連の書類を閲覧し、事務手続きが適切に行われているか検証するとともに、

併せて質問を実施した。 
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（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 負担金等の支出についての効果検証手続きについて（意見） 

事業の概要に記載の事業目的に、加入する意義について、「会議、研修会への

出席を通じ、 新の消防情勢や消防諸課題への取り組みなど、広い分野で有益な

情報を本市へ還元」することとある。決裁資料等の閲覧及び検討過程を記した文

書を要求したものの、そのような書類は、特に作成していない。 

負担金の効果として、例えば一般財団法人全国消防協会負担金、全国消防協会

は、全国全ての消防本部が加入しているため、国や他の地方公共団体に関する

新の情報が入手でき、静岡県西部地区消防長会負担金についても、緊急消防援助

隊の仕組みは、消防長会を前提に練られていることから情報交換や融和協調の

観点から必要である。 

加入したことによる成果物及び実績については、質問をすることや事業報告

や会報の閲覧により知ることはできるが、現状のままでは、加入に際してどのよ

うな成果が得られることを期待して負担をしているかが客観的に明らかでなく、

負担する意図が不明確である以上、加入したあとの効果検証も行うことができ

ず、過去の経緯に基づいて支払っているだけになる可能性がある。 

新たに負担金が生じた場合に、加入することによって得られている情報が浜

松市消防として本当に必要な情報かどうかが客観的に検討判断をすることがで

きるようにするためにも、加入することを検討する段階から成果が得られるま

での過程を文書として残す必要がある。 

イ 負担金の支払手続き 

支出負担行為伺書、支出命令書、請求書の一連の手続きについて検証したとこ

ろ、下表のように、支出負担行為伺書の決裁日が請求書と同一の日付となってい

るものがあった。これらについて質問を実施したところ、支出負担行為伺書が年

度当初の平成 28 年４月１日のものについては、前年度に支出負担行為伺書の決

裁をとることができないためである。その他のものについては、具体的金額が確

定していないため、事前に支出負担行為伺書の決裁を行うことができないため

である。このことから、特に問題点は発見されなかった。 
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 支出負担行為 

伺書決裁日 
請求書 

金額 

（円） 

平成 28 年度全国消防長会会費 平成 28 年 

4 月 1 日 

平成 28 年 

4 月 1 日 
729,800

平成 28 年度静岡県消防長会会

費 

平成 28 年 

4 月 19 日 

平成 28 年 

4 月 19 日 
383,100

平成 28 年度全国消防長会関東

支部会費 

平成 28 年 

5 月 17 日 

平成 28 年 

5 月 17 日 
35,000

平成 28 年度東名高速道路静岡

県消防協議会会費 

平成 28 年 

4 月 19 日 

平成 28 年 

4 月 19 日 
2,000

平成 28 年度一般財団法人全国

消防協会負担金 

平成 28 年 

4 月 1 日 

平成 28 年 

4 月 1 日 
324,500

（消防局提供資料から作成） 
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５ 火災予防指導事業 

（１） 事業の概要 

事業名 火災予防指導事業 
事業目的・事業対象 
店舗、工場、ガソリンスタンドその他の事業所等を対象に実施する火災予防に

関する査察、建築許可等への同意、危険物の製造所等の許認可等を通じて、事

業所等における火災予防の実践の推進及び法令遵守の徹底を図るとともに、

火災の原因及び損害調査の結果を火災予防指導・啓発に反映することにより、

全市的な火災予防の推進を図る。 
事業の指標 
特定防火対象物における自動火災報知設備の違反率（％） 
 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 1.4 1.3 1.3 

 実績値 0.1 0.1  

事業の概要 
〇立入検査等指導事業 
 消防法令、条例に規定される火災予防に関する基準に基づき、建築許可等の

同意、消防用設備等の設置指導及び検査、危険物の製造所等の許認可、事業所

等への査察を通じて火災予防の実践を推進するとともに、消防法令、条例に適

合しない事業所等に対しては、是正指導を行い、重大な違反は行政処分等によ

り法令遵守の徹底を図る。また、同意、許認可、査察、違反是正等の体制を確

立し、これらに必要な知識及び技術を有した人材の育成を行う。 
〇火災調査活動事業 
 消防法に基づく消防機関の義務として、知り得た全ての火災の原因の究明

及び損害調査に取り組み、類似火災の防止のため、その結果を火災予防指導・

啓発事業に反映するとともに、製品火災からの消費者保護、火災調査書類の情

報公開請求等の社会的要請に対応した火災調査方法を構築する。また、火災調

査体制の確立のため、これに必要な知識及び技術を有する人材の育成を行う。

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 5,973 6,285 

（２） 手続き 

火災予防指導事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き

（閲覧、突合、分析、質問及び視察等）を実施することにより、当該事務手続き

の合規性等を検証した。 
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（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 非特定防火対象物の違反是正について（指摘） 

防火対象物の違反状況については、消防署の違反是正の取り組みにより減少

しているところであるが、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知

設備の未設置の防火対象物又は過半違反（過半にわたって未設置のもの又は当

該設備の機能を失っているもの）の防火対象物が依然として存在する状況にあ

る。 

防火対象物のうち、特定防火対象物とは、消防法第 17 条の２の５に定められ

ている防火対象物で、「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」と

規定されており、それ以外の対象物を非特定防火対象物という。 

以下の表は、「重大な消防法令違反対象物にかかる実態等の調査結果について

（浜松市）」より、平成 29 年３月 31 日時点で、過去に重大な違反があり、改善

されていない非特定防火対象物を違反覚知からの経過年数により区分したもの

である。なお、防火対象物は１つの事業所につき必要設置件数が２件というケー

スもあり、以下の表は事業所の数ではなく非特定防火対象物の件数を示してい

る。 

設置義務件数 
重大違反 

件数 

違反覚知からの経過年数 

1 年未満
1 年以上

3 年未満

3 年以上

5 年未満

5 年以上 

10 年未満 
10 年以上

10,327 108 23 18 5 26 36 

（消防局提供資料から作成） 

平成 28 年３月 31 日時点では重大違反件数が 220 件あり、１年間で対象物数

が半減しているため、防火対象物の違反是正としては改善されている傾向にあ

る。しかし、依然として 108 件もの重大な違反が存在しており、消防局としても

非特定防火対象物の継続的な違反是正が 優先事項とされているが、現行の事

業の指標としては設定していない。 

一方で、特定防火対象物における自動火災報知設備の違反率を事業指標に掲

げており、平成 26 年度の指標策定時点で 48 件あったものが、平成 29 年３月 31

日時点で、２件まで減少している。 

したがって、現状 10 年以上違反状態にある非特定防火対象物が 36 件もある

ことから、違反是正による効果的な予防業務を執行していくために、長期未是正

のものについては、何年度までに違反状況を解消するといった、具体的な計画を

もって違反是正を行っていくべきである。 
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イ 軽微な違反のフォローについて（指摘） 

防火対象物の査察について、不備事項があった場合には火災発生危険等緊急

性の有無に基づいて違反処理をする。上記アのように重大な違反については従

前より消防署全体で違反是正に取り組まれているが、それ以外の軽微な違反に

ついては査察時に違反を発見したものの、違反是正に関する処理が一部不十分

なものがある。 

平成 29 年３月 31 日現在において、防火対象物の軽微な違反があった 704 件

のうち、サンプルで以下の 10 件について、違反処理の状況を確かめる目的で関

連帳票を確認した。 

事業所名 直近の査察日 改善計画報告書の提出 改善状況の確認 

Ａ事業所 平成 28 年 6 月 有 一部のみ 

Ｂ事業所 平成 23 年 10 月 不要 有 

Ｃ事業所 平成 28 年 10 月 無 無 

Ｄ事業所 平成 28 年 1 月 不要 有 

Ｅ事業所 平成 28 年 1 月 不要 有 

Ｆ事業所 平成 28 年 8 月 有 有 

Ｇ事業所 平成 29 年 5 月 不要 有 

Ｈ事業所 平成 29 年 4 月 有 有 

Ｉ事業所 平成 28 年 6 月 有 有 

Ｊ事業所 平成 28 年 4 月 有 有 

（消防局提供資料から作成） 

上記のように、軽微な違反の中でも、極めて重要性の低い違反を除き、事業所

に対して改善計画書の提出を求めている。 

しかし、Ａ事業所については、違反の改善状況を消防署員が直接確認せずに事

業所からの電話確認のみで確認を済ませてしまっている。違反の状態が適切に

改善されていることを確認するために、消防署員が直接事業所に赴いて確認す

るか、違反が改善されたことを確認できる証ひょうを事業所から入手するよう

徹底すべきである。 

また、Ｃ事業所については、平成 28 年 10 月に査察を実施し、改善計画報告書

を平成 28 年 11 月末までに提出することを要請しているが、平成 29 年 10 月時

点で未だ提出されていない。消防署としても、改善計画報告書の提出を催促して

おらず、違反状態が放置されてしまっている。 

改善計画報告書の提出の要否については、査察をした消防署員の判断により

決定されているが、Ｃ事業所のように改善計画報告書の提出を求めたものの、回

収しきれないという状況を改善するために、提出を求めたものについては回収

して改善に至るまでフォローできるように内部管理体制を整えるべきである。 
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ウ 随時査察の査察サイクルについて（意見） 

事業の概要に記載のとおり、防火対象物について、それぞれの区分に応じた頻

度で査察を行っている。 

サイクルについては、「浜松市火災予防査察規程（以下、「査察規程」という。） 

別表第２（第７条関係）」により、以下のように定められている。 

平 21 消防局訓令甲 1・平 27 消防局訓令甲 1・一部改正 

査察の種別 査察の内容 基準査察回数 担当査察員 

定

期

査

察 

点検査察 査察計画に基づき、定期点検対象物に

ついて定期的かつ総合的に行うもの 

1 年に 1回。 

ただし法令に適合して

いる場合は 3年に 1回 

専従査察員 

特定用途査察 査察計画に基づき、特定用途対象物に

ついて定期的かつ総合的に行うもの 

1 年に 1回。 

ただし法令に適合して

いる場合は 3年に 1回 

専従査察員 

指定査察員 

危険物査察 査察計画に基づき、危険物施設等につ

いて定期的かつ総合的に行うもの 

専従査察員 

指定査察員 

(注) 

非特定用途査

察 

査察計画に基づき、非特定用途対象物

について定期的かつ総合的に行うもの

2年に 1回。ただし法令

に適合している場合は 3

年に 1回 

専従査察員 

指定査察員 

小規模査察 査察計画に基づき、小規模特定用途対

象物について定期的かつ総合的に行う

もの 

3 年に 1回。ただし法令

に適合している場合は 5

年に 1回 

随時査察 査察計画に基づかないで、任意査察対

象物若しくは特別監視対象物について

行うもの、届出等により行うもの又は

是正確認のために行うもの 

随時 専従査察員 

指定査察員 

指定外査察員

特別査察 定期査察及び随時査察以外に消防長又

は署長が特に必要があると認めて行う

もの 

（注）法令に適合していない危険物施設等について行う場合は専従査察員に限る。 

(ｱ) 査察サイクルの現状 

査察サイクルについては、査察対象物に応じて、優先順位を設けており、定期

査察は査察規程に基づき、１年から５年までの間で実施している。 

また、随時査察については、定期査察のように査察規程では年数を定めずに、

各防火対象物の状況、違反の内容、法令改正の状況等を勘案し、短縮又は延伸し

て、消防署の裁量権に基づき、年度における査察計画を立てて実施するものであ

るが、長期未査察とならないように多くの消防署では７年を目安としている。 

上記の規定に関して、定期査察の多くや重大違反是正のための警告（消防署長

名での行政指導）、行政処分、刑事告発、行政代執行などの事務は、毎日勤務で

査察を専従して行う専従査察員が担当しており、随時査察は指定査察員が実施
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している。 

(ｲ) 天竜区の現状 

この点、浜松市天竜区においては、防火対象物の数が他の地区と比べて少ない

ため、５年（一部３年）に１度のサイクルを目安に随時査察を行っている。 

さらに、天竜区における自動火災報知設備の設置義務のある防火対象物の一

覧を確認したところ、平成 29 年６月時点で 96 件の随時査察の対象となる随時

査察対象物があり、それらの前回及び前々回の査察日を確認した結果、法令違反

や法令改正があった場合を除き３年未満のサイクルで査察を行っている事業所

が 61 件あった。 

これについては、天竜区において通常は３年又は５年に１度のサイクルで随

時査察を行っているが、自動火災報知設備に加えて、屋内消火栓設備、スプリン

クラー設備、水噴霧消火設備等の義務のある任意査察対象物については、違反が

ないものは３年に１回、違反がある場合は１年に１回としている。 

(ｳ) 事業目的達成のための解決策 

火災予防指導事業の事業目的は、「事業所等における火災予防の実践の推進及

び法令遵守の徹底を図るとともに、火災の原因及び損害調査の結果を火災予防

指導・啓発に反映することにより、全市的な火災予防の推進を図る」ことにあり、

特定防火対象物及び非特定防火対象物の重大違反是正が 重要課題である。 

このため、上記アで記述したとおり、非特定防火対象物の重大違反で是正が行

われていないものが多数存在することを踏まえ、消防署においては、随時査察の

年数の目安や専従・指定査察員の役割分担の前例にとらわれず、重大違反をなく

していくために、各査察員の職務状況を精査し、実効性のある査察体制を構築す

ることが望ましい。 
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６ 消防訓練事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防訓練事業 
事業目的・事業対象 
・あらゆる災害に対応するため、訓練施設等を活用し消防技術の向上を図る。

・各種の合同訓練に参加し、大規模災害時における関係機関との連携強化を図

る。 
事業の指標 
訓練計画に対する実施回数（累計：回） 
 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 8,000 16,000 24,000 

 実績値 7,801 16,263  

事業の概要 
・訓練施設等を活用した災害の想定訓練を行い、消防活動技術を習得する。 
・静岡県消防救助技術大会及び消防救助技術関東地区指導会等に参加し、訓練

成果を確認する。 
・緊急消防援助隊全国ブロック、関東ブロック及び中部ブロック合同訓練に参

加し、災害への対応能力の強化及び関係機関との連携強化を図る。 
・各種の専門的な研修に参加し、危機管理対策を含めた、防災知識及び消防活

動技術の向上を図る。 
 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 3,455 3,910 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業の指標」、及び実際の事

業内容の関連性について、警防課への質問、及び関連資料の閲覧により、当

該「事業の指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標として、

適切かどうかを検討した。 

イ 消防訓練について、平成 28 年度の各消防署における訓練計画及び業務報告

を閲覧し、その実在性や内容の適切性を検討した。 

ウ 警防課が集計した、平成 28 年分の「消防訓練実施状況表」について、閲覧、

分析、及び質問し、記載内容の正確性について検討した。 
  



87 

 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

 当該事業は消防訓練事業という名のとおり、職員の消防活動技術の向上を第

一の目的としているため、訓練の実施回数を「事業の指標」とすることは適切で

あると考える。 

 しかし、「訓練計画に対する実施回数」とされてはいるものの、具体的に回数

を定めた訓練計画は存在せず、いつ出動命令があるか分からないという職制上

の制限があるため、個人で実施する訓練をいつ実施するかは、各個人の判断に委

ねられているのが現状である。その場合、「訓練計画に対する」と銘打つのは現

状に即していないため、変更が必要であると考える。 

 また、訓練の性質として、多すぎるとコストの増大につながり、少なすぎると

消防技術の維持向上が図れないと考えられるが、8,000 回という回数については、

過去の実績に基づいて、 も適正と考えられる回数を定めており、合理的である

と考えられる。一方で、将来を見据えた場合、訓練内容は、消防が果たす役割や

消防への期待と密接に関わるものであるため、8,000 回が 適であるかどうかに

ついては、継続的に検討していくことが望ましい。 

イ 警防規程に即した訓練計画の策定と警防課での確認について（意見） 

浜松市警防規程（以下、「警防規程」という。）では、訓練について以下のとお

り定めている。 

第 9章 訓練等 

(訓練の種別) 

第 82 条 消防長及び署長は、警防活動を円滑に行うため、基本訓練、図上訓練及び

実地訓練を実施するものとする。 

2 前項の各訓練は、内容に応じて次により行うものとする。 

(1) 消防訓練 各種火災防御技術の向上を図るために行う訓練 

(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資器材の使用技術の向上を図るために行う訓

練 

(3) 救急訓練 救急活動を迅速かつ適切に行うための訓練 

3 消防長及び署長は、第 1 項に規定する訓練を実施する場合は、必要に応じて訓練

効果の確認を行い、警防活動の向上に反映させるものとする。 

4 第 1 項の規定により訓練を実施する場合において、消防長及び署長は、災害即応

体制を維持するものとする。 

(基本訓練の実施) 

第 83 条 基本訓練は、おおむね次に掲げる事項について実施するものとする。 
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(1) 隊員個々の基本動作 

(2) 小隊及び小隊連携単位による消防ポンプ基本操法、消防ポンプ応用操法、ホー

ス延長法、筒先移動法、中継法、人命検索法、救助法及び救急処置 

(3) 特殊小隊の基本操法及び応用操法 

(4) 各種車両並びに機器の操作及び運用 

(図上訓練の実施) 

第 84 条 図上訓練は、各種災害の防御方法及び救助活動、救急活動の方法等を図上

で訓練を実施するものとする。 

(実地訓練の実施) 

第 85 条 実地訓練は、基本訓練及び図上訓練の成果を確認し、警防技術及び部隊運

用技術の向上を図るため、災害想定を設定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める訓練を基本的に実施するものとする。 

(1) 部隊訓練 基本訓練及び図上訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合

的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るために、消防機関の 1所属又は 2所属以

上で行うもの 

(2) 合同訓練 消防対象物等の関係者と消防機関が、合同して総合的に行うもの 

(3) 特別訓練 強風時、断減水時その他特殊な事態への対処並びに各種実験及び研

究を必要とする場合に行うもの 

訓練計画の策定は、警防規程によって直接求められているわけではない。しか

し、訓練の有効性を高めるためには、各消防署は、その置かれた地理的状況や、

想定される災害の地理的特性を認識したうえで、訓練計画を策定し、その計画に

沿って訓練を実施する必要がある。しかし、現状では、各消防署において、有効

な訓練計画が策定されているとは言えず、また、様式も署によって異なるため、

警防規程で求められている訓練が実施されているかどうかを、客観的に判断す

ることができない。 

各消防署が作成する訓練計画に該当する書類 

消防署名 書類のタイトル及び記載方法 
中 「警防関係の主な年間行事」の中の一項目として、訓練の概要を記載。

東 「訓練計画」として作成。月ごとに訓練項目を計画。 
西 「警防関係年間業務計画表」として作成。月ごとに訓練項目を計画。 
南 「訓練大綱」として作成月ごとに訓練の概要を記載。 
北 「年間事業計画」の中の一項目として、訓練の概要を記載。 

浜北 「年間事業計画」の中の一項目として、訓練の概要を記載。 
天竜 年間行事の中の一項目として、訓練の概要を記載。 

（消防局提供資料から作成） 

各消防署で実施されている訓練が、訓練の目的を達成するのに十分な内容と

なるためには、訓練事業を統括する警防課において、訓練の体系を整理し、各消

防署が警防規程に即した訓練計画を策定できるよう、様式を統一することが望

ましい。そうすることで、警防課の側でも訓練計画の有効性を客観的に判断でき
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るようになる。 
なお、訓練の実施状況については、基本訓練、図上訓練及び実地訓練という警

防規程に即した形で、実施回数と参加人数が、警防課に月次で報告されている。

現在、警防課では各消防署の訓練計画の提出を受けていないため、報告を受けて

も、実施回数と参加人数を集計するにとどまり、訓練内容の検討はしていない。

しかし、各消防署から、様式が統一された有効な訓練計画の提出を受けることに

より、警防課では全体的な視点をもって、訓練の進捗状況を把握することができ、

各消防署へのフィードバックが可能になると考える。 

ウ 消防訓練実施状況表の正確性について（指摘） 

消防訓練実施状況表は、各消防署からの訓練実施報告（実施回数と参加人員）

をもとに、警防課にて集計した表であり、平成 28 年分を閲覧、分析した結果、

以下の事項が発見された。 

・部隊訓練や合同訓練など、必ず実施されている訓練についても、空欄になって

いる出張所がある。 

・参加人員（延べ人数）を人員で割り、一人当たりの参加回数を算出した場合、

各署間での差が大きい。 

 ヒアリングの結果、それらの原因としては、訓練のカウントの仕方や分類方法

が各消防署の判断に委ねられており、統一されていないためであることが分か

った。 

 今後は、各消防署のグループ長が参加する警防研究会でのアナウンスを通し

て、実施報告の記載方法を統一させていくとの改善策が、警防課より示されてい

る。実施報告の正確性が保たれた後は、警防規程で必要とされる訓練が、各消防

署で実施されているかどうか、確認していくことが望まれる。 
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７ 消防防災施設等維持管理事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防防災施設等維持管理事業 
事業目的・事業対象 
消防車両、消防用資機材及び消防水利の維持管理を行い、災害への即応体制を

確保する。 
事業の指標 
消防車両の車検・点検回数（累計：回） 
 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 250 500 750 

 実績値 310 629  

事業の概要 
○消防車両維持管理事業 
・消防車両に車検、点検及び修理を行い、常に良好な状況を保つ。 
・消防車両を調査し、機能状態を把握する。 
・消防車両の消耗品を購入し、適正な維持管理を行う。 
○消防用資機材維持管理事業 
・消防用資機材の法定点検及び修理を行い、常に良好な状態を保つ。 
・消防用資機材を調査して機能状態を把握し、常に良好な状態を保つ。 
・消防用資機材の消耗品を購入し、適正な維持管理を行う。 
○消防水利維持管理事業 
・消防水利の修繕を行い、常に良好な状態を保つ。 
・民地内にある消防水利の土地賃貸借契約を行う。 
 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 112,224 101,449 

（２） 手続き 

消防防災施設等維持管理事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる

監査手続き（閲覧、突合、分析、質問及び視察等）を実施することにより、当該

事務手続きの合規性等を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

当該事業の指標については、消防車両の車検・点検回数としている。この指標

は消防防災施設等維持管理事業のうち、消防車両維持管理事業に関する指標で

あるため、消防用資機材維持管理事業及び消防水利維持管理事業の指標による
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成果測定がなされていない。消防車両、消防用資機材及び消防水利の維持管理を

行い、災害への即応体制を確保するためには、消防用資機材及び消防水利の機能

状態を把握した結果、修繕が必要と判断されたものに対してどの程度修繕を実

施することができたかといった指標を設定することが有用である。 

イ 消防車両定期点検について（指摘） 

消防車両及び救急車は、浜松市消防局車両管理規程において、６か月に１回定

期点検を行うことが求められている。 

車番 A16 登録番号 浜松 800 す 6217 

車名 天竜救急 設置場所 天竜消防署 

規格 救急車 型別 高規格 

購入年度 平成 27 年度 登録年月日 平成 27 年 12 月 10 日 

（消防局提供資料から作成） 

車番 A16 の救急車は、平成 27 年 12 月 15 日に検査検収され、平成 27 年 12 月

21 日に天竜消防署へ配置、運用開始となっている。平成 28 年１月 26 日に新車

として１か月点検が行われて以降、平成 28 年９月８日の点検まで定期点検が行

われておらず、１か月点検を実施してから７か月超、検査検収してからでは８か

月超点検が行われていなかった。 

車検及び定期点検については、警防課が消防局車両定期点検年間計画表を作

成し、月ごとに対象車両を拾い出し、毎月、各消防署に通知、及び、業者への点

検依頼を行っている。車番 A16 の救急車については、消防局車両定期点検年間

計画表で平成 28 年６月に点検を実施する計画となっていたが、業者への点検依

頼をする際に、警防課担当者が消防局車両定期点検年間計画表から依頼書への

転記を漏らしてしまった。後日の支払い状況の確認時に点検漏れが発見された

結果、平成 28 年９月８日に定期点検を実施したものである。 

日常点検において一定の安全性や機能性が確認されており、結果として重大

な事故や故障は生じていないが、救急出動時に安全かつ確実に救急活動を行う

ためには、日常点検で発見できないような細かな点検が定期的に実施される必

要がある。なお、車検については警防課での管理のほか、消防署でも毎日期限が

切れていないかの確認を行っており、より慎重な管理が行われているため、車検

漏れは発生していない。定期点検漏れを未然に防ぎ、法令遵守及び安全確保を徹

底するためには、計画表が正しく作成されているかどうかの確認体制の整備や、

点検依頼時の転記ミスを防ぐための読み合わせ確認、上司の確認等が重要であ

り、管理体制の更なる徹底が必要である。 
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ウ はしご車のオーバーホールについて（意見） 

日本消防検定協会の示す安全基準によれば、「オーバーホールの実施時期は、

点検の状況、不具合の発生状況等当該車両の状態を勘案して決定するものとし、

運用開始から概ね７年目とすること。ただし、使用時間が 1,500 時間を超える

ものにあっては、７年目を待たずに、おおむね当該使用時間当たりで実施するも

のとする。また、オーバーホール後も引き続き使用している場合、オーバーホー

ルの実施から運用の年数が５年（使用頻度の高い場合にあっては使用時間が

1,000 時間）に至る前に、再度のオーバーホールを実施するものとする。」とさ

れており、常備消防車両更新基本計画でも同様に、はしご車のオーバーホールに

ついて、「配置から概ね７年目又は使用時間 1,500 時間超で実施する。以降５年

又は使用時間 1,000 時間に至る前に実施する。」と定めている。 

平成 28 年度に、はしご車のオーバーホールは実施されていないが、過去の実

施状況は下表のとおりである。 

年度 入札業者 参加業者数 予定価格 契約額 請負率

平成 20 年度 Ａ社 ７社 33,971,700 円 33,810,000 円 99.52%

平成 21 年度 Ａ社 １社 19,998,850 円 19,950,000 円 99.81%

平成 22 年度 Ａ社 １社 19,958,400 円 19,929,000 円 99.85%

平成 23 年度 Ａ社 １社 21,495,999 円 21,262,500 円 98.91%

平成 25 年度 Ａ社 １社 36,882,300 円 36,708,000 円 99.53%

平成 26 年度 Ａ社 １社 19,537,200 円 19,386,000 円 99.23%

平成 27 年度 Ａ社 １社 20,355,840 円 19,494,000 円 95.77%

（消防局提供資料から作成） 

平成 20年度については指名競争入札を行っているため応札した業者は７社い

るとなっている。しかし、平成 21 年度以降については全て一般競争入札がなさ

れているものの、Ａ社のみが入札している。また、請負率は全て 95％を超えて

おり、非常に高い水準となっている。これは、入札の際の予定価格についてはＡ

社への見積りを行い予定価格の基礎としており、応札もＡ社のみであるため、結

果として高い請負率になっていると考えられる。一般競争入札を行う場合、業者

選定に係る公正性の確保や価格低減を可能にするところにメリットがあるが、

このようにＡ社のみが入札し、高い請負率が続いている状況が長期にわたって

いる状況では、むしろ、公正性が確保されないばかりか事務手続きの増加による

不効率が生じている可能性がある。 

平成 20 年度の指名競争入札の状況から、はしご車については様々な業者でオ

ーバーホールを実施することが可能であると推察されるが、一般競争入札を行

っても、はしご車を製造したメーカー以外でオーバーホールを実施することが、

その後のメンテナンス費用も含めてコストが高くなりがちであり、実質的に請
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負業者が限定される状況にあるのであれば、はしご車を取得する時点で、将来の

オーバーホール費用も考慮して業者を選定するなどの方法が有効と考えられる。

また、特定の業者でオーバーホールを実施することに合理性があるのであれば、

根拠を明らかにしたうえで随意契約とすることで、事務手続きの効率化を図る

ことができ、業者選定の公正性も確保されると考えられるため、契約方法につい

て検討することが望ましい。 

エ 消防用資機材の管理について（指摘） 

浜松市では、物品管理規則及び物品管理マニュアルに基づき、各課で物品管理

台帳を作成し、年１回は物品の確認を行っている。消防用資機材についてもほと

んどがその対象範囲となっている。 
その一方で、消防用資機材については警防課及び各消防署でも別途管理台帳

を作成し、その現物の有無を確認するため年に１回程度現物の確認を行ってい

る。直近では平成 28 年４月１日に実施されている。 
運用上は、調達課の依頼する現物確認と警防課の依頼する現物確認は同時に

行われるため非効率は生じていないと考えられるが、消防用資機材の管理台帳

は３つ存在しており、修正等がある場合にはそれぞれの修正が必要となること

から、管理上の非効率が生じていると考えられる。 
物品管理台帳は財産管理等の目的で作成されるが、消防用資機材の台帳につ

いては業務上の必要性等から作成されるため、管理目的の違いから台帳が複数

存在する意義はあるものの、台帳の修正作業については、例えば、目的が同じ台

帳については台帳を統合することが考えられ、目的が違う台帳については１つ

の台帳を更新した結果をそれ以外の台帳に反映させることで手間が削減される

と考えられる。また、それぞれで更新を行っていく場合には、片方への報告が漏

れてしまうこと等により台帳間で情報の不一致が起きやすく、どちらが正しい

かの確認に手間を要するため、定期的な台帳同士の突合作業を行うことが有効

である。適切な資産管理を行っていくために、台帳管理の方法についてより効果

的・効率的な運用を行うべきである。 

オ 消防用資機材の故障報告について（指摘） 

消防車両維持管理要綱では、第７条において「車両運行時及び点検時等におい

て、車両及び積載品等の異常を確認したならば、原因及び故障箇所を調査し、警

防課機械装備グループに口頭で連絡するとともに故障報告書（第13、14号様式）

により報告する。」とされている。 
第 13 号様式では、各消防署又は出張所から、消防署長あてに報告する様式と

なっており、第14号様式で消防署長から警防課長へ報告する様式となっている。
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第 14 号様式では、警防課長が故障報告書の内容を確認のうえ、検印を押す様式

となっているが、当該運用は行われておらず、各消防署でイントラネット上に故

障報告書をアップロードし、警防課で誰でも閲覧できるような状態とすること

で報告に代えている。 

第 14 号様式で警防課長へ報告する様式となっているのは、各消防署で発生し

ている故障の全体状況を把握し、予算の状況等を勘案したうえで修理や予備の

機器への交換等を判断することが重要と考えられているからである。現状の運

用方法では警防課長がいつでも事故報告書を閲覧できる状況であるため、確認

できる機会はあるものの、第 14 号様式が求める個別の確認がなされているのか

の証跡は残されていない。 

現状の運用では消防車両維持管理要綱の求める第14号様式には従っていない

ため、イントラネット上での確認履歴が残るような仕組みへの変更や、警防課長

が全ての事故報告書を閲覧する必要があるかどうかの検討を行い、必要に応じ

て第 14 号様式の変更を行うなど、実際の運用と消防車両維持管理要綱とに齟齬

が生じないようにすることが必要である。 

カ 防火水槽及び防火井戸の管理について（意見） 

浜松市では、大規模災害に備えるために防火水槽及び防火井戸（以下、「消防

水利」という。）の整備を計画的に進めており、平成 29 年６月現在、市全体で防

火水槽 2,674 基、防火井戸 1,399 基が整備されている。このうち、現状では消防

水利としての活用が見込めない、容量が 20 立方メートル未満の防火水槽は 134

基（全体の 5.0％）、湧水量毎分 0.1 立方メートル未満の防火井戸は 122 基（全

体の 8.7％）となっている。 

容量が 20 立方メートル未満の防火水槽については、山間地における中継地点

として利用しているものもあるが、立地条件を考慮すると利用可能性が低いも

のが存在している。また、湧水量毎分 0.1 立方メートル未満の防火井戸につい

ては、地下水の状況により今後水量が増加することも考えられるため画一的な

判断はできないものの、現状では消防水利としての活用ができない状況である

と考えられる。 

また、このような消防水利が大規模な地震が発生した際に利用可能であるか

の判断基準となる耐震性については、昭和 52 年以降は地震対策として耐震性の

ある整備がなされているが、それ以前は耐震性に関する明確な基準がない中で

整備されている。浜松市に整備されている消防水利の状況は下表のとおりであ

る。 
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 昭和 52 年以降 昭和 51 年以前 合計 

防火水槽 1,456 基 1,218 基 2,674 基 

防火井戸 610 基 789 基 1,399 基 

（消防局提供資料から作成） 

昭和 51 年以前に整備された消防水利であっても、影響が少ないとされる地中

に埋設されていることから、大規模な地震が発生した際における利用可能性に

ついて一概に判断することは難しいものの、全体のおよそ５割を占めている状

況となっている。 

現状では活用できない消防水利であっても、管理のために必要な調査を実施

するためのコストは必要である。今後は、新設及び改修の必要性についてコスト

を含めた検討を行うとともに、撤去についても、他部局が行う道路改良や用地整

備などに同調して実施するなど、時期を逸することなく効率的な対応を図って

いく必要があると思われる。また、大規模な地震が発生した際に利用可能である

かが重要であることから、他都市の動向などを鑑みて必要な対策を講じる必要

があると思われる。 
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８ 消防防災施設等整備事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防防災施設等整備事業 
事業目的・事業対象 
消防車両及び消防用資機材を計画的に整備し、災害への即応体制を確保する。

事業の指標 
車両更新台数（累計：台） 
 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 5 10 15 

 実績値 6 11  

事業の概要 
○消防車両購入事業 
・車両更新計画に基づき消防車両を更新する。 
○消防用資機材整備事業 
・機能に支障がある消防用資機材を更新する。 
・地域の実情に応じた消防用資機材を整備する。 
・隊員の安全を確保するため、隊員保護用資機材を整備する。 
 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 148,773 259,270 

（２） 手続き 

消防防災施設等整備事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査

手続き（閲覧、突合、分析、質問及び視察等）を実施することにより、当該事務

手続きの合規性等を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 消防用車両の耐用年数について（指摘） 

当該事業の指標については、消防車両の車両更新台数としている。車両更新台

数の目標値は更新計画台数であるため、計画どおりに更新ができたかどうかと

いう指標となっている。この指標によって成果を測定する場合、計画が適切に作

成されているかどうかが重要となる。 
常備消防車両更新基本計画によれば、各消防車両の更新年数は下表のように

定められている。 
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区分 車種別 更新年数 

ポンプ車 消防ポンプ自動車 

水槽付消防ポンプ自動車 

小型動力ポンプ付積載車 

化学消防ポンプ自動車 

16 年 

特殊車 電源車 

多重情報処理車 

はしご付消防ポンプ自動車 

屈折はしご付消防ポンプ自動車 

22 年 

救助工作車  16 年 

水難救助車  16 年 

救急車  8 年又は 12 万 km 

バス・トラック  22 年 

普通車 指揮車 11 年 

司令車、広報車、応急手当指導車、搬送車 14 年 

軽自動車 査察車、調査車、管理車 14 年 

原動機付自転車  13 年 

自動二輪車  15 年 

基本計画による更新年数は、昭和 56 年度以降５回見直しがなされ、財政事情

並びに車両の耐久性の向上及び日常の車両維持管理の徹底を理由とした延長と

なっている。しかしながら、具体的な設定根拠としては主として財政事情による

ものであり、災害への即応体制の確保や経済性といった観点からの設定根拠に

乏しい。基本計画による更新年数については、災害への即応体制の確保や経済性

を考慮すれば、更新年数は長期間使用することで発生する修繕費等のコストを

考慮しつつ、消防能力を十分に発揮できる年数を設定すべきであるため、消防能

力の低減度合い、過去の使用期間や修繕費の実績をもとに適切な更新年数とす

る必要がある。 
現状の指標では、単に予算どおりに車両を更新できたかを測定しているに過

ぎないため、事業の本来の目標を達成しうる年数を設定することや、別の指標を

設定するなどして、効果を適切に測定できる指標にすべきである。 

イ 予定価格の決定について（意見） 

消防車両の取得については入札によっている。平成 28 年度のポンプ車及び救

助工作車の取得状況は下表のとおりである。 
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業者名 事業 契約方法 予定価格 契約額 請負率 

Ａ社 常備 一般競争入札 54,486,000 円 54,140,400 円 99.37% 

Ａ社 常備 一般競争入札 129,530,880 円 128,811,600 円 99.44% 

Ａ社 常備 一般競争入札 26,660,976 円 26,557,200 円 99.61% 

Ａ社 非常備 一般競争入札 51,840,000 円 51,094,800 円 98.6% 

Ｂ社 非常備 一般競争入札 34,827,840 円 34,452,000 円 98.9% 

（消防局提供資料から作成） 

平成 28 年度のポンプ車及び救助工作車の取得案件のうち、８割をＡ社が入札

しており、その請負率は 98％以上と極めて高い率となっている。当該予定価格

については複数社への合い見積もりにより、一番低い価格を参考に決定してい

るが、入札業者に対しても事前の見積もり依頼を行い、予定価格の算定基礎にな

っていることから、結果として請負率が高い水準になっていると考えられる。 
また、消防車については通常の車両と異なり改造車両であるため、取扱いを行

っている業者が限られていることも、入札業者の偏り及び請負率が高くなる要

因と考えられる。このような状況下では、入札による透明性や公平性は確保され

るものの、 小の支出で 大限の効用が得られているかどうかの判断が困難と

なる。 
この点、浜松市では事後的な検証として、他の自治体での消防車両の購入実績

と浜松市の購入実績を比較し、適切な価格で購入ができているかの確認を行っ

ていた。しかし、比較資料を閲覧したところ、請負率の比較はできるものの、消

防車両は仕様ごとに価格に大きな差があるため、単純な価格の比較はできない

状態であった。同種の事業を行う他の自治体と、部分的にでも仕様及びその価格

について情報交換をするなどして、より深度ある分析を実施することが望まし

い。 

ウ 「事業の指標」の適切性について（指摘） 

消防防災施設等整備事業の指標については、消防車両の車両更新台数として

いる。この指標は消防防災施設等整備事業のうち、消防車両購入事業に関する指

標であるため、消防用資機材整備事業の指標による成果測定がなされていない。

消防車両及び消防用資機材を計画的に整備し、災害への即応体制を確保するた

めには、消防用資機材整備事業に関する指標を設定することが必要である。 

エ 消防用資機材の必要定数について（意見） 

消防用資機材については、浜松市として必要と考えられる仕様に関する明確

な定めはない。そのため、実務的には消防隊については補助金対象となる仕様を

ベースに過去の活動実績から必要な資機材を特定し、基本的には全ての消防署

に一律の資機材を整備している。救助隊については緊急消防援助隊の仕様を満
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たすような資機材を整備している。 
市町村合併により浜松市は大きく広がり、それに伴い各地域の地形や建物の

立地状況は様々になっているため、消防活動といってもそれぞれに必要な資機

材の種類や数量は異なると考えられる。消防隊について、一律の資機材を整備す

ることは、どのような状況でも一定の消防力を発揮できることでメリットがあ

るが、それぞれの地域に不適な資機材が整備される可能性や、必要な資機材が十

分に整備されなくなる可能性がある。消防活動をより効果的に行うためには、そ

の地域の特性を考慮した消防用資機材の種類、必要数の設定が必要と考えられ

るが、各消防署・消防団で常時備えておくべき資機材の種類や数量の検討が十分

に行われていない。 
各消防署で消防活動に不可欠な数量の設定がなされていなければ、消防活動

時に資機材の不足で障害が出たり、必要以上の資機材が配備されることでの無

駄なコストの発生が出たりと、効果・効率が悪化する可能性がある。一律に決め

なくとも、各署地域に応じた必要数を検討し、維持管理を行っていくことが望ま

しい。 
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９ 地震対策消防水利整備事業 

（１） 事業の概要 

事業名 地震対策消防水利整備事業 
事業目的・事業対象 
大規模地震発生時に予想される同時多発火災に備え、耐震性のある消防水利

を設置し、消防隊、消防団及び自主防災隊の消火活動の水源を確保する。 
事業の指標 
整備計画に対する地震対策消防水利設置基数（累計：基） 
 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 10 20 30 

 実績値 10 20  

事業の概要 
〇耐震性貯水槽設置事業 

・大規模地震発生時、水利不足により延焼拡大の恐れがある地域に、10 年間

で 40 基の耐震性貯水槽を設置し、一定の安全性を確保する。その後は、維持

管理体制を確立し、必要に応じたスポット整備を推進していく。 

〇防火井戸設置事業 

・大規模地震発生時、水利不足により延焼拡大の恐れがある地域に、10 年間

で 60 基の防火井戸を設置し、一定の安全性を確保する。その後は、維持管理

体制を確立し、必要に応じたスポット整備を推進していく。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 57,312 53,191 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業の指標」、及び実際の事

業内容の関連性について、警防課への質問、及び関連資料の閲覧により、当

該「事業の指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標として、

適切がどうかを検討した。 

イ 事業の概要に記載の「一定の安全性」が確保された状況とは、どのような状

況を想定しているのかについて、警防課への質問、及び関連資料の閲覧を実

施し、説明内容の妥当性を検討した。 

ウ 以下の支出に係る、予定価格調書、仕様書、契約書、納品書、請求書及び工

事完成届等、関連書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き（閲覧、

突合、及び質問等）を実施することにより、当該事務手続きの合規性等を検

証した。 
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【耐震性貯水槽】 

東区上西町（40 ㎥型）耐震性貯水槽設置工事 （支出額 10,716,840 円） 

【防火井戸】 

東区有玉北町防火井戸設置工事 （支出額 3,445,560 円） 

西区坪井町防火井戸設置工事 （支出額 3,445,560 円） 

南区東若林町防火井戸設置工事 （支出額 3,445,560 円） 

耐震性貯水槽については、金額基準で上位１件を選定した。また防火井戸に

ついては、金額基準で上位３件を選定した。なお、平成 28 年度に防火井戸

を６基整備しているが、事務負担の軽減を図るため、３基ごとに発注してい

る。 

防火井戸を３基ごと発注することにより、周辺住民等への工事概要説明や、

施工中における段階確認などの現場監理業務の効率化を図ることができ、

また、設計・積算業務についても、書類作成に係る時間を削減することがで

きる。 

エ インフラ管理システムへの登録内容を通査し、耐震性貯水槽、及び防火井戸

に関する登録の網羅性、及び正確性を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

 地震対策消防水利と総称される、耐震性貯水槽や防火井戸の整備は、大規模地

震の発生に備えて以前から進められているが、平成26年度に従前計画を見直し、

平成 27 年度からは 10 年間で 100 基の耐震性貯水槽又は防火井戸を整備すると

いう新たな計画の下に、整備が進められている。１年に 10 基（耐震性貯水槽４

基と防火井戸６基）という目標値は、客観的で分かりやすく、事業の指標として

は適切であると考える。 

 10 年間で 100 基という設置基数の根拠については、イで検討する、「一定の安

全性」を確保するために必要な基数を示したものであり、後述のとおり、基数の

算定についても適切であると判断する。 

なお、耐震性貯水槽 40 基と防火井戸 60 基という割合は、当該事業の計画時、

より広い用地が必要となる耐震性貯水槽に確保できる見込みの用地が40程度で

あったことに因る。整備段階では防火井戸の方が安価であるため、その割合に合

理性は認められるが、今後の事業継続に当たっては、維持管理費用を含めたトー

タルコストで、耐震性貯水槽と防火井戸の割合を検討していく必要があると思
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われる。 

イ 「一定の安全性」の確保について 

事業の概要にも記載のとおり、「一定の安全性」を確保することを目的に、地

震対策消防水利の整備が進められているが、そもそもどのような状況を「一定の

安全性」が確保された状況としているのかについて検討した。警防課へのヒアリ

ングによると、「一定の安全性」が確保された状態とは、地震対策消防水利の充

足率が概ね 90％の状態になることを想定している。 

充足率とは、充足数÷基準数で算定されるが、ここで基準数とは、大規模地震

による火災発生時に、延焼危険性が高く、地震対策消防水利が必要な地域を、一

辺が 250m の正方形（以下、「メッシュ」という。）となるように区分けした、そ

の総数のことをいい、充足数とは、基準メッシュのうち、条件を満たす地震対策

消防水利が整備されているメッシュの総数のことをいう。なお、充足としている

メッシュに整備されている消防水利には、耐震性貯水槽や防火井戸以外にも、消

防ポンプ自動車で容易に部署すること（消防活動のために消防ポンプ自動車等

を配置すること）ができ、通年有効な水量が取水可能な自然水利（河川、海など）

やプールがある。 

充足率が高いほど安全性が高いと考えられるが、基準数を構成する地域であ

っても、設置可能な公共用地が確保できない地域や、メッシュ内の大半が河川等

で設置の必要がない地域も存在し、概ね 90％の充足率を満たせば、「一定の安全

性」が確保されたと判断している。 

概ね 90％という基準の妥当性を検証するため、当該事業が完了する平成 36 年

度末における見込みの充足率と、平成 36 年度末における未充足メッシュの状況

を検証したところ、確かに未充足となる地域には、未充足となるに正当な理由が

存在し、概ね 90％の充足率をもって、「一定の安全性」が確保されるとする、警

防課の判断は妥当であると判断した。 

表１ 平成 30 年度～平成 36 年度までの充足推移見込み 

年度（末） 基準数（メッシュ） 充足数（メッシュ） 充足率（％） 

30 2,609.5 2,246.0 86.1 

31 2,609.5 2,256.0 86.5 

32 2,609.5 2,266.0 86.8 

33 2,609.5 2,276.0 87.2 

34 2,609.5 2,286.0 87.6 

35 2,609.5 2,296.0 88.0 

36 2,609.5 2,306.0 88.4 

（消防局提供資料から作成） 
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表２ 平成 36 年度末における未充足数 

基準数（メッシュ） 充足数（メッシュ） 未充足数（メッシュ） 

2,609.5 2,306.0 303.5 

（消防局提供資料から作成） 

表３ 平成 36 年度末における未充足メッシュ内の状況 

区

分 
状況 

未充足数 

（メッシュ） 

割合

（％） 

1 

延焼危険性は高いが、設置可能な公共用地がなく、

建物密集度及び地下水の状況から道路上への設置

も不可能 

99.5 31.3 

2 
延焼危険性は高いが、メッシュ内の大半が民有地、

河川、高速道路等であり設置不可能 
12.5 3.9 

3 
延焼危険性は低く、設置可能な用地も確保できな

い。 
166.0 52.2 

4 延焼危険性が高く、設置可能な用地も存在する。 10.0 3.2 

5 
設置可能な公共用地及び道路等は存在するも、延焼

危険性は低い。 
30.0 9.4 

合計 318.0 100.0 

（消防局提供資料から作成） 

 ※危険度の判断基準…推定延焼危険度図ランク 3又は水利希薄ランクＣ以上 

  ※表３の未充足数には、表２の未充足数には含まれていない「開発行為で事業者側が

設置することで充足となる数値」が含まれているため、差異が生じている。 

ウ 予算執行の手続きについて 

上述のとおり、下記の支出につき、必要と考えられる監査手続きを実施した結

果、予算執行の手続きに問題は発見されなかった。 

【耐震性貯水槽】 

東区上西町（40 ㎥型）耐震性貯水槽設置工事 （支出額 10,716,840 円） 

【防火井戸】 

東区有玉北町防火井戸設置工事 （支出額 3,445,560 円） 

西区坪井町防火井戸設置工事 （支出額 3,445,560 円） 

南区東若林町防火井戸設置工事 （支出額 3,445,560 円） 

エ 耐震性貯水槽の財産異動に伴うインフラ資産管理システムへの登録につ

いて（指摘） 

 耐震性貯水槽や防火井戸は完成後、インフラ資産管理システムに登録される。

平成 28 年度に整備された耐震性貯水槽４基、及び防火井戸６基について、登録

の網羅性及び正確性を検証した。その結果、全て登録されており、登録の漏れは
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なかったが、登録内容ついては、防火井戸６基の耐用年数が、法定耐用年数 10

年のところ、誤って 50 年として入力されていたことが判明した。過去の登録に

ついても確認したところ、平成 26 年度設置の１基、平成 27 年度設置の６基に

ついても、同じ誤りが発見された。 

警防課では、耐震性貯水槽や防火井戸が完成すると随時、担当職員がインフラ

資産管理システムへ登録している。システム上、担当職員の入力後、警防課及び

資産管理担当課の決裁がなければ登録が完了しない作りとなっている。今回、耐

用年数の誤りが発見された防火井戸についても、各課の決裁が完了していたが、

耐用年数等の詳細な内容については確認されないまま、決裁されていた。また次

年度に財政課に提出する決算資料作成の際、登録の有無については確認してい

たが、詳細な登録内容までは確認していなかった。 

今後は、入力後、内容について誤りがないか課内決裁を行ったうえで、登録を

確定させるという改善策が、警防課より提示されている。 

なお、浜松市では資産・負債などのストック情報や減価償却費などのコスト情

報を補完するため、総務省の統一的な基準に基づき、複式簿記・発生主義による

財務書類を作成している。インフラ資産管理システム等へ入力された情報を基

に、固定資産の金額や減価償却費を計算しているため、正確に登録するよう十分

留意するとともに、錯誤が発見された場合には、速やかに訂正処理を行う必要が

ある。 
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１０ 警防業務運営経費 

（１） 事業の概要 

事業名 警防業務運営経費 
事業目的・事業対象 
・災害への即応体制を確保するため、消防業務を遂行するにあたり必要な免

許・資格等を取得させる。 
・安全運転に関する講習会へ職員を派遣し交通安全意識の向上を図る。 
事業の指標 
普通・中型・大型・はしご機関員講習の受講者数（累計：人） 
 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 95 190 285 

 実績値 96 186  

小型移動式クレーン受講者数（累計：人） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 5 10 15 

 実績値 5 11  

玉掛講習受講者数（累計：人） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 5 10 15 

 実績値 5 10  

事業の概要 
・安全運転管理者に安全運転管理定期講習会を受講させ、交通事故防止を図

る。 
・普通・中型・大型・はしご車の運転手（機関員）を養成し、交通事故防止を

図る。 
・救助活動等において瓦礫等の重量物を排除するためにクレーンや玉掛の資

格を取得させる。 
・海外派遣が想定される国際消防救助隊登録隊員に狂犬病の予防接種を行う。

・水難救助隊員に、法令に基づく業務検診（潜水業務）を受診させる。 
・水難救助隊員に必要な潜水士の資格を取得させる。 
 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 1,617 1,440 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業の指標」、及び実際の事

業内容の関連性について、警防課への質問、及び関連資料の閲覧により、当

該「事業の指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標として、

適切かどうかを検討した。 
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イ 平成 26 年度、平成 27 年度及び平成 28 年度の当該事業に係る事業費の明細

をレビューし、各明細に著増減がないことや、事業目的に即した内容となっ

ていることを確かめた。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について 

当該事業は、職員が消防業務を遂行するに当たって必要となる免許や資格を

取得させることを第一の目的としているため、各講習の受講者数を「事業の指標」

とすることは適切であると考える。 

また、受講者の選定方法について、警防課への質問、及び関連資料を閲覧した

結果、職員の年齢や効果的な人員配置など、客観的な判断により、各講習の受講

者が決定されており、問題は発見されなかった。 

イ ３期分（平成 26～28 年度）の事業費の明細レビューについて 

３期分の事業費の明細をレビューした結果、各明細の内容は当該事業に関す

る適切な内容となっており、また著増減もなく、問題は発見されなかった。 
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１１ 救急体制整備事業 

（１） 事業の概要 

事業名 救急体制整備事業 

事業目的・事業対象 

・市民への安全で安心な救急搬送を確保するため、救急自動車や高度救命資機

材の更新及び整備をする。 

・適正な救急活動を行うため救急救命士及び救急有資格者を養成する。 

・病院到着前の救護体制を強化し、救命率の向上、傷病者の後遺症の軽減を図

るとともに、救急活動の質の向上を目指す。 

事業の指標 

病院に収容するまでの平均所要時間（分） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 30 30 30 

 実績値 34 34  

応急手当講習の受講者数（累計） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 40,000 80,000 120,000 

 実績値 35,010 71,698  

事業の概要 

〇救急高度化推進整備事業 

・更新基準に基づき、救急自動車や高度救命資機材の更新及び整備を図る。 

・救急救命研修所へ職員を派遣し救急救命士を養成する。 

・県消防学校救急科へ職員を派遣し救急隊員を養成する。 

・新たな特定行為である拡大２処置の認定救命士を養成し、病院到着前の救護

体制を充実強化する。 

・指導救命士を要請し、救急救命士を含めた救急隊員の教育研修を実施し、救

急活動の質の向上を図る。 

〇応急手当普及啓発事業 

・救命リレーの第１走者となる市民への救命講習等応急手当普及啓発活動を

実施する。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 134,677 134,353 

（２） 手続き 

救急体制整備事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き

（閲覧、突合、分析、質問及び視察等）を実施することにより、当該事務手続き

の合規性等を検証した。 
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（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 救急自動車や高度救命資機材の更新及び整備に関する指標について（指摘） 

事業目的・事業対象に、「市民への安全で安心な救急搬送を確保するため、救

急自動車や高度救命資機材の更新及び整備をする。」という記述があるが、当該

事業目的・事業対象に対応する事業の指標が設定されていない。したがって、救

急車の更新基準の達成状況について事業の指標として設定することを提案する。 
浜松市消防局において定められている「常備消防車両更新基本計画」によると、

救急車両は８年又は12万キロメートル走行した場合に更新することとなってい

る。各署において、平均的に４台の救急車を所有することとなっており、通常使

用する車両３台と非常用車両１台で構成されている。資機材は救急車の更新に

合わせて更新されている。 
下記の表は各署における救急車両の一覧であるが、表中で網掛けした車両に

ついては前述の更新基準を超過しているにもかかわらず、救急車両の更新が行

われていない。 
これは、更新した車両を玉突きの形で非常用車両としているが、近年更新の延

伸や更新した車両の不調により非常用に回せずに廃車とする車両が増え、非常

用車両の年数及び走行距離が特に伸びてしまっているためである。 
常用車両が点検や整備をする際、また大規模災害発生の際は、災害対応として

非常用車両を使用する必要があるため、走行距離は増えているもののメンテナ

ンスを十分に実施しており、使用には問題はないとのことである。 
しかし、救急車の老朽化により救急業務に支障を来しかねない状況に陥る可

能性もある。また、北署に至っては全ての車両が基準を満たしていない状況にあ

り、突発的な故障等により病院に収容するまでの時間が遅れるリスクがより高

いと思われる。したがって、救急車両の品質を適正な水準に保つために、更新基

準に即したサイクルで車両の更新をすべきである。また、８年又は 12 万キロメ

ートルという更新基準を超えても十分に使用可能な状態にあるのであれば、更

新基準を使用実態に応じた更新基準に見直すべきである。 
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       （単位：ｋｍ）
 登録月 走行距離 

中署 

中救急車 H27.12 44,842

相生救急車 H29.2 9,849

高台救急車 H29.2 8,137

予備救急車 H18.3 264,975

東署 

東救急車 H24.11 113,778

上石田救急車 H25.11 91,537

有玉救急車 H22.12 159,966

予備救急車 H18.1 229,625

西署 

西救急車 H27.11 58,520

庄内救急車 H18.1 199,818

湖東救急車 H23.1 166,564

大平台救急車 H26.3 95,013

予備救急車 H17.1 220,937

南署 

南救急車 H27.1 85,025

白脇救急車 H29.2 10,000

予備救急車 H21.2 248,788

浜北署 

浜北救急車 H27.1 82,954

赤佐救急車 H24.2 158,975

予備救急車 H14.8 223,793

北署 

北救急車 H19.12 181,455

三ヶ日救急車 H21.11 179,909

引佐救急車 H17.7 175,151

曳馬野救急車 H24.11 138,461

予備救急車 H15.2 247,455

天竜署 

天竜救急車 H27.12 45,788

春野救急車 H21.12 162,947

佐久間救急車 H25.12 37,391

水窪救急車 H19.2 109,937

予備救急車 H16.1 136,207

（消防局提供資料から作成） 

イ 救急救命士及び救急有資格者の養成に関する指標について（指摘） 

事業目的・事業対象に、「適正な救急活動を行うため救急救命士及び救急有資

格者を養成する。」という記載があるが、当該事業目的・事業対象に対応する事

業の指標が設定されていない。消防局としては、「救急救命士配置計画」を立案

しているため、平成 32 年度末までに目標人数を達成するというような指標を、

当該事業目的・事業対象に対応する事業の指標として設定すべきである。 
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ウ 実態に対応した事業指標の設定について（意見） 

 下記の表及び円グラフは、患者の症状ごとに、各患者の病院への照会回数を区

分した表である。 

（消防局提供資料から作成） 

（消防局提供資料から作成） 

照会回数 軽症（外来診療） 中等症（入院治療） 重症以上 合計 

1 17,108 10,1178 1,392 28,618

2 1,774 633 102 2,509 

3 544 225 17 786 

4 148 42 7 197 

5 42 19 2 63 

6 15 3 1 19 

7 3  3 

8 1  1 

9  1  1 

10    

11    

12    

13  1  1 

合計 19,635 11,042 1,521 32,198
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患者の症状は以下のように区分されている。 

・死亡：初診時において死亡が確認されたもの 

・重症（長期入院）：傷病程度が 3週間以上の入院加療を必要とするもの 

・中等症（入院診療）：傷病程度が重症又は軽症以外のもの 

・軽症（外来診療）：傷病程度が入院加療を必要としないもの 

・その他：医師の診断がないもの及び傷病程度が判明しないもの、もしくはその他の

場所に搬送したもの 

消防庁平成 28 年度救急救助の現況による傷病程度別の受入照会回数では、重

症患者を１回で照会できる確率が 87％、中等症患者が 85％であり、浜松市は全

国平均よりは良好な水準にあるといえる。 

しかし、事業の指標と実績の比較をすると、入電から病院に収容するまでの平

均所要時間が 34 分と、指標目標の 30 分を超過している。 

本来、当該事業の目的としては、入院治療を必要とする中等症以上の傷病者を

いかに早く病院に収容するかが重要となるが、本事業指標においては全ての症

状を一律して指標目標を 30 分と定めている。例えば、軽症（外来診療）の患者

については 30 分を超過したとしても、命にかかわるような問題に発展すること

は想定しにくいが、中等症（入院診療）以上の患者については、その症状により

可能な限り早く病院に収容することが重要である。 

また、立地の違いから、山間部に位置する消防署は、市街地にある消防署より

も消防署から救急現場への到着時間が長くなる傾向にある。そのため、立地に関

係なく一律に 30 分という指標を設けた場合、消防署ごとで指標の達成状況に乖

離が発生することとなる。 

山間部では 30 分より長めの時間を、市街地については 30 分を目安というよ

うに、立地に応じた指標を区別すべきである。 

以上により、以下の２点を考慮して指標を設定する必要がある。 

・傷病者の緊急度に応じた指標(中等症（入院診療）以上の傷病者について

30 分を目安に病院に収容する等。) 

・消防署ごとの立地に応じた指標(山間部は 30 分より長めの、市街地は 30

分より短い指標を設定する等。) 

エ 応急手当普及啓発事業の指標について（意見） 

平成 27 年度より、応急手当講習の受講者数を年間で４万人と設定している。

心肺蘇生ガイドラインは５年おきに改定されており、次回の改定までの５年間

は概ね同様の内容の講習を行うことになる。 
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以下の表は、平成 22 年度から平成 28 年までの講習受講者数の推移である。 

年号（西暦） 受講人員 

平成 22 年（2010 年） 43,159 人 

平成 23 年（2011 年） 44,453 人 

平成 24 年（2012 年） 43,225 人 

平成 25 年（2013 年） 39,747 人 

平成 26 年（2014 年） 36,828 人 

平成 27 年（2015 年） 35,010 人 

平成 28 年（2016 年） 36,688 人 

（消防局提供資料から作成） 

 平成 22 年、平成 27 年にガイドラインの改定が行われているが、ガイドライ

ンが改定された翌年は若干増加する傾向にあるものの、４万人という指標を達

成できているのは、平成 24 年度までであり、指標を定めたのは平成 27 年度で

あるため、指標の人数が実態に整合していない。 

以前は防災訓練等の大規模講習（１回の開催で多数が受講）が多かったが、

近の傾向として、質を重んじた講習に変わってきていることもあり、講習回数は

平成 27 年度 967 回、平成 28 年度 1,050 回と増加しているものの、現状受講者

数が減少している。従前は、防災訓練等の大規模講習で少数の人のみが体験し、

他の人は見学している状態であったが、受講者にＡＥＤ等に実際に触れてもら

うために、個別指導の形態に移行している。 

年間４万人という指標は大規模講習を行っていた時代に設定された、人数に

着目した指標であり、質を重んじた講習を推進している昨今の講習形態とは合

致していない。 

したがって、事業の目的としては、現場に居合わせた市民が実際に応急手当を

実施できるようにすることであるため、近年の受講形態に応じて、事業の指標を、

受講者数・講習回数を勘案した実現可能な指標に見直すべきである。 

オ ＡＥＤ救急活動記録機器リースについて（意見） 

(ｱ) ＡＥＤ専用機器をリースするに至った経緯 

救急車等に積載のＡＥＤで記録した心電図は、救急活動報告書及び事後検証

票としての一部であり、記録・保存をすることは必須である。 

浜松市では、平成 25 年に消防用のＯＡ環境にＡＥＤデータを印刷及び保存す

るソフトをインストールして運用した結果、ソフトを起動後、消防用のＯＡ環境

が正常に機能しない症状が多々発生した。このため、関係部署、メーカーが不具

合の解消に向けて調整してきたが、解消には至っていないことから、ＡＥＤデー

タを印刷及び保存するソフトは単独・独立した機器にて運用をすることとして

いる。 
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仮に機器（ＡＥＤデータ専用のパソコン）を購入整備すると初年度の費用が高

額になるため、現状では維持管理の簡素化、予算の平準化等を考慮し、機器をリ

ース契約している。 

(ｲ) 他の自治体との比較 

他の自治体では、ＡＥＤデータを印刷及び保存するソフトを、別途パソコンを

調達することなく既存のパソコンにインストールできている。ソフトをインス

トールすること自体には費用が掛からないため、浜松市の既存のパソコンでＡ

ＥＤデータを印刷することができれば、ＡＥＤ関連機器のリースに係る追加的

な費用（3,999,700 円の予算）が発生しないこととなる。 

(ｳ) コスト削減に向けて 

今後、ＡＥＤなど、他の情報機器と接続する必要がある機器の導入及び更新に

向けて、消防用のＯＡ環境及び既存の機器に影響を生じないことなど、機器の共

用を可能とする要件や調達方法を検討していくことが望ましい。 
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１２ 消防航空隊運営事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防航空隊運営事業 
事業目的・事業対象 
消防ヘリコプターの効果的な活用により、救急を含む市内全域の災害に対し

被害の軽減を図る。 
事業の指標 
年間飛行時間（累計：時間） 
 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 300 600 900 

 実績値 300 600  

訓練実施回数（累計：回） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 130 260 390 

 実績値 192 367  

消防・防災ヘリ応援機の受入れ体制の整備状況（％） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 55 60 100 

 実績値 55 95  

事業の概要 
・大規模災害時における消防、防災ヘリコプター応援機の受入れ体制を構築す

るとともに、活動体制の強化を図る。 
・消防ヘリコプターを活用し、林野火災における空中消火、水難・山岳事案に

おける捜索、救助及び遠距離救急搬送などの消防活動を展開する。 
・消防ヘリコプター、消防ヘリポート施設等の運営及び維持管理を行う。 
 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 140,269 126,573 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」と「事業の指標」及び実際の事

業内容の関連性について、警防課への質問、及び関連資料の閲覧により検討

し、当該「事業の指標」が「事業目的・事業対象」を達成するために適切か

どうかを検討した。 

イ 以下の支出に係る、予定価格調書、仕様書、契約書、納品書、請求書及び業

務完了届等、関連書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き（閲覧、

突合及び質問等）を実施することにより、当該事務手続きの合規性等を検証

した。 
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 (ｱ) 耐空証明検査（基本） （需用費：支出額 31,860,000 円） 

(ｲ) 耐空証明検査（追加修繕） （需用費：支出額 31,190,400 円） 

 (ｳ) ヘリポート格納庫ホイストクレーン設備保守点検業務 （委託料：支

出額 162,000 円） 

需用費については、金額基準で上位２件を選定し、委託料については、ヘリ

ポートに係る契約２件のうち、金額基準で上位１件を選定した。 

ウ 浜松市浜北区四大地にある消防ヘリポートを訪問し、浜松市消防ヘリコプ

ター（以下、「はまかぜ」という。）やヘリポート設備の視察、並びに、消防

航空隊長、操縦士、整備士及び隊員への質問により、当該事業の実際の運用

状況を確かめた。また、消防ヘリポートに保管してある備品の管理状況を確

かめた。 

エ 平成 28 年６月より、操縦士１名体制により事業が運用されている状況につ

いて、その経緯や問題点等を、関連資料の閲覧、及び所管課への質問により

検討した。 

オ 消防航空隊運営事業が開始された当時の計画や、浜松市が合併した当時の

新市建設計画と、約 10 年経った現在の状況を比較することにより、今後当

該事業を継続するに当たっての課題について検討した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

浜松市消防航空隊は、平成 22 年４月に運用が開始され、平成 29 年４月時点、

隊長以下 11 名（操縦士１名、整備士３名、隊員７名）で構成される。広大な面

積を誇る浜松の地形は、海、山、市街地など多様性に富み、また遠州の空っ風に

代表される厳しい気象条件の中で、消防航空隊は任務に当たっている。 

平成 26 年度～28 年度までの「はまかぜ」の出動実績については以下のとおり

である。消防航空隊としての活動が８年目となり、活動実績による有効性の認識

の高まりとともに、出動回数は増加する傾向にある。 
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平成 26 年度～28 年度までの運航状況 

運航区分 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

件

数 

運航 

時間 

救助・

搬送 

人員 

件

数

運航 

時間 

救助・

搬送 

人員 

件

数 

運航 

時間 

救助・

搬送 

人員 

緊

急

運

航 

管内 火災出動 30 17:16 0 24 14:21 0 22 10:16 0 

救急出動 38 19:43 25 52 23:53 39 111 53:43 89 

救助出動 12 18:18 3 18 12:06 5 11 6:43 4 

その他出動 12 7:02 0 12 6:54 0 18 7:05 0 

管外 火災出動 1 1:45 0 1 1:20 0 0 0:00 0 

救急出動 4 5:16 4 2 0:53 2 7 6:33 7 

救助出動 6 9:19 1 4 1:35 2 10 13:29 5 

その他出動 2 0:55 0 0 0:00 0 1 0:50 0 

計 105 79:34 33 113 61:02 48 180 98:39 105 

通

常

運

航 

自隊

訓練 

消防訓練 69 67:18 － 106 109:38 － 114 118:29 － 

操縦訓練 68 82:00 － 42 75:30 － 19 29:16 － 

整備管理 12 10:05 － 16 13:57 － 17 10:06 － 

合同演習訓練 27 19:45 － 28 27:10 － 25 27:58 － 

調査・広報活動 4 1:48 － 15 12:53 － 26 11:32 － 

その他業務 13 20:25 － 1 1:45 － 2 1:55 － 

計 193 201:21 － 208 240:53 － 203 199:16 － 

総計 298 280:55 33 321 301:55 48 383 297:55 105 

（消防局提供資料から作成） 

※300時間を超えているのは耐空検査から耐空検査までの 1年間で 300時間としている

ため年度集計とは異なる。 

 航空法第 11 条第１項により、「航空機は、有効な耐空証明を受けているもの

でなければ、航空の用に供してはならない」とされており、また航空法第 14 条

により、「耐空証明の有効期間は、１年とする」とされているため、年１回の耐

空証明検査を受ける必要がある。 

事業の指標にある年間目標 300 時間の根拠は、１回の耐空証明検査の点検項

目には暦年点検と時間点検があり、１年点検と 300 時間点検を同時に実施する

ことが、効率的かつ整備運休期間の短縮に繋がることから300時間としている。

航空隊事業を管轄する警防課では、毎年、300 時間内で緊急運航とそのために必

要な技術を維持向上していくための訓練を実施している。 

前述のとおり、浜松市は厳しい気象条件のもとにあり、ときに困難を極める山

岳救助の現場に出動していく「はまかぜ」にとって、普段から十分な訓練を積ん

でおくことは必要不可欠である。 

 訓練実施回数の目標 130 回については、過去５年程度の実績に基づいて、操

縦士、整備士及び隊員が技術を維持していくための 低限必要な回数を定めて

いる。平成 27 年度、平成 28 年度ともに、訓練実施回数の実績値が目標値を大き

く上回っていることについて、警防課に質問したところ、平成 27 年度について
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は、新しい救急救命士隊員の配置に伴う養成訓練の増加のためであり、平成 28

年度については、同救急救命士の訓練継続、及び、新規隊員の配置に伴う養成訓

練の増加等のためであるという回答を得た。 

 よって、運航時間と訓練回数の目標値及び実績値には合理性が認められるが、

一方で、浜松市においては、現在、300 時間の運航時間を１人の操縦士が担って

いるため、大きな負担となっていることが予想される。操縦士１名体制が継続し

ている現状については、後述する。 

 「消防・防災ヘリ応援機の受入れ体制の整備状況」については、消防ヘリポー

トなどの大規模な事業を完了したら 50％達成、静岡県内航空消防相互応援協定

書再締結などの中程度の事業を完了したら 20％達成などと規定したうえで、

100％とすることを目標としているが、計算の仕方が客観性に乏しいため、事業

の指標としては、適切でないと判断する。100％となる平成 29 年度に整備が完

了したと判断できるかが不明確であるため、平成 29 年度以降も、受入れ体制に

不備や改善点はないか、継続的に検討していくことが必要である。 

イ 予算執行手続きについて 

以下の支出につき、必要と考えられる監査手続きを実施した結果、予算執行の

手続きは適切に実施されていた。 

(ｱ) 耐空証明検査（基本） （需用費：支出額 31,860,000 円） 

(ｲ) 耐空証明検査（追加修繕） （需用費：支出額 31,190,400 円） 

 (ｳ) ヘリポート格納庫ホイストクレーン設備保守点検業務 （委託料：支

出額 162,000 円） 

ウ 浜松市浜北区四大地にある消防ヘリポート訪問について 

消防ヘリポートを訪問することにより、実際の「はまかぜ」の運用状況を把握

した。また、消防航空隊長、操縦士、整備士及び隊員への質問、並びに、備品の

管理状況を検証した結果、消防ヘリポートでの業務の運用状況に不備は発見さ

れなかった。 

エ 全国的な操縦士の不足と浜松市の操縦士の状況について（意見） 

 消防ヘリコプターの操縦士は全国的に不足しており、消防庁他、各分野の専門

家により、平成 27 年５月から平成 28 年２月にかけて、「消防防災ヘリコプター

の操縦士の養成・確保のあり方に関する検討会」が開催され、平成 28 年３月に

当該検討会に係る報告書がまとめられた。 
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「消防防災ヘリコプターの操縦士の養成・確保のあり方に関する検討会報告書」抜粋 

ヘリコプター操縦士の高齢化に伴い、近い将来、操縦士の大量退職が見込まれてお

り、ヘリコプター操縦士の養成・確保について、消防防災ヘリコプターにおいても例

外なく、重要な課題となっている。 

 ヘリコプター操縦士の資格取得の教育機関における操縦士の供給数は、今後の需要

予測を賄うことができるとされているが、消防防災ヘリコプターにおいては、業務の

特殊性から、経験の浅い操縦士が即戦力となり得る乗務要件とはなっていないところ

がある。 

 しかも、従来若手操縦士が飛行経験を積む場となっていた、薬剤散布等の仕事が大

幅に減少し、経験の浅い若手操縦士の経験を積む土壌がなくなってきているため、消

防防災ヘリコプター操縦士に必要な乗務要件をクリアできない現状となっている。 

 さらに、消防防災業務においては、山岳地域での救助活動等の任務があり、地点間

飛行に加えて、高度な技術が要求され、単に飛行時間を積み重ねていくだけでなく、

消防防災業務に特化した訓練等により、任務に対応できる技術を身につけていくこと

が必要である。 

 また、操縦士養成に係る経費は、非常に高額であるため、各自治体等における厳し

い財政状況の中で、いかにして養成に係る経費を捻出していくかを検討していかなけ

ればならないところである。 

浜松市においては、平成 22 年４月の発足時には３名いた操縦士が、平成 28 年

６月には１名となり、現在に至るまで操縦士１名の状況が続いている。航空法、

及び、飛行規程上、「はまかぜ」を運航する際の「 小乗組員数は１名で右側座

席に操縦士」とされているものの、消防ヘリコプターの操縦士が１名しかいない

都市は他にない。 

警防課においては、平成 26 年に１名、平成 28 年に２名を操縦士候補として

新規に採用するなど、いずれの職員も現在、操縦士としては勤務していないもの

の、積極的に操縦士増員に向けた活動を行っている。加えて、警防課では消防庁

に、消防ヘリコプター運航業務の民間委託の可否を照会しているが、当初からの

見解のとおり、民間に委託することはできないとの回答を得ている。その理由に

ついて、過去に出された消防庁応急対策室長通知より抜粋する。 

平成 20 年 2 月 20 日付消防応第 22 号消防庁応急対策室長通知 抜粋 

「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する（消防

組織法第 6条）」とされており、この場合の「消防」は、「その施設及び人員を活用し

て、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災

害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減すること（同法第 1 条）」とされて

います。 

 このような市町村の消防責任及びその任務特性から、民間委託については、そもそ

も想定されていないものであり、消防防災ヘリコプターによる消防活動を民間へ委託

することはなじまないと思料します。 
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平成 29 年 11 月現在、他都市の消防ヘリコプターの運航体制は以下のとおり

である。 

他都市消防ヘリコプター操縦士運航体制 

政令指定都市 操縦士人数 運航体制 

札幌市 4 人 
・2機運用 

・操縦士 2名運航 

仙台市 6 人 
・2機運用 

・操縦士 2名運航 

千葉市 4 人 
・2機運用 

・操縦士 2名運航 

東京消防庁 26 人 
・8機運用 

・操縦士 2名運航 

横浜市 6 人 
・2機運用 

・操縦士 2名運航 

川崎市 6 人 
・2機運用 

・操縦士原則 2名運航（1名運航も実施） 

静岡市 3 人 
・１機運用 

・操縦士原則 2名運航（1名運航も実施） 

名古屋市 4 人 
・2機運用 

・操縦士 2名運航 

京都市 8 人 
・2機運用 

・操縦士 2名運航 

大阪市 5 人 
・2機運用 

・操縦士 2名運航 

神戸市 

（県と共同運航） 
7 人 

・3機運用 

・操縦士 2名運航 

岡山市 3 人 
・1機運用 

・操縦士 1名運航（要領見直し中） 

広島市 3 人 
・1機運用 

・操縦士原則 2名運航（1名運航も実施） 

北九州市 4 人 
・１機運用 

・操縦士原則 2名運航（1名運航も実施） 

福岡市 5 人 
・2機運用 

・操縦士 2名運航 

（消防局提供資料から作成） 

上の表からも分かるとおり、岡山市を除き、消防ヘリコプターを所有する都

市では、操縦士２名運航を原則としている。これは、ヘリコプターを操縦する

に当たっての操縦士の任務は、機体の操縦だけでなく、周囲の地理的状況や天

候等の確認、地上との無線によるやり取り、傷病者の状態の把握など、多岐に

渡り、負担が大きいためである。また、２名で運航することにより、運航中の

機長の急病など不測の事態にも対応できるよう、万全の体制を整えている。浜
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松市においては、安定的な運航を維持するためには、操縦士の増員が急務であ

る。 

短期的な対応としては、「はまかぜ」の運航資格である事業用操縦士技能証明

（型式限定：SA365 型 以下「型式限定」という。）を有する人を採用し、直ち

に操縦士２名体制を構築すること、又は、従来どおり、型式限定を有していな

くても、事業用操縦士技能証明（陸上単発又は多発タービン機）を有している

人を採用し、採用後に型式限定を取得させ、できるだけ早く操縦士２名体制を

構築することが挙げられる。 

しかし、前述のとおり、全国的に消防ヘリコプターの操縦士が不足している

状況や、平成 27 年には、型式限定を取得した後に、他の消防に操縦士として転

職した例があることも踏まえて、長期的な対応として、離職の可能性が低い現

消防職員の中から操縦士として、適性や意欲のある者を選抜し育成することも、

併せて検討する必要があると考える。 

次の表は、各都市が所有する消防ヘリコプターの機種と平成 28 年の運航状

況をまとめた表である。これを見ると、浜松市消防ヘリコプターの操縦士の運

航時間が 310 時間と、他の都市の操縦士と比較して、突出して長いことが分か

る。 

他都市消防ヘリコプターの状況（平成 28 年中） 

政令指定都市 

運航実績（災害） 操縦士 運航時間 

件数 
1 機 

当たり

1 万人

当たり
総数 

災害・ 

訓練等 

操縦士 

１人当たり

札幌市 395 198 2.0 4 350:00 87:30 

仙台市 71 36 0.7 6 376:00 62:40 

千葉市 82 41 0.8 4 225:00 56:15 

東京消防庁 483 60 0.4 26 1,725:00 66:20 

横浜市 109 55 0.3 6 304:00 50:40 

川崎市 53 27 0.4 6 425:00 70:50 

静岡市 64 64 0.9 3 175:00 58:20 

浜松市 175 175 2.2 1 310:00 310:00 

名古屋市 134 67 0.6 4 386:00 96:30 

京都市 159 80 1.1 8 398:00 49:45 

大阪市 80 40 0.3 5 374:00 74:48 

神戸市 

（県と共同運航）
440 147 0.8 7 592:00 84:34 

岡山市 38 38 0.5 3 277:00 92:20 

広島市 168 168 1.4 3 254:00 84:40 

北九州市 80 80 0.8 4 262:00 65:30 

福岡市 162 81 1.0 5 454:00 90:48 

（消防局提供資料から作成） 
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 浜松市はそもそも操縦士が１名であるため、必然的に１人当たりの操縦士の

運航時間が長くなることは予想できる。しかし、平成 28 年度においては、全運

航時間 297 時間（上記表は暦年での集計のため数値が異なる。前記（３）ア「平

成 26 年度～28 年度までの運航状況」参照。）のうち、約 62％にあたる 185 時

間は訓練のための運航である。訓練であったとしてもヘリコプターの運航には

常にリスクが伴うため、任務の遂行に必要とされる技術を維持、習得するため

の訓練かどうかの客観的な判断が必要となる。 

 この点について、警防課では「はまかぜ」は、海、山、市街地などの浜松市

の地理的多様性に対応する必要があり、難易度の高い山岳救助にも出動するこ

とが求められることから、十分な訓練を積んでおく必要があり、技術を維持し

ていくために必要な訓練をしているとの見解である。しかし、一方で、操縦士

が行っている訓練については、難易度やリスクの高さを客観的に判断できてい

ないという現状について、問題意識を持っている。 

 静岡市では、山岳救助におけるホバリング高度の上限（3,200 メートル）を

設定しており、また、埼玉県では、ヘリ救助を有料化している山岳区域がある

ことから、浜松市においても、操縦士及び隊員の安全確保のためにも、人命救

助という大義の下でできるところまでやるのではなく、状況に応じて、どこま

でやるかを検討し、明確にしていくことが重要であると考える。 

オ 「はまかぜ」の操縦士の処遇について（意見） 

浜松市において、前述のとおり、平成 27 年に「はまかぜ」の操縦に必要な型

式限定を取得した後に、他の消防に操縦士として転職した例があり、そのような

事例は全国的に見られることから、消防ヘリコプターの操縦士という資格が、地

域に縛られるものではなく、技能を活かしてよりよい処遇を求めることを可能

にさせることが分かる。 

 一方で、浜松市の操縦士に対する手当は、特殊勤務手当ではなく、調整額とし

て支給されているが、他の政令指定都市における手当と比較して、低い状況にあ

る。処遇を改善することが全てではないが、報酬の高いところに人が集まること

は市場の原理であり、現行の処遇により操縦士の確保が難しくなっていると考

えられ、操縦士という技能の特殊性や、消防ヘリコプターの操縦士が全国的に不

足している現状に鑑みて、早急に他の政令指定都市と同水準の処遇に改善する

ことが望ましい。 
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静岡県内航空隊処遇一覧表（概算） 

 浜松市 静岡市 静岡県 

操縦士 
調整額支給（月） 

63,600 円（5 級の場合） 

特殊勤務手当（月） 

約 150,000 円 

（月 22 日勤務、1 日当たり 1

時間搭乗した場合） 

委託 

（消防局提供資料から作成） 

カ 消防航空隊運営事業の今後について（意見） 

 平成 28 年度の当該事業の決算値は 126,573 千円（人件費を除く）であり、

「はまかぜ」の導入が検討されていた平成 19 年１月当時、約 100,000 千円（人

件費を除く）の年間予算を見込んでおり、若干の乖離は見られるものの、大き

な隔たりはない。 

 しかし、「はまかぜ」導入当時に比べて、全国的に操縦士が不足していること

により、操縦士を確保することが非常に困難になっており、その状況がすぐに

改善するとは考えにくい。 

 その点で「はまかぜ」導入当時とは、大きく状況が変化する中、必要とする

数の操縦士が確保できることを前提とした、導入当初の計画のまま事業を継続

することは、現時点で抱える問題点を将来に先送りしてしまう可能性がある。 

 当該事業は、平成 17 年の天竜川・浜名湖地域広域市町村合併に際し、北遠山

間地から都市部における広大な地域の各種災害に迅速に対応するため、新市建

設計画（平成 16 年 10 月策定）に組み込まれたことが事の始まりであり、北遠

地域の救急医療体制の充実強化が、当該事業の推進を決定する大きな要因にな

った。事業を約 10 年継続してきた中で、実際の事業費、人件費、出動回数、出

動理由、出動地域、静岡県及び静岡市との連携状況など、より具体的なデータ

が蓄積され、将来に向けた建設的な議論が可能となっている。このような状況

の中、当初の判断をもう一度見直してみる時期に来ているのではないかと考え

る。 

 見直しに当たっては、消防局単独ではなく、財政課や人事課などの関連部署

と協力し、航空隊運営事業の将来ビジョンを共有したうえで、静岡県や静岡市

との共同運航の可能性などを含めて、より長期的な視点に立って、見直しする

ことが重要であると考える。 
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１３ 情報指令費 

（１） 事業の概要 

情報指令課が所管する事業として、消防情報通信ネットワーク事業及び消防・

救急無線デジタル化事業があり、各事業の概要は下表のとおりである。 

事業名 消防情報通信ネットワーク事業 
事業目的・事業対象 
市民等からの緊急通報の受付部門として、迅速・的確な受付け処理と指令管制

を行うなどの総合的な情報管理体制を確立することで、災害等による被害の

軽減を図る。 
事業の指標 
年度ごとの保守業務達成率（％） 
 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 100 100 100 

 実績値 100 100  

119 番通報の総受信件数に占める、緊急を要しない通報件数割合（％） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 20 18.3 17.5 

 実績値 17.1 16.0  

事業の概要 

○指令管制・画像伝送維持管理事業 

・24 時間 365 日体制の指令管制システムの運用、消防ＯＡシステム、無線設

備の維持管理を行い、迅速・的確な 119 番通報受付け処理と指令管制によ

り、災害被害の軽減に努める。 

・緊急を要しない通報の軽減を広く呼びかける。 

・画像伝送システムを活用し、高所監視カメラ及びヘリコプターテレビ電送

システム（以下、「高所監視カメラ等」という。）による情報収集と出動隊へ

の情報提供など、画像情報を災害活動に活用するとともに、大規模災害発生

時（地震災害等）には、高所監視カメラ等による津波警戒監視及び被害状況

等を市危機管理センター及び県へ早期に配信し、情報の共有を図る。 

○指令管制システム・消防情報基盤整備事業 

・消防における情報基盤を維持することにより、デジタル通信技術と高度情

報化の進捗への対応を図る。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 173,886 154,758 
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事業名 消防・救急無線デジタル化事業 

事業目的・事業対象 

総務省の消防救急無線デジタル化政策に基づき、無線のデジタル化を期限内に

完了する。 

市内全域において、既存のアナログ無線のエリアとデジタル無線移行後のエリ

アを可能な限り同様とし、災害活動に支障をきたすことなくスムーズな通信体

系を確保する。 

事業の指標 

デジタル化事業の進捗率（アナログ無線撤去を含む。）（％） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 98 100 完了 

 実績値 98 100 － 

事業の概要 

・整備した消防救急デジタル無線の効率的な運用を図る。 

・署所及び車両等に配備した無線機器等の運用等に関する説明並びに効率的

な運用を行うための要綱等整備を図る。 

・消防救急無線のデジタル化に伴い、旧アナログ無線設備の撤去を行う。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 1,876,951 38,528 

ア 契約事務について 

上記２事業を実施するため、平成 28 年度においては下表の契約を締結し、外

部業者へ業務の委託、物品等の賃借又は売買を行っている。 

No. 委託業務名又は賃借物 

税抜きの 

契約金額 

（千円） 

契約方法 

1 無線機載せ替え修繕【救急車】 462 随契（1者特命） 

2 AVM 載せ替え修繕【消防車】 359 随契（1者特命） 

3 〃 359 随契（1者特命） 

4 〃 359 随契（1者特命） 

5 〃 359 随契（1者特命） 

6 AVM 載せ替え修繕【救急車】 680 随契（1者特命） 

7 〃 340 随契（1者特命） 

8 浜松市消防局無線アンテナ修繕工事 278 少額工事 1者見積り 

9 高所監視カメラ用非常用電源等撤去工事 860 随契（1者特命） 

10 陸上移動局等保守業務委託 138 指名競争入札 

11 画像伝送システム高所監視カメラ定期点検業務委託 650 随契（1者特命） 

12 画像伝送システム無停電電源装置保守点検業務委託 90 随契（1者特命） 

13 消防指令管制システム保守業務委託 75,000 WTO 随意契約 

14 航空無線局設備等保守点検業務委託 105 随意契約（見積合せ）

15 デジタル無線中継局自家用電気工作物保安管理業務委託 352 随意契約（見積合せ）

16 デジタル無線中継局消火器点検業務委託 100 随意契約（見積合せ）

17 デジタル無線中継局自家発電設備保守点検業務委託 140 随意契約（見積合せ）
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No. 委託業務名又は賃借物 

税抜きの 

契約金額 

（千円） 

契約方法 

18 気象測器検定認定点検業務委託 2,450 随契（1者特命） 

19 発信地表示使用料 145 随契（1者特命） 

20 消防業務用端末の設定等に係る業務委託 2,520 随契（1者特命） 

21 高所監視施設設置場所賃借料 2,963 随契（1者特命） 

22 消防救急デジタル無線施設設置場所賃借料 2,698 随契（1者特命） 

23 消防業務用端末賃借料（H21.10～H27.9） 258 一般競争入札 

24 消防業務用端末賃借料（H22.10～H28.9） 87 指名競争入札 

25 消防業務用端末賃借料（H24.3～H30.2） 396 一般競争入札 

26 消防業務用端末賃借料（H27.10～H32.9） 252 一般競争入札 

27 消防業務用端末賃借料（H28.10～H33.9） 264 一般競争入札 

28 消防業務用プリンタ賃貸借（H24.3～H30.2） 94 指名競争入札 

29 電話設備機器等賃貸借（H27.10～H33.9) 237 一般競争入札 

（情報指令課提供資料から作成） 

イ 情報システムの運用及び情報セキュリティについて 

市においては、情報セキュリティに関連する規則類として、「浜松市情報セキ

ュリティ基本方針」（平成 27 年 10 月）（以下、「基本方針」という。）、「浜松市情

報セキュリティ対策基準」（平成 27 年 10 月）（以下、「対策基準」という。）が整

備されている。 

また、消防局においては、情報セキュリティ実施手順（以下、「実施手順」と

いう。）として、消防情報システムに係る「浜松市消防局消防情報システムセキ

ュリティ要綱」（制定 平成21年４月１日）（以下、「セキュリティ要綱」という。）、

「浜松市消防局消防情報システム運用基準書」（制定 平成 21 年４月１日 第１

版）（以下、「運用基準書」という。）業務編及びシステム編が整備されている。 

基本方針及び対策基準は、情報セキュリティに係る市全体のルールとして消

防局にも適用される。 

浜松市情報セキュリ
ティ基本方針

浜松市情報セキュリティ
対策基準

浜松市消防局消防情報システム
セキュリティ要綱

浜松市消防局消防情報システム運用基準書
業務編・システム編
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基本方針は、市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定

めたものである。基本方針に基づき、対策基準及び実施手順の策定が求められる。 
対策基準は、基本方針に定められた対策等を実施するために、具体的な遵守事

項及び判断基準等を定めたものである。 
実施手順は、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた

ものであり、消防局にあってはセキュリティ要綱及び運用基準書がそれに該当

する。 
対策基準及び実施手順は、公にすることにより市の行政運営に支障を及ぼす

おそれがあるとして非公開とされている。 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業の指標」、及び実際の事

業内容の関連性について、情報指令課への質問、及び関連資料の閲覧により、

当該「事業の指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標として、

適切かどうかを検討した。 

イ 情報システムの調達・運用に係る資料を入手し、必要と考えられる監査手続

き（閲覧、突合、分析、質問、観察等）を実施することにより、当該事務手

続きの合規性等を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 情報システムの調達単位について（意見） 

指令管制システム保守業務委託は、消防情報システムの保守に係る業務委託

契約である。当該システムは、平成 23 年度より本稼働しており、以降継続的に

使用されている。 

当該システムの買取りは、一般競争入札により調達されているものの、その後

の保守は、納入元事業者でないと対応が困難であることを理由として、随意契約

（ＷＴＯ随意契約）で調達されている。 

また、平成 28 年度より本稼働している消防・救急デジタル無線システムは、

平成28年度が瑕疵担保対象期間に含まれるため、保守契約は締結されていない。

当該システムは、10 年間の継続使用が見込まれるため、瑕疵担保期間を過ぎた

残り８年間については保守契約を締結することが見込まれる。 

当該システムの買取りも、一般競争入札により調達されているものの、平成 30

年度以降の保守は、納入元事業者でないと対応が困難であることを理由として、

随意契約（ＷＴＯ随意契約）で調達することが見込まれている。 
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なお、消防・救急デジタル無線システムの納入事業者は、独占禁止法第３条（私

的独占又は不当な取引制限の禁止）の規定に違反するものとして、平成 29 年２

月２日に公正取引委員会より排除措置命令が下っている。そのため、市は浜松市

建設工事請負契約約款第 42 条の２第１項第３号の規定に基づき、契約金額

（2,097,900 千円）の 10％を違約金として請求し、これを領収している。 

情報システムの賃貸借又は買取りと保守の調達単位を分離した場合、それぞ

れに係る契約方法を入札によることができるのであれば、事業者の参入機会を

広げ、競争が確保されることによりコストを低減する効果が見込まれる。 

しかし、情報システムの賃貸借又は買取りについて一般競争入札によったと

しても、当該情報システムに係る技術的な優位性を理由として保守が随意契約

により調達されるのであれば、前者については競争が確保されているとしても、

後者については競争が確保されないこととなる。そのため、保守費用について情

報化に要する経費の抑制が十分に測られず、情報システムのライフサイクル全

体を見た場合には十分なコスト低減が図られていない可能性がある。 

また、情報システムの賃貸借又は買取りと保守の調達単位が分離されている

場合、情報システムの賃貸借又は買取り時の納入事業者に違反行為に基づく違

約金が発生したとしても、その後の保守を随意契約によるのであれば、競争を確

保することができないことから、結果的に高値で契約せざるを得ないことが懸

念される。 

「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン 実務手引書」

（総務省：平成 29 年４月 11 日更新） 第３編第６章において、情報システムの

調達単位は分離することを基本としつつ、ライフサイクルコスト等を考慮のう

え、競争が確保されコストが低減されるよう合理的な調達単位を検討するもの

とされている。また、複数の調達単位をまとめて調達する例として、情報システ

ムの保守は、賃貸借又は買取りと合わせ、同一の調達単位とすることは差し支え

ないとされている。 

今後、消防情報システム及び消防・救急デジタル無線システム等の大規模な情

報システムを導入又は更新する場合は、後年の多額な経費の発生を防ぐため、企

画、開発、導入、保守・運用まで当該システムのライフサイクルにわたって生じ

る全てのコストを明確化したうえで調達の検討を行い、保守に係る業務委託契

約を一般競争入札で調達できないことが見込まれる場合は、導入時の情報シス

テムの賃貸借又は買取りと合わせ、同一の調達単位とすることが望ましい。 

また、平成 28 年度より本稼働している消防・救急デジタル無線システムの平

成 30 年度以降の保守契約を随意契約で実施する場合には、他の消防本部及び情

報政策課と情報共有し、契約金額の合理性について検討することが望まれる。 
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イ 「事業の指標」の適切性について（意見） 

平成 28 年度における消防情報通信ネットワーク事業の指標は、「年度ごとの

保守業務達成率」と「119番通報の総受信件数に占める、緊急を要しない通報

件数割合」の２つが設定されている。平成 28 年度において、前者の目標値で

ある100％及び後者の目標値である18.3％を、それぞれ達成している。 

当該事業の内容は、指令管制システムの運用、消防ＯＡシステム、無線設備の

維持管理を通じた 24 時間 365 日体制の確保、緊急を要しない通報の軽減の呼び

かけ、画像伝送システムを活用し、高所監視カメラ及びヘリテレ（以下、「高所

監視カメラ等」という。）による情報収集と出動隊への情報提供、大規模災害発

生時（地震災害等）には、高所監視カメラ等による津波警戒監視及び被害状況等

を市危機管理センター及び県へ早期に配信するなどの事業内容が掲げられてい

る。 

このうち、「緊急を要しない通報の軽減の呼びかけ」については、事業の指標

である「119番通報の総受信件数に占める、緊急を要しない通報件数割合」が

対応する。しかし、それ以外の事業内容は、上記指標と直接的な対応関係がな

いため、効果を測定する観点からは事業の指標として十分でないと考えられる。 

そのため、事業の指標の対象は、例えば 24 時間 365 日体制の達成率を掲げるな

ど、事業内容を考慮した設定を検討することが望ましい。 

ウ 情報セキュリティ実施手順の未整備及び未更新について（指摘） 

情報指令課では、消防情報システム及び消防・救急デジタル無線システムを所

管している。 

基本方針では、「情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策

を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定する」

とされているため、消防局情報指令課では、所管する各システムについて実施手

順を策定する必要がある。 

情報指令課では、セキュリティ要綱、運用基準書（業務編及びシステム編）を

策定しているものの、内容は制定時に稼働していた旧消防情報システムを前提

としたものであり、平成 24 年３月より本稼働している現行の消防情報システム

に対応した内容になっていない。また、消防・救急デジタル無線システムについ

ては、情報セキュリティ実施手順に該当するものは策定されていない。 

そのため、平成 28 年度中においては、当該システムについて必須とされてい

る実施手順の策定が不十分な状況であったといえる。 

当該システムに係る実施手順を策定又は現行システムに合わせて改定すべき

である。 
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エ ログ取得方針について（指摘） 

情報指令課では、消防情報システム及び消防・救急デジタル無線システムにつ

いて、いくつかのログが取得されているものの、ログ取得等に係る方針が定めら

れていない。 

情報システムについては、ユーザＩＤをキーとした操作ログ等を収集し、必要

に応じて悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検を

実施できる環境を整備することが望ましいとされる。 

そのような観点から、対策基準 6.1(4)②では、情報システム管理者は、ログ

として取得する項目、保存期間、取扱方法及びログが取得できなくなった場合の

対処等について定める旨が求められている。 

そのため、情報指令課長は所管する当該システムについて、ログ取得等に係る

方針を定める必要がある。 

オ 利用者ＩＤの取扱いについて（指摘） 

消防情報システム及び消防・救急デジタル無線システムについて、利用者ＩＤ

の取扱いについて定められていない。 

情報システムについては、アクセスを要求してきた者が正当な権限者である

ことを確保するため、利用者ＩＤの付与に係る手順を定めるとともに、業務上必

要がなくなった場合は利用者ＩＤの無効化又は抹消する体制を整備することが

望ましいとされる。 

そのような観点から、対策基準 6.2(1)②では、情報セキュリティ責任者及び

情報システム管理者は、利用者の登録、変更、抹消等の情報管理、職員等の異動、

出向、退職者に伴う利用者ＩＤの取扱い等の方法を定める旨が求められている。 

そのため、情報セキュリティ責任者である情報政策課長及び情報システム管

理者である情報指令課長は、所管する当該システムについて、利用者ＩＤの取扱

い等の方法を定める必要がある。 

カ バックアップの取得状況の確認について（指摘） 

消防情報システムに係るデータは、情報システムの自動機能により定期的に

バックアップが行われているものの、実際のバックアップ実行結果については

確認が行われていない。 

情報システムについては、自動機能によるバックアップ処理は、何らかの不具

合により失敗することも見込まれるため、定期的に実行結果を確認することが

望ましいとされる。 

そのような観点から、運用基準書（システム編）第５条第４号では、データの

バックアップを行うとともにその確認を行う旨が求められている。 
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そのため、運用担当者は、当該システムに係るデータのバックアップ処理につ

いて、実行結果の定期的な確認を行う必要がある。 

キ パスワード管理方針について（指摘） 

情報指令課では、消防情報システムへのアクセスに際し利用者ＩＤ及びパス

ワードによるアクセス管理が行われているもの、操作者用パスワードに係る管

理方法が定められていない。また、パスワードに係る情報システムのセキュリテ

ィ強化機能は設定されていなかった。 

パスワードは、操作者の正当な権限を確認するためその機密性を保持するた

め、他人に推測されにくい、十分な長さと複雑性を有するものとするなどの適切

な管理方法を定める必要がある。 

そのような観点から、セキュリティ要綱第８条では、情報システムの構成機器

に係る操作者用パスワードに関し、管理方法を定める旨、また、対策基準 6.2.(3)

では、情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、パスワードを不正利

用から保護するため、システム等でパスワード設定のセキュリティ強化機能が

ある場合は、これを有効に活用しなければならない旨が定められている。 

そのため、情報セキュリティ責任者である情報政策課長及び情報システム管

理者である情報指令課長は、所管する当該システムについて、操作者用パスワー

ドに係る管理方法を定めるとともに、システム等でパスワードのセキュリティ

強化機能を設定する必要がある。 
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１４ 消防団活動事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防団活動事業 

事業目的・事業対象 

消防団活動に対し、必要な費用の支出や被服の貸与を行い、消防団員の安全な

活動を推進するとともに、消防団員の士気高揚と活動への市民の理解を深め

ることを目的とする。 

事業の指標 

公務災害件数の改善率（％） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 100 100 100 

 実績値 66.6 66.6 

事業の概要 

・消防団員出動等活動事業 

消防団員の災害出動等の活動に対し費用弁償を行う。 

・消防団運営管理等交付事業（交付金） 

消防団の円滑な運営管理を図るため、消防団に対し運営に要する経費を交付

する。 

・消防団員被服整備事業 

消防団員の活動上必要な被服及び付属品を消防団の基準に基づき貸与し、消

防団員の活動の安全性向上を図る。 

・出初式開催事業 

新年の消防演習として、消防装備、訓練等を市民に披露することで、消防活動

及び防火防災についての理解を得るとともに消防職員及び消防団員の士気高

揚を図るため、消防出初式を挙行する。また、式典にて優良な消防分団及び消

防団員に対し表彰を行う。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 268,501 259,294 

（２） 手続き 

ア 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業の指標」、及び実際の事

業内容との関連性について、消防総務課への質問、及び関連資料の閲覧によ

り、当該「事業の指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標と

して、適切かどうかを検討した。 

イ 消防団本部、ラッパ隊、支団本部及び分団（以下、「消防団組織」という。）

が作成した全ての平成28年度交付金収支決算報告書及び交付金出納簿を閲

覧するとともに、必要な支出については証ひょう書類との突合を実施した。 
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ウ 消防団運営管理等交付事業に係る関連書類一式を入手し、必要と考えられ

る監査手続き（閲覧、突合、分析及び質問等）を実施することにより、当該

事務手続きの合規性等を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

「事業の指標」に記載の「実績値」は、平成 23 年度の公務災害発生件数９件

と比較した改善率を表しており、改善率 66.6％という数値は、公務災害発生件

数が６件減少し３件発生していることを示している。公務災害件数は０件が理

想であることは言うまでもなく、「事業の指標」として適切であると判断する。 

また、消防団活動を効果的かつ効率的に実施するためには、必要な消防団員数

を確保することが必要であることから、「事業の指標」として、適切な定員に対

する消防団員数の「充足率」も追加で設定することが望ましい。 

イ 消防団員に対する報酬及び費用弁償の領収書について（意見） 

消防団員に直接支給される金銭には、浜松市消防団に関する条例第７条に定

められる「報酬」と浜松市消防団に関する条例第８条に定められる「費用弁償」

とがある。報酬は消防団員という身分に対して支払われる報酬給与の性格を有

しており、費用弁償は災害・訓練において出動した団員に支払われる逸失利益の

補填という性格を有している。報酬については年２回にわけて支給され、費用弁

償については各分団から提出される出動人員報告書をもとに毎月支給されてい

る。支給額は以下のとおりである。 

階級 報酬支給額（年額） 

団長 82,500 円

副団長（支団長） 69,000 円

方面隊長 60,000 円

分団長 50,500 円

副分団長 45,500 円

部長 37,000 円

班長 37,000 円

団員 36,500 円

機能別消防団員 0 円

（浜松市消防団に関する条例 別表第 1から作成） 
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区分 費用弁償支給額 

災害出動 1 回につき 3,000 円 

訓練 1 回につき 2,000 円 

（浜松市消防団に関する条例 別表第 2から作成） 

備考 災害出動に引き続き 4時間を超えて勤務したときの計算は、4 時間を超える 4時

間まで毎に 1 回の勤務があったものとみなす。 

報酬及び費用弁償（以下、「報酬等」という。）については、消防団員個人に直

接支払われるのが本来であるが、支払事務を簡素化させるために、①消防局から

分団長名義の通帳に総額を振り込む、②分団長から対象団員に報酬等を支給す

る、③受領すべき団員が確実に受領したことの裏付けとして領収書を作成し消

防局側へ提出する、という業務フローで行われている。この業務フローによると、

各分団は毎月相当数の領収書を作成することになり、消防局側の保管コストも

相当なものになっている。 

各分団で作成する領収書を一覧表形式とし、団員が受領した証明として署名

をすることとすれば、各分団における事務負担及び消防局側の保管コストの削

減を図ることが可能ではないかと考えられる。 

参考資料：現在使用されている領収書の様式 

平成 年 月 日

 

年報酬・費用弁償領収書 

 

私は、平成  年度 

 

前期年報酬 ・ 後期年報酬 ・   月分費用弁償 を 

下記のとおり受領いたしました。 

 

記 

   

    ・年報酬      金          円 

  

    ・費用弁償     金          円 

 

 

浜松市消防団   支団  第   分団 

 

階級         氏名             ㊞ 
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ウ 操法大会に対する訓練及びその費用弁償について（意見） 

操法大会とは消火操法の熟練度を競う大会である。その一連の動作の中にポ

ンプの操作や消火ホースの伸ばし方、隊員同士の情報伝達方法や安全確認動作

が盛り込まれており、消防操法は、消火に必要な技術を効率的に習得できるもの

として、消防団員の訓練の一環として位置づけられている。一方、操法大会に求

められる操法技術は、通常の消火活動に求められる水準以上のものとなってお

り、操法大会に向けた訓練が精神的にも肉体的にも過度な負担となっていると

いう、一部の団員からの意見もあるようである。 

操法大会には全ての分団が参加する市町村もあるということであるが、浜松

市においては、団員に対して過度な負担とならないように配慮し、全ての分団が

参加するのではなく、基本的には希望者でチームを編成し２年に１回、６チーム

が参加しているとのことである。 

平成 25 年 12 月に定められた「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に

関する法律」によると、消防団に求められるのは消火活動だけでなく防火活動、

救助活動も含むこととなり、その活動は多岐にわたる。そのような環境下におい

ては、限られた時間を消火活動や他の活動にどの程度注力するかが重要となり、

活動時間のバランスを見直す必要があるのではないかと考えられる。 

また、浜松市においては操法大会に向けた訓練は費用弁償の対象となり、１回

につき 2,000 円（一人当たり 30 回分が上限とされている。）が支払われること

となっているが、操法大会に向けた訓練が通常の地域防災力に求められる以上

の水準で行われているのであれば、公費で費用弁償を行うことは適当とはいえ

ない。 

操法大会に参加するための訓練が、通常の消火活動や大規模災害時の対応と

して必須のものなのかを検討し、どのレベルでの訓練を実施するべきかの基準

を明確にすべきである。また、操法大会に参加するための訓練が、必ずしも地域

防災力の向上に直接結びつくものでないとしたら、公費で費用弁償することは

制限すべきである。 

エ 運営管理交付金の計算方法の見直しについて（意見） 

運営管理交付金（以下、「交付金」という。）とは、消防団組織の運営管理を図

るため、消防団組織に対し、地方自治法第 232 条の２の規定に基づき交付され

る金銭である。平成 28 年度に消防団組織に対して支出された交付金は下表のと

おりである。 
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区 分 
人数

（人） 

うち 

機能別

必要経費 

（円） 

基礎活動経費

（円） 

団員数割 

（円） 

交付金額 

（円） 

団本部 1 0 0 500,000 13,000 513,000

ラッパ隊 140 0 0 500,000 210,000 710,000

中
区 

支団本部 12 0 0 500,000 156,000 656,000

第
１ 

1 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

2 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

3 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

6 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

第
２ 

4 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

5 分団 30 1 446,000 300,000 390,000 1,136,000

12 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

16 分団 28 2 345,000 300,000 364,000 1,009,000

第
３ 

7 分団 28 0 345,000 300,000 364,000 1,009,000

9 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

11 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

15 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

第
４ 

8 分団 30 0 345,000 300,000 390,000 1,035,000

10 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

28 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

東
区 

支団本部  6 0 0 500,000 78,000 578,000

第
１ 

14 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

20 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

24 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

第
２ 

21 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

22 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

34 分団 30 1 446,000 300,000 390,000 1,136,000

西
区 

支団本部  10 0 0 500,000 130,000 630,000

第
１ 

32 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

33 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

38 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

第
２ 

36 分団  30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

37 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

39 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

40 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

第
３ 

43 分団 50 0 446,000 300,000 650,000 1,396,000

45 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

46 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

南
区 

支団本部 6 0 0 500,000 78,000 578,000

第
１ 

13 分団 30 2 345,000 300,000 390,000 1,035,000

19 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

41 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

第
２ 

17 分団 29 1 446,000 300,000 377,000 1,123,000

18 分団 28 4 446,000 300,000 364,000 1,110,000

26 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

27 分団 26 0 345,000 300,000 338,000 983,000
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北
区 

支団本部  27 0 0 500,000 351,000 851,000

第
１ 

29 分団 28 1 446,000 300,000 364,000 1,110,000

30 分団 28 0 446,000 300,000 364,000 1,110,000

31 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

細
江 

中央分団 35 0 446,000 300,000 455,000 1,201,000

3 分団 26 0 446,000 300,000 338,000 1,084,000

4 分団 34 0 446,000 300,000 442,000 1,188,000

5 分団 40 0 446,000 300,000 520,000 1,266,000

引
佐 

1 分団 44 0 446,000 300,000 572,000 1,318,000

2 分団 41 0 446,000 300,000 533,000 1,279,000

3 分団 40 0 446,000 300,000 520,000 1,266,000

4 分団 54 0 446,000 300,000 702,000 1,448,000

三
ヶ
日 

1 分団 73 0 446,000 300,000 949,000 1,695,000

2 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

3 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

4 分団 52 0 506,000 300,000 676,000 1,482,000

浜
北
区 

支団本部  8 0 0 500,000 104,000 604,000

南 

1 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

2 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

3 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

中 

4 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

5 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

6 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

北 

7 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

8 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

9 分団 20 0 446,000 300,000 260,000 1,006,000

天
竜
区 

支団本部  37 0 0 500,000 481,000 981,000

天
竜 

1 分団 37 0 446,000 300,000 481,000 1,227,000

2 分団 44 0 446,000 300,000 572,000 1,318,000

3 分団 34 0 446,000 300,000 442,000 1,188,000

4 分団 45 0 446,000 300,000 585,000 1,331,000

5 分団 23 0 446,000 300,000 299,000 1,045,000

6 分団 26 0 446,000 300,000 338,000 1,084,000

7 分団 52 0 446,000 300,000 676,000 1,422,000

8 分団 30 0 446,000 300,000 390,000 1,136,000

9 分団 34 0 446,000 300,000 442,000 1,188,000

10 分団 59 0 446,000 300,000 767,000 1,513,000

11 分団 42 0 446,000 300,000 546,000 1,292,000

春
野 

1 分団 39 0 446,000 300,000 507,000 1,253,000

2 分団 35 0 446,000 300,000 455,000 1,201,000

3 分団 64 0 446,000 300,000 832,000 1,578,000

 

  

区 分 
人数

（人） 

うち 

機能別

必要経費 

（円） 

基礎活動経費

（円） 

団員数割 

（円） 

交付金額 

（円） 
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天
竜
区 

佐
久
間 

1 分団 84 48 446,000 300,000 1,092,000 1,838,000

2 分団 43 17 446,000 300,000 559,000 1,305,000

龍山 1分団 32 9 446,000 300,000 416,000 1,162,000

水
窪 

1 分団 96 54 446,000 300,000 1,248,000 1,994,000

2 分団 65 46 446,000 300,000 845,000 1,591,000

合計 2,806 186 35,681,000 28,800,000 37,975,000 102,456,000

人数：平成 27 年 10 月 1 日現在の実数である。ただし、ラッパ隊については条例定数と

している。 

機能別：機能別消防団員のことである。 

必要経費：分団庁舎が消防署に併設された分団については原則として 345,000 円、分団

庁舎が単独の分団については原則として 446,000 円とされている。三ヶ日第 4分団につ

いては、北区から移管を受けた庁舎の浄化槽点検清掃費が一般的な消防団庁舎における

ものより多くかかるため、60,000 円増額されている。 

基礎活動経費：団本部、ラッパ隊及び支団本部については 500,000 円、分団については

300,000 円とされている。 

団員数割：単価 13,000 円に人数を乗じて計算される。ただし、ラッパ隊の単価につい

ては 1,500 円とされている。 

交付金額：4 月、7 月、10 月、1 月に行った概算払いの合計額であり、戻入額は含まな

い。 

（ｱ） 交付金の計算基礎の定期的な見直しについて 

交付金の計算基礎については、平成 21 年４月に交付金の計算方法が確立され

て以来見直しが行われていない。交付金水準の多寡について定期的な見直しを

行うことが必要であると考えられる。 

（ｲ） 必要経費及び基礎活動経費について 

必要経費及び基礎活動経費は、多少の調整はあるものの消防団組織ごとにほ

ぼ一定の金額となっている。平成 17 年に実施された 12 市町村の合併に伴い浜

松市消防団の体制も変化してきたが、平成 21 年４月から現在の１市１団７支団

制となった際に、消防団組織ごとに平等な交付金が支給されるようにという考

え方のもとで、現在の交付金の計算方法が確立されたとのことである。 

浜松市は非常に広域であり、都市部、沿岸部、河川流域、山間部、過疎地域な

ど、地域が期待する消防団の役割や火災・大規模災害発生時に想定される活動に

ついては個々に異なっているはずである。消防団組織に支出される交付金につ

いても、地域特性による求められるニーズや想定される活動の違いと同様に、必

要な地域差があってしかるべきではないかと考えられる。 

  

区 分 
人数

（人） 

うち 

機能別

必要経費 

（円） 

基礎活動経費

（円） 

団員数割 

（円） 

交付金額 

（円） 
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（ｳ） 機能別消防団員に対する団員数割の計算について 

浜松市における機能別消防団員とは「浜松市消防団 機能別消防団員の職務

及び報酬に関する要綱」によると、災害防ぎょ活動、災害警戒活動及びその他消

防団長が特に必要と認める職務を行い年報酬額が０円である団員のことをいう。

浜松市における機能別消防団員の実際の活動は、火災等への災害対応出動に限

られている。 

このように、一般団員よりも活動内容が限定されている機能別消防団員に対

する団員数割については、支給しない又は一般団員とは金額差を設けるべきで

はないかと考えられる。 

オ 交付金の使途の管理について（指摘） 

浜松市消防団運営管理交付金交付要綱（以下、「交付金交付要綱」という。）に

よると、交付金の交付対象は消防団組織の運営管理に要する経費とされ（交付金

交付要綱第２条）、交付金の使途は運営管理に要する経費として別表の科目に充

てるものとされている（交付金交付要綱第５条）。 

（抜粋）浜松市消防団運営管理交付金交付要綱 別表 

科目 

（目安％） 
内容 

報償費 

（1％） 

役務の提供や施設の利用などによって受けた利益に対する代償

（講演会の講師謝礼、記念品代、各種賞品） 

旅費 

（20％） 

公務のために旅行する団員に対して支給する金銭給付（鉄道代、

バス代、宿泊代） 

交際費 

（1％） 
当該団体が外部と交渉するために要する経費 

需 

用 

費 

需用費 

（20％）

文具、日用雑貨、自動車バッテリー、灯油、軽油等燃料、電気、

ガス、上下水道、テレビ等家電処分料、印刷製本費等 

食料費 

（20％）
弁当、会合時の飲食、接待用茶菓子等 

修繕料 

（3％）
備品の修繕、部品の修繕（取替え）、庁舎等の修繕、塗装 

役務費 

（7％） 

人的なサービスの提供に対して支払うもの（切手代、ハガキ代、

郵送料、電話料、機械類の分解掃除、クリーニング料、浄化槽ば

っ気代、振込手数料等） 

使用料 

（4％） 

会場使用料、バス借上料、有料道路通行料、駐車場使用料、コピ

ー使用料 

原材料費 

（1％） 

物を作るための原料又は材料の購入費（砂利、セメント、ベニヤ、

釘、針金、アスファルトほか） 

備品購入費 

（23％） 

比較的長く使用でき、かつ保存できる物品の購入費 

庁用備品、機械器具等（1件 2 万円以上の物品） 
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平成 28 年度交付金収支決算報告書の歳入金額は 102,456,000 円、歳出は下表

のとおりである。 
 

金額（円） 
交付金交付要綱で 

示された目安 
実際の割合 

歳出 

報償費 527,993 1.00% 0.52%

旅費 17,086,510 20.00% 16.70%

交際費 100,091 1.00% 0.10%

需用費（需用費） 22,871,779 20.00% 22.36%

需用費（食料費） 19,210,190 20.00% 18.78%

需用費（修繕料） 3,389,778 3.00% 3.31%

役務費 7,359,828 7.00% 7.19%

使用料及び賃貸料 2,373,200 4.00% 2.32%

原材料費 390,098 1.00% 0.38%

備品購入費 28,996,123 23.00% 28.34%

計 102,305,590 100.00% 100.00%

（消防局提供資料から作成） 

消防団組織において交付金の繰り越しは認められておらず、歳入合計

102,456,000 円と歳出合計 102,305,590 円との差額 150,410 円については、翌年

度４月に戻入が行われている。合計額で判断すると「交付金交付要綱で示された

目安」と「実際の割合」との間には大きな乖離はないが、個別にみると大きな乖

離がある消防団組織も散見された。 

交付金に関して、歳入合計に占める歳出合計の割合はほぼ 100％であり、一見

すると交付金が足りていないように感じられる。その一方で、３月分の交付金出

納簿を閲覧した結果、消防団活動に通常必要とは認められない内容で、交付金を

使い切るために行われたと考えられる支出が発見された消防団組織もあった。 

これは、浜松市の組織の一部である消防団に対して、外部に対する交付要綱を

準用していたこと、及び、消防局と消防団との関係については、法律上、上下関

係になく、並列関係にあることから、消防局は消防団に対して基本的には関与す

ることができないとの理解であったため、交付金の資金使途の実質的な管理が

十分に行われていなかったためである。 

浜松市は消防局による消防団への関与レベルについて明確にし、支団ごとに

各消防署レベルでの関与を深めるなど、より実効性のある体制への見直しを行

い、交付金の使途の管理を十分に行えるように改善すべきである。 

カ 消防団組織の懇親会費の公費負担について（意見） 

一部の消防団組織において、懇親会の費用負担が行われている。浜松市の「平

成 28 年度当初予算要求書の作成要領」のなかには、「懇親会等は、原則として自
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粛すること。」という記載があり、現に浜松市における一般の公務員が行う懇親

会に係る費用は実費負担を行うこととなっている。法令等に定められているも

のではないが、浜松市の方針として、時流に従い自主規制を行っているものであ

る。 

消防団は、一般の公務員とは異なり毎日顔を合わせるような組織ではなく、ま

た災害対応という職務の遂行に際しては十分な意思の疎通が必要不可欠である。

その点、普段からのコミュニケーションも求められると考えられるが、特別職の

公務員という身分を有する消防団員が行う懇親会に対する公費による費用負担

の可否については、浜松市における一般の公務員の実情を勘案し、再検討する必

要があるのではないかと考えられる。 

キ 消防団組織の研修旅行費用の公費負担について（指摘） 

多くの消防団組織において研修旅行が行われている。平成 28 年度交付金収支

決算報告書及び交付金出納簿を閲覧した結果、平成 28 年度に研修旅行の費用負

担されていた消防団組織は３支団 64 分団あった。研修旅行の費用は、参加者１

人当たり１万円を上限に「旅費」勘定から支出されており、全体としてみると旅

費勘定のほとんど全てが研修旅行の費用である。 

浜松市における一般の公務員には消防団組織が実施しているような公費負担

の研修旅行制度はなく、また、消防団組織が実施する研修旅行については、「研

修」だけでなく「福利厚生」の意味合いが含まれていることが伺われる。特別職

の公務員という身分を有する消防団員による研修旅行費用の一部を公費で賄う

ことの可否について再検討し、有効な支出となるよう改善すべきである。 

ク 消防団組織の研修旅行に係る提出書類について（指摘） 

研修旅行に関して消防局に提出される書類としては、①「浜松市消防団に関す

る条例第 15 条」に定められる管外旅行の届出、②交付金出納簿の証ひょうとし

て提出される旅行会社等の領収書、のみである。研修旅行としてふさわしいもの

であるか、総額でどの程度がかかっているかを把握できるように、見積書や行程

表、人数が分かる書類等を入手すべきである。 

また、研修であれば、参加者が研修報告書などの書類を作成し、その成果を報

告するのが一般的であると考えられるが、そのような書類は存在しない。研修報

告書の提出を求め、研修旅行が有効に行われているかの検証を実施すべきであ

る。 

ケ 消防団組織の研修旅行費用の見積合せについて（指摘） 

研修旅行費用うち旅行会社に支払われているものについては、業務委託契約
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に該当するものと考えられる。「平成 28 年度業務委託・賃貸借契約マニュアル」

によると、30 万円以下の業務委託契約については 1 者特命が可能であるが、予

定価格 30万円超 100万円以下の業務委託契約は３者以上の見積合せが必要とな

っている。平成 29 年２月１日に改訂された「平成 29 年度業務委託・賃貸借契約

マニュアル」では予定価格 30 万円以下の業務委託契約は２者以上の見積合せ、

予定価格 30万円超 100 万円以下の業務委託契約は３者以上の見積合せが必要と

なっている。 

現状では見積合せを行っている消防団組織の把握はされていないが、消防団

は市の組織である以上、浜松市と同水準の管理を求めるべきであり、研修旅行費

用に関しては必要な見積合せを実施すべきである。 

コ 業務日誌の取扱いについて（意見） 

消防団員は、災害出動又は訓練出動した際に支払われる費用弁償を算定する

際の根拠となる資料として「出動報告書」（図表１）を作成する必要がある。当

該出動報告書は、災害出動に関するものと訓練出動に関するものに分けて作成

し、原則として翌月の５日までに管轄する消防署管理グループへ提出すること

となっている。当該出動報告書とは別に「勤務日誌」（図表２）を分団に備えて

おく必要があることが、「浜松市消防団に関する規則」第 26 条において定めら

れている。 
 勤務日誌には、日時・活動場所・出動人員・活動内容の項目があり、訓練の打

ち合わせや事務処理等の費用弁償の対象となる災害出動及び訓練出動以外の活

動についても記録されている。しかし、災害出動及び訓練出動に関する記載内容

が出動報告書の内容と重複しているため、例えば、消防団員の事務処理の効率性

を考えて、災害出動及び訓練出動については出動人員報告書のみに記録し、勤務

日誌とは記載内容を明確に区分するなどの運用を検討することが望まれる。 
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（図表 1）

 

  

（あて先） 平成　年　月　日
浜松市消防団長

浜松市消防団　　支団　第　分団長
印

出動人員報告書（その１災害分）（平成　　年　　月分）

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

階 級 氏 名
出動

回数

　出 動 人 員（人）

　備　　　　考

金額：円

出 動 場 所

件      名

出 動 時 間

出  動  日
出 動 区 分
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（図表 2） 

 

サ 自治会からの消防団への寄附（協力金）について（指摘） 

 浜松市の多くの自治会において、地元消防団に対し、金銭等の寄附をしている

事例がある。その態様については、自治会から直接消防団へ寄附をするもの、自

治会内に消防団の後援会を組織し、後援会から消防団や消防団員へ支出をする

もの、後援会のメンバーに消防団ＯＢが加わり、後援会内部での支出としている

例など、様々である。この寄附金は、主に消防団員の飲食代や旅行代等に使用さ

れている。このようなものに寄附がされる背景として、消防団員の報酬は低く、

消防団が実質ボランティアによって行われており、消防団員の確保が年々難し

くなっていることから、自治会から消防団員への感謝と慰労の意味が込められ

ていると考えられる。 

 消防団は、消防組織法第９条に基づいて、消防事務を処理するための機関とし

て設けた浜松市の機関である。また、消防団員は、特別職の地方公務員（地方公

務員法第３条第３項第５号）であり、地方財政法第４条の５は、地方公共団体は

住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金（これに相当する物品

等を含む。）を割り当てて強制的に徴収（これに相当する行為を含む。）するよう

なことをしてはならない、と規定している。 

確かに、平成 22 年３月 24 日の横浜地方裁判所の判決では、消防団が、本来業

務のほか、本来業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨

で直接寄附金を受領することは、違法となる余地がある、とあり、消防団の本来

業務とは無関係な活動に対する自治会による自発的な寄附は問題がないと考え

勤務日誌

日時 活動場所 出動人員 活動内容 備考

4月1日 △公民館 分団長以下30人 入退団式

4月3日 ＋＋第1分団庁舎 副分団長以下30人 事務処理 副分団長、◎〇部長、×◎部長
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られる。しかし、現状では、分団によっては報酬及び光熱費などに使用している

場合があり、寄附が本来業務（法や条例で求められている消防、救急、救護及び

それらに伴う訓練）と無関係な活動（地域の祭事などのイベント時の警備、行方

不明者の捜索等）に対する消防団員の慰労のためのものなのか否かが明確では

なく、特別職の地方公務員である消防団員が、本来業務又は本来業務に関連する

活動に対する慰労として寄附を受領していると受け取られる可能性もある。 

 したがって、市民協働・地域政策課などの市の関連部局と連携し、本来業務又

は本来業務に関連する活動に対する慰労としての自治会からの寄附の有無を把

握し、該当がある場合には、直ちに自治会に対して廃止を求めるべきである。ま

た、寄附金を消防団本来の活動のために支出している場合には、当該寄附金を、

浜松市の歳入として処理すべきである。 
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１５ 消防団施設運営事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防団施設運営事業 

事業目的・事業対象 

老朽化や耐震性の劣る分団庁舎の建替えや改修を行うとともに、消防団活動

用の資機材整備を行い、地域の消防防災拠点として充実強化を図ることを目

的とする。 

事業の指標 

女性消防団員の活動に配慮した消防団施設の数（施設） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値  15 16 

 実績値 14 15  

事業の概要 

・消防団施設維持管理事業 

消防団施設を適切に維持管理し、災害発生時の即時対応体制を維持する。 

・消防団庁舎整備事業 

消防団施設の老朽化や耐震性能不足を解消するために、計画的に改修・改築工

事を実施し、地域防災拠点としての整備及び施設環境の改善を図る。また、火

災、人口動態など、地域の実情を考慮し、施設の統廃合等を計画していく。 

・消防団資機材整備事業 

消防団活動上必要な資機材等を更新する。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 15,063 25,182 

（２） 手続き 

消防団施設運営事業に係る関連書類一式を入手し、必要と考えられる監査手

続き（閲覧、突合、分析及び質問等）を実施することにより、当該事務手続きの

合規性等を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

 当該事業では、上記事業の概要に記載のとおり、消防団施設運営に係る事業

として３つの事業に分類されている。平成28年度の各事業の事業費の内訳及び

主な事業内容は以下のとおりである。 
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  （単位：千円）

費目/事業 
消防団施設 

維持管理事業 

消防団庁舎 

整備事業 

消防団資機材 

整備事業 

需用費 2,017 － － 

役務費 104 28 － 

委託料 92 6,596 － 

使用料及び賃借料 2,908 － － 

工事請負費 － 8,596 － 

備品購入費 － － 4,846

（消防局提供資料から作成） 

事業 費目 主な内容 
金額 

（千円） 

消防団施設 

維持管理事業 

需用費 

浜松市消防団浜松第 21 分団外壁塗装修繕工事 588

浜松市消防団浜松第 37 分団 

ホース塔ワイヤークリップ等取替え修繕 
241

使用料及び 

賃借料 

浜松第 24 分団土地賃借料 409

浜松第 14 分団土地賃借料 401

消防団庁舎 

整備事業 

委託料 

浜松市第 17 分団 

庁舎建設工事建築・設備設計業務委託 
3,682

浜松市第 17 分団 

移転改築工事に伴う敷地測量・分筆業務委託料 
2,034

工事請負費 
浜松市消防団浜松第 30 分団改修工事 2,430

浜松市消防団天竜区支団管内警鐘台解体工事 1,857

消防団資機材 

整備事業 
備品購入費 消防団ホースの購入 4,846

（消防局提供資料から作成） 

 上記事業はいずれも消防団施設の維持管理及び資機材の整備に係る事業内容

となっており、事業目的を達成するために当該事業の成果を図るうえで設定さ

れる実績指標として、女性消防団員の活動に配慮した消防団施設の数が使用さ

れている。 
確かに、消防団に所属する女性消防団員に配慮した環境改善作りや女性消防

団員を今後積極的に増やしていこうとするうえで、消防団施設に男女別トイレ

を設置する、女性消防団員の着替え用に部屋の一画をパーテーションで区切る

などの女性消防団員の活動に配慮した設備環境作りは、消防団庁舎整備の一環

とした事業の成果の一つであるとは考えるものの、事業目的の達成のために

は、全ての消防団施設を対象とした中長期的な視点による施設の改修、統廃合

の要否等の計画の下で、効果的な事業の選択と効率的な行政資源の配分を行う

ためにも事業の効果測定として適切な指標を設定する必要があると考える。 
市では、これまで建物に不具合が生じた後に、改修や改築を実施して機能・

性能を回復して対応する事後保全のため課題の整理や管理計画が未策定であっ
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たため、現在、消防団施設改修・改築推進計画を策定中であり、平成 31 年度

に予算要求できるように準備を進めている。 
当該計画案では全ての消防団施設を対象に耐震性能の確保と適正な管理によ

る長寿命化を実現するとともに、施設維持管理の効率化の観点から消防団活動

の運用変更を伴わない範囲で施設の統廃合を計画する予定である。消防団施設

が備えるべき機能・設備の一つとして、現在指標となっている女性消防団員の

加入を考慮した機能・設備が考えられているものの、今後、その他の消防団施

設が備えるべき機能・設備も考慮された消防団施設改修・改築推進の計画を踏

まえて、地域の消防防災拠点としての充実強化を図るうえで改修改築や統廃合

が必要となる消防団施設を対象とした指標を設定することが望まれる。 

 イ 借地契約書の整備について（指摘） 

 市の消防団 81 分団のうち、以下の分団における施設又は車庫がある用地は市

が借り上げている土地となっている。 

借地状況一覧 
支団 施設 契約形態 契約書の有無 

中区 浜松 第 9分団   有償 有 

中区 浜松 第 12 分団   有償 有 

東区 浜松 第 14 分団   有償 有 

東区 浜松 第 24 分団   有償 有 

南区 浜松 第 17 分団   無償 有 

南区 浜松 第 27 分団   有償 有（飯田出張所併設） 

北区 三ヶ日 第 2分団   無償 有 

北区 三ヶ日 第 3分団   有償 有 

北区 三ヶ日 第 4分団   有償 有 

浜北区 浜北 第 1分団   有償 有 

浜北区 浜北 第 4分団   有償 有 

天竜区 天竜 第 4分団 相生 有償 有 

天竜区 天竜 第 6分団 只来 有償 有 

天竜区 天竜 第 6分団 横川 有償 有 

天竜区 天竜 第 7分団 東雲名 無償 有 

天竜区 天竜 第 8分団 上野 無償 有 

天竜区 天竜 第 9分団 青谷 有償 有 

天竜区 天竜 第 9分団 両島 有償 有 

天竜区 天竜 第 9分団 渡ケ島 有償 有 

天竜区 天竜 第 9分団 米沢 有償 有 

天竜区 天竜 第 10 分団 東藤平 有償 有 

天竜区 春野 第 1分団 西領家 有償 有 

天竜区 春野 第 1分団 平野 無償 無（河川占用及び口頭契約） 

天竜区 春野 第 2分団 杉 有償 有 

天竜区 春野 第 3分団 宮川 有償 有 

天竜区 春野 第 3分団 金川 有償 有 
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支団 施設 契約形態 契約書の有無 

天竜区 佐久間 第 1分団 柏古瀬 有償 有 

天竜区 佐久間 第 1分団 島中 無償 無（口頭契約） 

天竜区 佐久間 第 1分団 上市場 無償 無（口頭契約） 

天竜区 佐久間 第 1分団 佐久間消防会館 無償 有（自治会併設） 

天竜区 佐久間 第 2分団 芋掘 無償 無（口頭契約） 

天竜区 佐久間 第 2分団 松島 有償 有 

天竜区 水窪 第 1分団 暁 無償 無（口頭契約） 

天竜区 水窪 第 1分団 向市場 無償 有（自治会併設） 

天竜区 水窪 第 1分団 上村 無償 有 

天竜区 水窪 第 1分団 門桁 無償 有 

天竜区 水窪 第 2分団 小畑 無償 無（口頭契約） 

天竜区 水窪 第 2分団 竜戸 無償 有 

天竜区 水窪 第 2分団 西浦 無償 有 

（消防局提供資料から作成） 

 借地用地について市と土地所有者との間における賃貸借契約書を閲覧したと

ころ、上記表に記載のあるとおり、天竜区の一部の消防団施設における無償用地

については契約書が取り交わされておらず、口頭契約となっていた。平成 17 年

の 12 市町村合併以前から当該契約形態は続いており、旧市町村における当時の

借上げ時の契約の詳細な経緯は不明であるが、使用貸借の場合には契約書の取

り交わしが契約成立の要件とはなっていない（民法第 593 条）ものの、法的なリ

スクを避けるためにも契約書を取り交わし、貸借期間や使用目的、権利及び費用

負担関係を明確にするべきである。 

ウ 賃貸借契約書の契約内容の見直しについて（指摘） 

 市では市施設敷地の借用に関して、「浜松市借上げによる公共施設の敷地の管

理及び保全に関する要綱（以下、「保全要綱」という。）」、また、財務部アセット

マネジメント推進課が発行する「財産（土地・建物）借上げマニュアル（以下、

「マニュアル」という。）」を整備している。保全要綱第８条第１項では、契約書

の記載事項として、以下の事項を記載しなければならないとされている。 

第８条 借上げ地に係る標準契約書は、標準契約書（第 3 号様式）とし、借上げ地に

係る契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

（１）借上げ物件の明細及び借上げの目的に関すること。 

（２）借上げ期間及びその更新に関すること。 

（３）借上げ料の額並びにその支払いに関すること。 

（４）借上げ地の所有権以外の権利の抹消並びに所有権以外の権利設定時の市への通

知義務に関すること。 

（５）権利義務の承継に関すること。 

（６）借上げ地の所有権等の変更の通知義務に関すること。 

（７）契約の解除に関すること。 
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（８）原状回復に関すること。 

（９）前各号に定めるもののほか、市長が必要であると認めること。 

消防団施設の借地用地について市と土地所有者との間における賃貸借契約書

を閲覧したところ、以下の消防団用地における賃貸借契約書には、保全要綱第８

条第１項で定める事項のうち一部の事項に関する記載がなかった。下記表は賃

貸借契約書を取り交わしている消防団施設の借地用地のうち、保全要綱第８条

第１項各号で定める事項の記載がなかった用地のみを取り上げており、各契約

書について記載がなかった保全要綱第８条第１項の該当号数の箇所に「×」を記

している。 

  分団 
第 8条

（4） 

第 8条

（5） 

第 8条

（6） 

第 8条

（7） 

第 8条

（8） 

浜松第 9 分団         × 

浜松第 12 分団         × 

浜松第 14 分団         × 

浜松第 24 分団         × 

浜松第 27 分団         × 

浜松第 17 分団 × ×       

三ヶ日第 3分団（賃貸

人 A） 
        × 

三ヶ日第 3分団（賃貸

人 B） 
      × × 

三ヶ日第 4分団       × × 

天竜第 8 分団上野   × ×   × 

天竜第 9 分団青谷     ×   × 

天竜第 8 分団渡ヶ島     ×   × 

水窪第 2 分団竜戸         × 

（消防局提供資料から作成） 

 平成 17 年の 12 市町村合併以前のそれぞれの旧市町村がそれぞれで定める様

式に従った契約書を利用していたことから、12 市町村合併以後、契約更新等に

よる契約内容が見直されていない場合などのケースもあり、現在も統一された

様式で契約が締結されていない。この点、保全要綱第８条第２項では「標準契約

書と契約中の契約書を比較して、契約中に不足、差異等がある場合は、契約更新

時を目途に、標準契約書に近づけるように努めなければならない。」とされてお

り、マニュアルにおいても契約更新時には、契約内容について見直しを行うこと

が定められている。賃借料の改定などの毎年の契約内容に関する検討とともに

法的なリスクを回避するためにも早期に統一された様式で契約を取り交わすこ

とができるよう土地所有者との交渉を進めるべきである。 
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エ 借地賃借料の見直しについて（意見） 

 上記イで有償契約となっている借地用地について、その賃借料は以下のとお

りとなっている。なお、下記表の「算定基準の金額」は、「市有財産の取得、

処分並びに貸付け等に関する事務処理要領」第６条で定める「普通財産（土地

及び建物）貸付料算定基準」に基づいて算定された金額である。 

有償契約借地状況一覧 

支団 施設 
面積 

（㎡） 

H27 年度 

契約額 

（円） 

H28 年度

契約額 

（円） 

Ａ 

算定基準

の金額 

（円） 

Ｂ 

基準との

差額 

Ａ－Ｂ 

中区 浜松 第 9分団 賃貸人 A 174.74 362,550 362,550 208,552 153,998

中区 浜松 第 9分団 賃貸人 B 43.43 94,851 94,851 51,833 43,018

中区 浜松 第 12 分団   198.05 318,008 318,008 214,884 103,124

東区 浜松 第 14 分団   203.08 401,083 401,083 232,932 168,151

東区 浜松 第 24 分団   503 409,190 409,190 343,716 65,474

南区 浜松 第 27 分団   543 408,498 408,498 105,677 302,821

北区 三ヶ日 第 3分団 賃貸人 C 47.94 9,570 9,570 17,638 ▲8,068

北区 三ヶ日 第 3分団 賃貸人 D 86.57 17,313 17,313 31,852 ▲14,539

北区 三ヶ日 第 4分団   395.9 347,155 347,155 138,432 208,723

浜北区 浜北 第 1分団 賃貸人 E 238 82,241 82,241 30,087 52,154

浜北区 浜北 第 1分団 賃貸人 F 129 81,308 77,242 53,794 23,448

浜北区 浜北 第 4分団 賃貸人 G 151 128,788 122,348 45,415 76,933

浜北区 浜北 第 4分団 賃貸人 H 276 161,728 153,641 47,254 106,387

天竜区 天竜 第 4分団 相生 100.3 48,200 48,144 28,656 19,488

天竜区 天竜 第 6分団 只来 105.06 19,200 19,200 48,098 ▲28,898

天竜区 天竜 第 6分団 横川 59.78 11,400 11,400 188 11,212

天竜区 天竜 第 9分団 青谷 26.4 4,800 4,800 2,207 2,593

天竜区 天竜 第 9分団 両島 72.9 13,200 13,200 203 12,997

天竜区 天竜 第 9分団 渡ケ島 56.1 10,200 10,200 0 10,200

天竜区 天竜 第 9分団 米沢 72.9 13,200 13,200 203 12,997

天竜区 天竜 第 10 分団 東藤平 44.24 8,400 8,400 99 8,301

天竜区 春野 第 1分団 西領家 72 10,700 10,621 2,420 8,201

天竜区 春野 第 2分団 杉 347 66,200 66,107 5,626 60,481

天竜区 春野 第 3分団 宮川 181.5 26,900 26,862 8,739 18,123

天竜区 春野 第 3分団 金川 170 38,500 38,480 10,909 27,571

天竜区 佐久間 第 1分団 柏古瀬 630.59 148,200 148,188 83,669 64,519

天竜区 佐久間 第 2分団 松島 26.83 8,000 8,000 43 7,957

（消防局提供資料から作成） 

 上記表から分かるとおり、ほとんどの借地用地において基準金額を上回って

いる状況である。この点、市では保全要綱第 12 条に定められているとおり、土

地所有者との間で毎年、契約金額の交渉を行い、交渉経緯等を記録している。確

かに交渉努力の結果、減額されている借地用地も見受けられるが、依然として基
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準金額との乖離が大きい借地用地もあり、減額交渉による同意を得ることが難

しいことが推測される。 
そのため、経済性の観点からも特に基準金額との乖離が大きい借地用地につ

いては、近隣の公有地への移転や小中学校といった公共施設用地への移転、また、

車庫のみで拠点施設が存在していない分団施設については、車庫を集約したサ

テライトステーションとしての拠点施設を設けるなどの対策も含めて前述の消

防団施設改修・改築推進計画における施設統廃合等の検討を行うことが望まれ

る。 

保全要綱第 12 条（抜粋） 

2 標準借上げ料と比較して、契約における借上げ料が高額な場合は、標準借上げ料

に近づけるように努めなければならない。 
3 借上げ料の交渉は、契約更新の有無にかかわらず、毎年度行わなければならない。

オ 借地賃借料の交渉記録の作成について（指摘） 

 上記エに記載のとおり、市では保全要綱第 12 条の定めに基づき、土地所有者

との間で毎年、契約金額の交渉を行い、交渉経緯等を記録している。平成 28 年

度の当該交渉記録簿を閲覧した結果、天竜区の消防団施設の借地用地について、

保全要綱に従って市の担当である天竜消防署の署員と土地所有者との間で賃借

料の減額等の交渉は毎年実施されているとのことであったが、その交渉記録が

作成されていなかった。 
 過去の交渉が誰の立会の下で行われてきたか、また、交渉の経過や今後の対応

方針を明確にするためにも漏れなく交渉記録簿を作成して保管管理しておくよ

う各署に周知徹底するべきである。  

カ 修繕費の支出負担について（意見） 

 消防団施設の維持管理に関して、各消防団施設に修繕の必要が生じた場合に

は、消防団施設維持管理事業から支出負担を行っている。一方で、消防団の交

付金出納簿を閲覧したところ、下記表に記載があるとおり、同じく消防団施設

の修繕に係る支出を行っていることが見受けられた。 
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主な修繕費 

分団 日付（注 1） 内容（注 2） 
金額（円）

（注 3） 

浜松第 1 分団 7 月 31 日 庁舎トイレ修繕工事 131,057

引佐第 3 分団 8 月 29 日 トイレ修繕代 129,600

浜北第 9 分団 3 月 16 日 鉄塔塗装代 200,000

天竜第 3 分団 3 月 13 日 ドア修繕費 103,732

天竜第 10 分団 1 月 24 日 収納棚工事代 702,000

龍山第１分団 3 月 8 日 収納棚工事代 272,344

水窪第１分団 3 月 31 日 第 8部器具庫棚修繕 105,520

（消防局提供資料から作成）

（注 1）対象は平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1日～平成 29 年 3 月 31 日）に係る交付

金支出である。 

（注 2）内容は各分団の出納簿の摘要欄を転記している。  

（注 3）交付金支出のうち、10 万円以上の修繕費に係るものを抜粋している。 

市では基本的には消防団施設の修繕工事に係る支出負担は交付金からではな

く消防団施設維持管理事業から支出負担を行う方針であるが、緊急性が高い工

事や、概ね 10 万円以下の少額な工事は消防団の判断により交付金から支出し

ているケースもあるとのことであった。 
 金額や工事内容から一定程度の費用負担に関するすみ分けはされているもの

の、同様の修繕案件について、ある分団では交付金から支出する一方で、別の

分団では市に負担してもらうことなどの状況が修繕工事の費用負担の取扱いが

不明瞭であることから発生する可能性があることは公平性の観点から望ましく

ない。 
各消防団施設の修繕工事の必要性の有無については、消防団員から管轄する

消防署への連絡や、署員も参加する支団会議・分団長会議等の場でも市は状況

を把握できる環境にはあるものの、市に 100 以上の消防団関連施設がある中

で、その維持管理を行っていくのには多大な労力を伴う。 
そのため、公平性をもった消防団施設の維持管理が交付金の更なる有効活用

により効率的に実施できるよう修繕工事に関する費用負担の取扱いを定めるな

どの対応を行うことが望まれる。 

キ 資機材の管理について（指摘） 

 消防団施設に配置される資機材に関して、各消防団施設に資機材の配備の必

要があると判断した場合には、消防団施設維持管理事業から支出負担を行って

いる。一方で、消防団の交付金出納簿を閲覧したところ、下記のように消防ホ

ースや無線機といった資機材に係る支出を行っていることが見受けられた。 
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主な備品購入費 

分団 
日付 

（注 1） 
内容（注 2） 

金額（円）

（注 3） 

浜松第 14 分団 12 月 5 日 デジタル無線機 ４セット 144,720

浜松第 20 分団 12 月 20 日 デジタル無線トランシーバー（４台） 144,720

浜松第 21 分団 12 月 15 日 簡易デジタル無線機・マイク４セット 167,400

浜松第 22 分団 12 月 8 日 デジタル無線機４セット分 144,720

浜松第 24 分団 12 月 14 日 簡易デジタル無線機×４台 144,720

浜松第 34 分団 12 月 9 日 デジタル無線機 ４セット 144,720

浜松第 38 分団 12 月 8 日 バルーン投光機代 280,000

浜松第 43 分団 3 月 4 日 バルーンライト １台 237,600

浜松第 45 分団 12 月 27 日 デジタル無線機３台 108,540

浜松第 13 分団 1 月 6 日 デジタル簡易無線機代（２セット） 142,668

浜松第 17 分団 1 月 6 日 デジタル簡易無線機代（２セット） 142,668

浜松第 18 分団 1 月 5 日 デジタル無線機（２台） 142,668

浜松第 19 分団 1 月 6 日 デジタル無線２セット 142,668

浜松第 26 分団 1 月 6 日 デジタル無線機２台 142,668

浜松第 27 分団 12 月 29 日 デジタル簡易無線２セット 142,668

浜松第 41 分団 1 月 6 日 デジタル簡易無線機２セット代 142,668

細江中央分団 3 月 30 日 投光器×２台 耐圧ホース一本代 127,764

細江第 3 分団 3 月 18 日 インバーター発電機購入 138,000

三ヶ日第 3分団 1 月 31 日 予備バッテリー代 ２個 120,000

三ヶ日第 3分団 3 月 29 日 発電機代 149,280

三ヶ日第 4分団 3 月 21 日 ホース代 10 本分 349,920

浜北第 1 分団 1 月 20 日 投光器代 158,000

浜北第 8 分団 3 月 23 日 バルーンライト 247,800

天竜第 2 分団 2 月 15 日 スピーカマイクイヤホン４セット 120,000

天竜第 2 分団 2 月 15 日 ホースブリッジ２セット 103,680

天竜第 3 分団 4 月 4 日 スピーカー購入費 104,600

天竜第 8 分団 10 月 4 日 バルーンライト 442,800

天竜第 9 分団 10 月 6 日 照明機（バルーン）代 442,800

春野第 3 分団 2 月 23 日 発電機購入費 226,800

佐久間第 2分団 3 月 23 日 ヘッドライト、ゴーグルセット購入 157,464

佐久間第 2分団 3 月 23 日 投光器（２個）購入 121,392

水窪第１分団 1 月 26 日 
ホース巻取機１台、エミュライト水槽

１台、小型発電機１台購入代 
181,440

水窪第 2 分団 3 月 29 日 チェーンソー 112,320

（消防局提供資料から作成）

（注 1）対象は平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1日～平成 29 年 3 月 31 日）に係る交

付金支出である。 

（注 2）内容は各分団の出納簿の摘要欄を転記している。  

（注 3）交付金支出のうち、10 万円以上の資機材に係るものを抜粋している。 
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 消防団施設維持管理事業では上記事業の概要に記載のあるとおり、消防団活

動上、必要な資機材を更新しており、地域の消防防災拠点としての充実強化を

図るためにも必要十分な資機材の整備を行っている。一方で各分団は、地域特

性等により資機材の不足が生じた場合には交付金から支出を行って資機材を整

備しており、当該事業による負担と交付金の有効活用により地域の消防防災拠

点の充実強化を図っている。 
市の資機材の管理について、当該事業により整備した資機材については、固

定資産台帳で登録管理を行っているが、各分団が交付金から支出して購入した

資機材は、浜松市の組織の一部である消防団に対して、外部に対する交付要綱

を準用していたため、これまで分団において台帳管理がされておらず、市が網

羅的に資機材の保有状況が確認できていない状況であった。 
この点、交付金交付要綱が改定され、平成 29 年度より各分団では交付金で購

入した備品についても、全て台帳を作成して管理することとなったため、今後、

平成 29 年度以降に交付金で購入した備品だけでなく、平成 28 年度以前に交付

金で購入した備品も含めて台帳が整備されているかどうかのモニタリングを行

うことで、消防団の資機材の整備状況について市が全体を管理することができ

るようになることが期待される。 
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１６ 消防団員福利厚生事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防団員福利厚生事業 

事業目的・事業対象 

地域防災の要である消防団員の福利厚生を図るとともに、消防団員等の公務

災害に対応し、十分な補償を確保し職務に専念できるようにすることを目的

とする。 

事業の指標 

消防団協力事業所数（事業所） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 61 71 82 

 実績値 67 74 

事業の概要 

・消防団員退職報償金支給事業 

退職した消防団員に対し、階級及び勤務年数に応じた退職報償金を支給する。

・消防団員等賞じゅつ金等支給事業 

災害活動において死亡した消防団員と遺族に対する賞じゅつ金及び休業補償

支給者のうち 7日以上休業した消防団員に対して見舞金を支払う。 

・消防団員等公務災害補償等共済事業 

消防団員の福利厚生を図るとともに、消防団員等の公務災害に対し、十分な補

償を確保する。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 146,438 131,074 

（２） 手続き 

 事業の概要に記載の「事業目的・事業対象」、「事業の指標」、及び実際の事業

内容との関連性について、消防総務課への質問、及び関連資料の閲覧により、当

該「事業の指標」が「事業目的・事業対象」を達成するための指標として、適切

かどうかを検討した。また、経済的な観点から当該事業費についての分析を行っ

た。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の目的・事業対象」の適切性について（意見） 

 「消防団協力事業所」とは、消防団活動に協力的であると認定された事業所の

ことをいい、浜松市としても、地域における防災体制の充実強化を図ることを目

的として、消防団協力事業所数を増加させるための様々な施策及び活動を実施
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している。消防団協力事業所の認定数を増やしていくことは、福利厚生制度を充

実させるという観点から有用であり、当該事業の目的には「福利厚生制度の充実」

も含まれると考えるが、「事業の目的・事業対象」及び「事業の概要」には、「福

利厚生制度の充実」が記載されていないため、「事業の目的・事業対象」、「事業

の概要」及び「事業の指標」の３者間の関係が不明確となっている。したがって、

「事業の目的・事業対象」に「福利厚生制度の充実」を明記することが望ましい。 

イ 基金への掛金支出額について（指摘） 

 消防団員に対する退職報償金及び公務災害補償金の支給に備えて、消防団員

退職報償金支給責任共済契約及び消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結

し、「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に基づいた掛金を消

防団員等公務災害補償等共済基金（以下、「基金」という。）へ支払っている。掛

金は定められた単価に消防団員の条例定数を乗じることにより算出され、平成

28 年度に支払われた掛金は次のとおりである。 

内訳 計算式 金額 

消防団員の損害補償費に係る分 1,900 円×条例定数（3,265 人） 6,203,500 円

消防団員の退職報償に係る分 19,200 円×条例定数（3,265 人） 62,688,000 円

合計 68,891,500 円

（消防局提供資料から作成） 

 一方、平成 28 年４月１日時点における消防団実員数は 2,806 人であり、条例

定数と実団員数との差 459 人分の掛金（1,900＋19,200）円×459＝9,684,900 円

が過剰となっている。直近５年間について同様に計算を行うと、次のとおりまと

められる。 

年度 条例定数 
実団員数 

（4月 1 日時点） 
過剰掛金額 

平成 24 年度 3,265 人 3,025 人 5,064,000 円 

平成 25 年度 3,265 人 2,985 人 5,908,000 円 

平成 26 年度 3,265 人 2,911 人 7,469,400 円 

平成 27 年度 3,265 人 2,881 人 8,102,400 円 

平成 28 年度 3,265 人 2,806 人 9,684,900 円 

（消防局提供資料から作成） 

 上述のとおり、掛金額は消防団員の条例定数に基づいて決定されるため、消防

団員の条例定数が、適正な消防団員数に比べて多い場合には、掛金を過剰に支出

することになる。したがって、適正な消防団員数を算定したうえで、消防団員の

条例定数を改正する必要がある。  
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１７ 消防団運営経費 

（１） 事業の概要 

事業名 消防団運営経費 

事業目的・事業対象 

消防団運営に必要な訓練会場の借上、消耗品の購入（装備品等）、郵便等に係

る経費を確保し、円滑な活動を行うことを目的とする。 

事業の指標 

女性消防団員数（人） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 13 20 30 

 実績値 13 20  

事業の概要 

地域防災の要である消防団の運営に必要な消耗品の購入等を行う。 

・消防団活動に必要な消耗品等の購入に係る経費 

 装備品等の購入 

・静岡県消防協会西遠支部負担金 

 県下消防団が連携し消防知識技術の向上を図り、消防活動の充実強化並び

に消防団員の福利厚生等を図る。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 8,486 10,320 

（２） 手続き 

消防団運営経費に係る関連書類一式を入手し、必要と考えられる監査手続き

（閲覧、突合、分析及び質問等）を実施することにより、当該事務手続きの合規

性等を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 「事業の指標」の適切性について（意見） 

当該事業では、上記事業の概要に記載のとおり、消防団運営経費に係る事業と

して２つの事業に分類されている。平成 28 年度の各事業の事業費の内訳及び主

な事業内容は以下のとおりである。 

平成 28 年度 
消防団活動に必要な消耗品等の

購入に係る経費（千円） 

静岡県消防協会西遠支部 

負担金（千円） 

需用費 1,956 －

新聞図書費 14 －

印刷製本費 748 －
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平成 28 年度 
消防団活動に必要な消耗品等の

購入に係る経費（千円） 

静岡県消防協会西遠支部 

負担金（千円） 

役務費 32 －

委託料 895 －

使用料及び賃借料 432 －

負担金 － 6,242

（消防局提供資料から作成） 

事業 費目 主な内容 
金額 

（千円）

消防団活動に必要

な消耗品等の購入

に係る経費 

需用費 
消防団加入促進支援事業記念品の購入 552

のぼり旗（消防団員募集）の購入 207

印刷製本費 
消防団加入促進支援事業  

広報用印刷物の購入 
220

委託料 

平成 28 年度浜松市消防局産業廃棄物収集運

搬処理業務 
468

平成 28 年度浜松市消防団加入促進支援事業 

加入促進 PR 映像制作業務委託 
426

使用料及び賃

借料 

平成 28 年度浜松市消防団加入促進支援事業 

特設展示ブース設営用品賃貸借 
432

静岡県消防協会西

遠支部負担金 
負担金 

平成 28 年度静岡県消防協会西遠支部負担金

の納入 
6,242

（消防局提供資料から作成） 

 上記の事業の主な内容からも分かるとおり、当該消防団運営経費では、消防団

活動に必要な消耗品等の購入、静岡県消防協会西遠支部への負担金、及び消防団

加入促進支援に係る支出が主な内容となっている。特に平成 28 年度は消防庁に

よる消防団加入促進支援の後押しもあり、市として女性や若者の消防団への加

入促進のためのＰＲやイベント参加等を実施しているため、平成 27 年度に比べ

て事業費が増加している。当該事業の結果、下記女性消防団員数の推移を見ても

分かるとおり、平成 28 年度の消防団加入促進支援事業による新たな広報活動の

取り組みや後述の女性消防団員の活動環境の整備等の成果により、平成 29 年４

月１日時点で女性消防団員が 38 人と前年の 13 人から大きく増加した。 

市では当該事業の成果を図るうえで設定している指標として、目標とする女

性消防団員数を用いている。市では「消防団を中核とした地域防災力の充実強化

に関する法律」の制定及びこれに伴う「消防団の装備の基準」の改正を契機に、

浜松市消防団においても大規模災害に対応するために救助資機材の整備や応急

救護技術の習得を行うことを計画している。その中で女性消防団員は応急救護

の知識と技術の習得が期待されており、市の消防団の充実強化を図るうえで重

要な役割を担っている。 
そのため、消防団運営経費に含まれる消防団加入促進事業に対しては、女性消

防団員の加入数は業績指標の一つであると考えるものの、本来、当該事業は運営
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経費の事業目的にはそぐわないため、市が中長期的に女性消防団員の加入数を

指標として事業の成果を図るのであれば消防団加入促進事業としての事業目的

を設定したうえで効果測定を行うことが望まれる。 

女性消防団員数（人）の推移 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

11 12 13 13 38 

（消防局提供資料から作成）

（注）各年 4 月 1日現在  

イ 消耗品の費用負担について（意見） 

消防団が使用する消耗品について、上記事業の概要にも記載のとおり、当該

事業において消防団活動に必要な消耗品等の購入が行われている。市が当該事

業において消耗品の購入負担を行う一方で、各分団が交付金から支出するもの

の中には事務用品等の消耗品も多くある。この点、各署では市から配分された

予算に基づき、各署が、管轄する分団に対しての消耗品の購入負担に関する取

扱いを決定している。 
管轄する署が同じ分団間においては、消耗品の費用負担を同一の方針の下で

行うことができる一方で、管轄する署が異なる分団との比較においては、同様の

消耗品の購入でも、ある署が管轄する分団では交付金から支出し、別の署が管轄

する分団では市に負担してもらうことなどの状況が署間での方針の違いから発

生する可能性があることは公平性の観点から望ましくなく、例えば、団員数や活

動回数等を考慮した費用負担の取扱い方針を明示して各署の取扱いが全体とし

て公平性を保っているかどうかについてモニタリングを行うなどの対応を行う

ことが望まれる。 
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１８ 消防団車両整備事業 

（１） 事業の概要 

事業名 消防団車両整備事業 

事業目的・事業対象 

災害への即応体制を確保し、誰もが安全で安心して暮らせる社会を実現する。

事業の指標 

車両更新台数（累計：台） 

 区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 目標値 2 4 6 

 実績値 2 5  

事業の概要 

〇消防団車両維持管理事業 

・消防団車両の車検、点検及び修理を行い、常に良好な状態を保つ。 

・消防団車両を調査し、機能状態を把握する。 

・消防団車両の消耗品を購入し、適正な維持管理を行う。 

〇消防団車両購入事業 

・車両更新計画に基づき消防団車両を更新する。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 56,573 72,768 

（２） 手続き 

前述「７ 消防防災施設等維持管理事業」及び「８ 消防防災施設等整備事業」

と同時に実施した。 

（３） 監査結果 

 前述「７ 消防防災施設等維持管理事業」及び「８ 消防防災施設等整備事業」

と合わせて記載した。 
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１９ 自主防災組織支援事業 

（１） 事業の概要 

事業名 自主防災組織支援事業 

事業目的・事業対象 

自主防災組織が自発的に行う防災活動を支援するとともに、大規模災害時の

地域における防災体制を整備する。 

事業の指標 

なし 

事業の概要 

・自主防災組織が自発的に行う防災活動や、自主防災隊連合会が主催する自主

防災隊員（防災委員）に対する研修会の開催等の活動を支援する。 

・可搬ポンプ及び消火用ホースを自主防災隊に貸与し、大規模災害時の地域に

おける防災体制を強化する。 

・老朽化した可搬ポンプを 27 台更新する。 

・地域防災力の向上のため、防災訓練の手引きを作成する。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

事業費・決算（千円） 89,015 72,718 

（２） 手続き 

自主防災組織支援事業に関する書類一式を入手し、必要と考えられる監査手

続き（閲覧、突合、分析、質問及び視察等）を実施することにより、当該事務手

続きの合規性等を検証した。 

（３） 監査結果 

上記の監査手続きを実施した結果について述べる。 

ア 補助金交付要綱の改定について（指摘） 

以下の観点に基づいて、浜松市自主防災隊資機材等整備費補助金交付要綱（以

下、「補助金交付要綱」という。）の早期改正が望まれる。 

(ｱ) 浜松市では、各自治会が運営する自主防災組織に対し、主に大規模災害時

に必要とされる資機材等の整備費について補助金を支給している。また、当

該補助金は以下のような表に従い、各隊が管轄するエリアの住民の世帯数に

よって上限が定められている。 
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（抜粋）自主防災隊資機材等整備費補助金 算出世帯数基準（別表第２） 

１ 自主防災隊資機材等整備費補助金算出世帯数表 

区分 算出世帯数 

～49 まで 0 

50  ～ 99 50 

100 ～ 249 100 

250 ～ 499 250 

500 ～ 749 500 

750 ～ 999 750 

1,000 以上 1,000 

２ 算出基準とする世帯数 

・前年度の４月１日現在の世帯数を、上記表のとおり区分し、算出世帯数を定める。

・自治会と自主防災隊が同一でない隊にあっては、当該自主防災隊の代表者が報告す

る数とする。 

（抜粋）第２条 補助事業及び補助金額 

区分 補助金の額 

活動事業費 次の金額の少ない額 

（１） 事業費の 3分の 2以内 

（２） 算出世帯数基準×70 円＋5万円 

倉庫整備費 次の金額の少ない額 

（１） 事業費の 2分の 1以内 

（２） 20 万円 

整備事業費 次の金額の少ない額 

（１） 事業費 

（２） 算出世帯数基準×5,000 円＋50 万円 

上記表によれば、世帯数が少なくかつ同町内でも自主防災組織が細かく分か

れていて小規模なものがいくつもある場合は、それぞれの世帯数に上記の計算

式を当てはめて計算されるため、世帯数に対して充実した補助金の受領が可能

となっている（例：萩丘地区花川町１部～３部では全世帯で 325 世帯だが、活動

事業費では 163,000 円を受領している）。一方で、1,000 世帯を超えるエリアを

カバーする規模の大きい自主防災組織であっても上限の算出世帯数は 1,000 と

される。そのため、萩丘地区の一部を始めとした 1,000～7,000 世帯弱の多くの

自主防災組織では、一律に上記の計算式に当てはめた額（例：活動事業費 

120,000 円）を上限としてしか補助金を受領できないことから、自主防災組織に

おける必要な活動が行われていないか、あるいは資機材の適切な整備に支障が

出ている可能性が疑われる。しかしながら、実際の活動費用や整備費用はある程

度世帯数にも比例すると思われるため、自主防災組織の単位にかかわらず世帯

数に応じた適切な配分となるように補助金交付要綱を見直すことが望ましい。 
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(ｲ) 現状の補助金交付要綱によれば、資機材の整備費用は以下のようなものに

対して支出されることになっている。 

（抜粋）別表第 1 

１ 防災活動に必要な資機材の整備費用 

①初期消火用資機材 初期消火活動に使用する資機材 

消火器、消火用バケツ、消防ホース等 

②救出救助用資機材 障害物除去や、人命救助に必要な資機材 

バール、のこぎり、ハンマー、救急・救命用品等 

③情報伝達用資機材 情報の収集・伝達に必要な資機材 

メガホン、拡声器、携帯ラジオ、無線機等 

④避難生活用資機材 避難場所整備や避難生活に必要な資機材 

協力ライト、発電機、テント、仮設トイレ等 

⑤その他 その他防災活動に必要な資機材 

防災服、ヘルメット、安全靴、資機材修繕費等 

２ 防災活動に伴う費用 

①消耗品費用 事務用品等 

②印刷製本費用 啓発チラシ、地図等 

③訓練用材料費用 米、調味料等 

④使用料及び手数料 会場使用料、クリーニング費等 

⑤その他 その他訓練実施に伴う費用 

※訓練 1 回実施につき、1万円を計上。ただし、資機材購

入と合わせて申請するものとし、回数は 6 回までとする。

３ その他市長が特に必要と認めたもの 

上記の補助金交付要綱はかなり古い時代に作成されたものと考えられ、現在

ではメガホンや、携帯ラジオなどはほとんど購入がされていないと思われる。一

方で、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）などの 新の機器については各隊から要望

はあるものの、その購入に対する補助金支給は運用としても認めていない。した

がって、現状の補助対象となる整備費用の内容については今一度見直しが必要

と考えられる。 

以上 


