
平成29年度包括外部監査指摘事項等に係る対応

令和２年11月

浜    松    市

（消防費に係る事務の執行について）



内　　　　　　容 件数

法令等に違反し、又は不当と認められるため、是正を求め
ること又は３Ｅ(経済性・効率性・有効性)の視点から、改
善を求めること。

27

「指摘」には当たらないが将来的に改善を検討することが
望ましいもの、又は包括外部監査人としての提言を述べる
もの

37

内　　　　　　容 件数

◎ 措置済
指摘事項に対して、措置を講じたもの又は一部について措
置を講じたもの

27

― 非措置

指摘事項に対して、法令の趣旨等から措置できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど措置しな
いもの又は外部状況等により措置する必要がなくなったも
の

0

○ 対応済
意見事項に対して、対応したもの又は一部について対応を
したもの

37

― 非対応

意見事項に対して、法令の趣旨等から対応できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど対応しな
いもの又は外部状況等により対応する必要がなくなったも
の

0

空欄 措置対応中
指摘又は意見事項に対して、措置又は対応を継続している
もの又は今後行う予定のもの

0

         措置欄（令和２年6月末現在）

区分

監査結果

区分

指摘

意見



１　消防総務管理事業

1 意見 ア 「事業の指標」の適切性について 53 消防総務課 〇 Ｈ30

2 意見 ア 「事業の指標｝の適切性について 61 消防総務課 〇 Ｒ１

3 意見 イ 消防音楽隊の基本方針について 61 消防総務課 〇 Ｒ１

4 意見 ウ 消防音楽隊の人員構成について 64 消防総務課 〇 Ｒ１

5 意見 ウ その他の地域による署所配置について 69 消防総務課 〇 Ｒ１

6 意見 エ 老朽化した建物の改修計画の妥当性について 75 消防総務課 〇 Ｒ１

7 意見 ア
負担金等の支出についての効果検証手続きに
ついて

79 消防総務課 〇 Ｒ１

8 指摘 ア 非特定防火対象物の違反是正について 82 予防課 ◎ Ｈ30

9 指摘 イ 軽微な違反のフォローについて 83 予防課 ◎ Ｈ30

10 意見 ウ 随時査察の査察サイクルについて 84 予防課 〇 Ｈ30

11 意見 ア 「事業の指標」の適切性について 87 警防課 〇 Ｈ30

12 意見 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

87 警防課 〇 Ｒ１

13 指摘 ウ 消防訓練実施状況表の正確性について 89 警防課 ◎ Ｒ１

14 意見 ア 「事業の指標」の適切性について 90 警防課 〇 Ｈ30

15 指摘 イ 消防車両定期点検について 91 警防課 ◎ Ｈ30

16 意見 ウ はしご車のオーバーホールについて 92 警防課 〇 Ｈ30

17 指摘 エ 消防用資機材の管理について 93 警防課 ◎ Ｒ１

18 指摘 オ 消防用資機材の故障報告について 93 警防課 ◎ Ｒ１

19 意見 カ 防火水槽及び防火井戸の管理について 94 警防課 〇 Ｒ１

３　消防庁舎運営事業

４　消防総務運営経費

監査項目 主管課

５　火災予防指導事業

６　消防訓練事業

２　消防音楽隊活動事業

第６　監査の結果（個別事項）

７　消防防災施設等維持管理事業

措置等
決定年度

№
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

区分



監査項目 主管課
措置等
決定年度

№
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

区分

20 指摘 ア 消防用車両の耐用年数について 96 警防課 ◎ Ｒ１

21 意見 イ 予定価格の決定について 97 警防課 〇 Ｒ１

22 指摘 ウ 「事業の指標」の適切性について 98 警防課 ◎ Ｈ30

23 意見 エ 消防用資機材の必要定数について 98 警防課 〇 Ｒ１

９　地震対策消防水利整備事業

24 意見 ア 「事業の指標」の適切性について 101 警防課 〇 Ｈ30

25 指摘 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

103 警防課 ◎ Ｈ30

26 指摘 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

108 警防課 ◎ Ｒ１

27 指摘 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

109 警防課 ◎ Ｒ１

28 意見 ウ 実態に対応した事業指標の設定について 110 警防課 〇 Ｈ30

29 意見 エ 応急手当普及啓発事業の指標について 111 警防課 〇 Ｈ30

30 意見 オ ＡＥＤ救急活動記録機器リースについて 112 警防課 〇 Ｒ１

31 意見 ア 「事業の指標」の適切性について 115 警防課 〇 Ｈ30

32 意見 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

117 警防課 〇 Ｒ１

33 意見 オ 「はまかぜ」の操縦士の処遇について 121 警防課 〇 Ｒ１

34 意見 カ 消防航空隊運営事業の今後について 122 警防課 〇 Ｒ１

35 意見 ア 情報システムの調達単位について 126 情報指令課 〇 Ｒ１

36 意見 イ 「事業の指標」の適切性について 128 情報指令課 〇 Ｈ30

37 指摘 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

128 情報指令課 ◎ Ｒ１

38 指摘 エ ログ取得方針について 129 情報指令課 ◎ Ｒ１

39 指摘 オ 利用者ＩＤの取扱いについて 129 情報指令課 ◎ Ｒ１

40 指摘 カ バックアップの取得状況の確認について 129 情報指令課 ◎ Ｒ１

41 指摘 キ パスワード管理方針について 130 情報指令課 ◎ Ｒ１

８　消防防災施設等整備事業

１１　救急体制整備事業

１２　消防航空隊運営事業

１３　情報指令費



監査項目 主管課
措置等
決定年度

№
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

区分

42 意見 ア 「事業の指標」の適切性について 132 消防総務課 〇 Ｒ１

43 意見 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

132 消防総務課 〇 Ｈ30

44 意見 ウ
操法大会に対する訓練及びその費用弁償につ
いて

134 消防総務課 〇 Ｒ１

45 意見 エ 運営管理交付金の計算方法の見直しについて 134 消防総務課 〇 Ｒ１

46 指摘 オ 交付金の使途の管理について 138 消防総務課 ◎ Ｒ１

47 意見 カ 消防団組織の懇親会費の公費負担について 139 消防総務課 〇 Ｒ１

48 指摘 キ
消防団組織の研修旅行費用の公費負担につい
て

140 消防総務課 ◎ Ｒ１

49 指摘 ク
消防団組織の研修旅行に係る提出書類につい
て

140 消防総務課 ◎ Ｒ１

50 指摘 ケ
消防団組織の研修旅行費用の見積合せについ
て

140 消防総務課 ◎ Ｒ１

51 意見 コ 業務日誌の取扱いについて 141 消防総務課 〇 Ｒ１

52 指摘 サ
自治会からの消防団への寄附（協力金）につ
いて

143 消防総務課 ◎ Ｒ１

53 意見 ア 「事業の指標」の適切性について 145 消防総務課 〇 Ｒ１

54 指摘 イ 借地契約書の整備について 147 消防総務課 ◎ Ｒ１

55 指摘 ウ 賃貸借契約書の契約内容の見直しについて 148 消防総務課 ◎ Ｒ１

56 意見 エ 借地賃借料の見直しについて 150 消防総務課 〇 Ｒ１

57 指摘 オ 借地賃借料の交渉記録の作成について 151 消防総務課 ◎ Ｈ30

58 意見 カ 修繕費の支出負担について 151 消防総務課 〇 Ｒ１

59 指摘 キ 資機材の管理について 152 消防総務課 ◎ Ｈ30

60 意見 ア 「事業の目的・事業対象」の適切性について 155 消防総務課 〇 Ｒ１

61 指摘 イ 基金への掛金支出額について 156 消防総務課 ◎ Ｈ30

62 意見 ア 「事業の指標」の適切性について 157 消防総務課 〇 Ｈ30

63 意見 イ 消耗品の費用負担について 159 消防総務課 〇 Ｈ30

１７　消防団運営経費

１４　消防団活動事業

１５　消防団施設運営事業

１６　消防団員福利厚生事業



監査項目 主管課
措置等
決定年度

№
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

区分

― ―

64 指摘 ア 補助金交付要綱の改定について 161 危機管理課 ◎ Ｒ１

１８　消防団車両整備事業

１９　自主防災組織支援事業

「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



№１
監査内容 53

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

国の示す被服による安全性確保ガイドラインに沿った被服
整備率を指標としました。
また、部内で行う集合研修後のアンケートに講義内容に対

する意見項目を追加するとともに、派遣者用のアンケートを
作成しました。

〇 平成30年度

№２
監査内容 61

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

　消防局において消防広報について検討した結果、平成30年
10月に消防局の組織に関する規則を一部改正し、消防総務課
の事務分掌に「消防局の広報の総括に関すること。」を追記
しました。
　また、平成31年3月に事業名を「消防音楽隊等広報事業」
に変更し、事業の指標に「ＳＮＳへの投稿に対するいいね
数」を追加しました。

〇 令和元年度

報告書の頁

報告書の頁
ア　「事業の指標」の適切性について
　消防音楽隊の事業として、演奏活動、消防広報活動、研修の３つが挙げられ、指
標を「派遣演奏集客数」としている。これは、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が、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。

対応方針

対応方針

ア　「事業の指標」の適切性について
　消防総務管理事業の主な事業としては、消防企画・人材育成事業と消防職員被服
整備事業の２つの事業があり、消防企画・人材育成事業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。
　また、消防企画・人材育成事業の指標「研修効果の業務活用率」は、研修受講ア
ンケートを実施し、研修が業務に役立てられる内容であるかの割合を示しており、
事業の目的に概ね合致していることから適切であるが、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。



№３
監査内容 61

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成30年度に「消防音楽隊のあり方に関する検討会」を開
催し、消防音楽隊の任務、効果的かつ効率的な活動方法、今
後の施策の方向性等について検討しました。
また、当該検討会の検討結果を受け、任務、派遣演奏基

準、訓練回数を見直すとともに、隊の編成について効果的か
つ効率的な活動を行えるよう継続的に検討することとしまし
た。

〇 令和元年度

№４
監査内容 64

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成30年度に開催した「消防音楽隊のあり方に関する検討
会」の結果を踏まえ、消防音楽隊を消防局の有効な広報の一
つのツールと位置付けました。
また、消防音楽隊運営方針を新たに定め、長期的ビジョン

を明確化するとともに、消防音楽隊員の隊員確保に向け、具
体的かつ有効な取り組みを検討し、実施していくこととしま
した。

〇 令和元年度

報告書の頁
イ　消防音楽隊の基本方針について
　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、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。
　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。
　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。

報告書の頁
ウ　消防音楽隊の人員構成について
　消防音楽隊の隊員については、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、隊員の確保を行って
いるが、楽器経験者が不足している。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。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。
　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、ここ３年間では35人以上になったことはない。
　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。

対応方針

対応方針



№５
監査内容 69

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

消防力の整備指針に定める「その他の地域」における地域
の実情を分析し、平成30年度に改訂した「消防施設等整備計
画」の中で、本市の「その他の地域」における署所の配置で
考慮した地域の実情（人口分布、消防救急需要、消防隊・救
急隊の有効活動範囲等）を明記しました。 〇 令和元年度

№６
監査内容 75

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成30年10月に開催した資産経営推進会議の結果を受け、
耐震性能がランクⅡの庁舎は令和元年度から随時建替えによ
り整備をしていくこととしました。

〇 令和元年度

対応方針

対応方針

報告書の頁
ウ　その他の地域による署所配置について
　「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。
　新たな署所配置計画を作成する際には、市町村合併による経緯、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１回当たりの行政コスト並びに人口減
少及び少子高齢化の進行など今後の動向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。

報告書の頁
エ　老朽化した建物の改修計画の妥当性について
　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」に方針が定められている。
　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。
　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。



№７
監査内容 79

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

新たに負担金が生じた場合はもちろんのこと、既存の負担
金についても妥当性を評価するとともに、成果が得られるま
での過程等を文書で残すこととしました。

〇 令和元年度

№８
監査内容 82

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

予防課

　個票による是正状況の管理については、平成30年度の業務
指針等に基づき個票を作成し、当該個票中に違反処理の措置
時期を明確にし、防火対象物ごとに違反是正事務の具体的な
計画を作成しました。 ◎ 平成30年度

対応方針

報告書の頁
ア　負担金等の支出についての効果検証手続きについて
　負担金の効果として、国や他の地方公共団体に関する最新の情報が入手でき、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。

報告書の頁
ア　非特定防火対象物の違反是正について
　平成29年３月31日時点で、改善されていない非特定防火対象物の重大違反件数は
108件で、その内、違反覚知から10年以上経過しているものが36件である。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
続的な違反是正が最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。

対応方針



№９
監査内容 83

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

予防課

平成30年度の業務指針等に基づき、違反是正の履行確認を
実施しています。履行状況は個票への記録により管理するこ
ととし、改善計画書の提出状況も含めて指導経過を詳細に記
入することで、防火対象物ごとに改善に至るまでの計画を具
体化し、防火対象物の関係者へ是正が完結するまで指導をす
ることとしました。

◎ 平成30年度

イ　軽微な違反のフォローについて
　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。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、その中でも極めて
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、なかに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ものや、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
時点で未だ提出がなく、消防署としても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ものがある。
　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、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。

対応方針

報告書の頁



№10
監査内容 84

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

予防課

査察の区分や実施体制について、管内情勢や査察対象物の
危険度に応じたものにするため、適時、関係規定である査察
規程や要綱の見直しを行っています。
今後は、関係法令の改正、防火対象物の状況、署の人員配

置などの情勢の推移により、必要が生じた場合には査察体制
を見直していきます。

〇 平成30年度

№11
監査内容 87

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

各署統一した、訓練項目、回数を盛り込んだ訓練計画を策
定しました。
各署から報告された実施結果を分析し、最適な訓練の内容

及び回数を検討していきます。 〇 平成30年度

ア　「事業の指標」の適切性について
　消防訓練事業は、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、「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、最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回が最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。

対応方針

報告書の頁
ウ　随時査察の査察サイクルについて
　防火対象物の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。
　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最重要課題である。
　このため、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。

対応方針

報告書の頁



№12
監査内容 87

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

各消防署が警防規程に基づいた訓練計画となるよう、訓練
計画を統一しました。また、策定された訓練計画は、警防課
へ提出させることとしました。
様式を統一したことにより、月次で報告されている訓練状

況の有効性を客観的に判断することができるようになり、警
防課において警防規程に基づいた訓練状況の確認及び評価が
できる状況となりました。
警防課において訓練状況を確認及び評価したものは、警防

連絡会（旧警防研究会）で報告することとしました。

〇 令和元年度

対応方針

報告書の頁
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
　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。



№13
監査内容 89

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

実績報告の正確性が担保されるよう、訓練計画の様式の統
一と併せて、訓練項目の具体例を警防課から各消防署へ示し
たことにより、実績報告の精度が高まりました。
月次の報告により、警防規程に基づいた訓練が実施されて

いるか確認しています。 ◎ 令和元年度

№14
監査内容 90

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

各維持管理事業の事業指標について、修理や更新など対応
を要する消防防災施設の件数と、対応を行った件数から算出
した割合（修繕率）に変更しました。

〇 平成30年度

ア　「事業の指標」の適切性について
　消防防災施設等維持管理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。この指標は当該事業のうち、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。

ウ　消防訓練実施状況表の正確性について
　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、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ったり、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に各署間での差が大きくなっている。
　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。
　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。

報告書の頁

対応方針

報告書の頁

対応方針



№15
監査内容 91

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　従来から実施している読み合わせ確認、グループ長の確認
等に加えて、車検・点検進捗状況確認表をイントラネット上
に整備し、警防課と車両配置施設担当とで双方向入力を行う
方式を取り入れることで、相互に進捗状況管理を行う体制を
構築しました。
　また、機関日誌等の確認しやすい場所に点検日程の明示
や、事務所内の月間予定表に記載することにより、確認の徹
底をしました。

◎ 平成30年度

№16
監査内容 92

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

はしご車の購入はＷＴＯ一般競争入札で行っており、メン
テナンス費用を含めた契約は現行制度で出来ないため、はし
ご車を取得する時点で将来の費用を考慮して業者を選定する
ことは困難と考えています。
検討した結果、平成21年以降の一般競争入札では１者のみ

の参加であることや、「消防用車両の安全基準について」
（平成19年３月、消防用車両安全基準検討会事務局）におい
て、「オーバーホールの実施者は、はしご自動車の製造者又
はそれに準ずる整備設備、整備技術を有する整備事業者とす
る」とあることから、オーバーホールを随意契約（１者特
命）とすることとしました。

〇 平成30年度

対応方針

報告書の頁
イ　消防車両定期点検について
　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の救急車は、新車として１か月点検が
行われて以降、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。
　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。
　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。

対応方針

報告書の頁
ウ　はしご車のオーバーホールについて
　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
なっているが、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、一社のみが入札している。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。



№17
監査内容 93

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

消防用資機材の管理台帳について、警防課が管理する管理
台帳を廃止し、署が管理する台帳に集約することにより効率
化を図りました。
また、消防用資機材の管理台帳と物品管理規則及び物品管

理マニュアルに基づき作成する物品管理台帳は、管理目的の
違いから集約が不可能なため、現状通りとしました。
引き続き、調達課から依頼される現物確認と警防課が依頼

する現物確認を各消防署において同時に行い、その結果を警
防課が確認し、適切な消防用資機材の管理を行っていきま
す。

◎ 令和元年度

報告書の頁
エ　消防用資機材の管理について
　物品管理規則及び物品管理マニュアルに基づき各課で作成する物品管理台帳と、
警防課及び各消防署でも別途消防用資機材の管理台帳が作成され、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。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、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。

対応方針



№18
監査内容 93

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　平成31年３月に消防車両維持管理要綱について、故障等の
報告案件の確認はグループ長を原則とし、案件内容によって
課長に報告を行うこと、また、報告様式は、検印欄を削除す
る一部改正を行いました。
　維持管理状況については、イントラネット上で確認できる
体制を構築しました。

◎ 令和元年度

対応方針

報告書の頁
オ　消防用資機材の故障報告について
　消防車両維持管理要綱では、「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ら、原因及び故障箇所を調査し、故障報告書により報告す
る。」とされ、第14号様式で消防署長から警防課長へ報告するとなっている。これ
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。
　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。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。



№19
監査内容 94

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

消防水利の維持管理に関して、コスト、他都市の動向など
を含め検討を行い、修繕する判断基準及び撤去する判断基準
を盛り込んだ「基準に満たない消防水利の維持管理計画」を
作成し、令和２年４月１日から運用開始しました。

〇 令和元年度

№20
監査内容 96

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　消防車両更新の基準となる年数について、当市車両の現状
及び他都市の状況などを含め検討を行い、「常備消防車両更
新基本計画」及び「非常備消防車両更新基本計画」を改正
し、令和２年４月１日から運用開始しました。
 また、各車両更新基本計画の計画値を事業指標として用い
ることとしました。

◎ 令和元年度

報告書の頁
カ　防火水槽及び防火井戸の管理について
　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。
　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。

対応方針

報告書の頁
ア　消防用車両の耐用年数について
　常備消防車両更新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。

対応方針



№21
監査内容 97

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　消防車両の適切な購入を図るため、購入実績等を他の自治
体から情報提供を受け、仕様に応じた比較や、より深度ある
分析をした後、予定価格を決定することとしました。

〇 令和元年度

№22
監査内容 98

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　消防用資機材整備事業について、事業成果を適切に測定す
るため、事業の指標として、重点使用資器材（呼吸器、ボン
ベ、消防ホース）について「消防用資機材整備率」を新たに
設定しました。

◎ 平成30年度

イ　予定価格の決定について
　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、最小
の支出で最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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
ウ　「事業の指標」の適切性について
　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、同事業のうち、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。

対応方針



№23
監査内容 98

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　各消防署消防隊及び消防団に関しては、各種災害に対して
一定の消防力を発揮するため、一律同様の資機材配備をする
ことが必要と判断しました。また、地域特性のある資機材
（風水害対応資機材）については、再配備しました。
　救助隊資機材は、それぞれに活動の特色を持ち合わせてお
り、地域特性に応じた消防活動をより効果的に行うために、
各救助隊の任務等について再確認を行い、それに応じた資機
材の種類、必要数等を検討した結果、現状の配備資機材は、
地域特性に応じた適正な配備と判断しました。

〇 令和元年度

エ　消防用資機材の必要定数について
　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。
　市町村合併により浜松市は大きく広がり、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。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。

対応方針

報告書の頁



№24
監査内容 101

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　防火井戸は耐震性貯水槽に比べて安価ではありますが、長
期間維持する際の維持管理コスト（クリーニング等）、湧水
量低下等の可能性及び設置地域が限定されることなどを考慮
し、耐震性貯水槽を優先して計画策定を検討したところ、耐
震性貯水槽の用地確保を見込める場所が、約40ヶ所であった
ことから、耐震性貯水槽40基、防火井戸60基の整備を計画し
たものです。
　耐震性貯水槽と防火井戸の割合について再検討した結果、
今後も、本整備計画に基づき、継続して進めていきます。

〇 平成30年度

№25
監査内容 103

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　インフラ資産管理システムへの入力後、内容について誤り
がないか課内決裁を行ったうえで、登録を確定させることと
しました。 ◎ 平成30年度

ア　「事業の指標」の適切性について
　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。
　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われる。

対応方針

報告書の頁
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
　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。
　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。

報告書の頁

対応方針



№26
監査内容 108

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　救急自動車の使用年数、走行距離及び他都市の更新状況等
から更新基準を見直し、「常備消防車両更新基本計画」を改
正しました。
　今後は、新たな更新基本計画に基づき、救急自動車及び高
度救命資機材を計画的に更新していきます。
　また、更新基本計画の計画値を事業指標として用いること
としました。

◎ 令和元年度

№27
監査内容 109

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　救急救命士の養成については、救急救命士の配置計画に基
づき「救急自動車に乗務する救急救命士の数」を指標としま
した。
  また、救急有資格者の養成についても平成31年３月に配置
計画を策定し「救急自動車に乗務する救急有資格者の数」を
指標としました。

◎ 令和元年度

報告書の頁

報告書の頁
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
　「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。資機材
は救急車の更新に合わせて更新されている。
　しかしながら、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、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が、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や、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。
　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。

対応方針

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
　「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
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、事業の指標として設定すべきであ
る。

対応方針



№28
監査内容 110

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　事業指標について、傷病程度に関わらず一律とした指標を
「早期に治療が必要な重症（長期入院診療）以上の傷病者を
医療機関へ収容するまでの所要時間」に変更しました。
　また、山間地域と市街地域に分けた指標については、道路
事情及び医療機関の配置状況などにより、山間地域と市街地
域を分けることは困難であると考えました。

〇 平成30年度

№29
監査内容 111

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

　指標について、本市が実施する応急手当講習のうち「修了
証等を発行する講習の受講者数」に変更しました。

〇 平成30年度

報告書の頁
エ　応急手当普及啓発事業の指標について
　平成27年度から、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。以前
は防災訓練等の大規模講習が多かったが、最近の傾向として、質を重んじた講習に
変わってきていることもあり、講習回数は増加しているものの、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。

報告書の頁
ウ　実態に対応した事業指標の設定について
　救急体制整備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、本事業の指標「病院に収容するまで
の平均所要時間」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。
　こうしたことから、傷病者の緊急度に応じた指標や、消防署ごとの立地に応じた
指標を区別して設定する必要がある。

対応方針

対応方針



№30
監査内容 112

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

ＡＥＤなど他の情報機器と接続する必要がある機器の導入
や更新について協議した結果、浜松市のネットワークでは、
セキュリティ上の観点から他の情報機器を接続できないとい
う結論となったため、今後も現状のリースによる運用を行っ
ていくこととしました。

〇 令和元年度

№31
監査内容 115

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

事業指標について、消防ヘリコプターの受入体制を安全か
つ適正に維持管理していくために必要な業務について、年次
ごとの計画を作成し、その実施した項目ごとの実績を数値化
した指標に変更しました。 〇 平成30年度

対応方針

オ　ＡＥＤ救急活動記録機器リースについて
　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、機器をリース契
約している。
　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。浜松市の既存のパソコン
でＡＥＤ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
費用が発生しないこととなる。
　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。

対応方針

報告書の頁
ア　「事業の指標」の適切性について
　事業の指標の「年間飛行時間」と「訓練実施回数」の目標値及び実績値には合理
性が認められる。
　しかし、「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。

報告書の頁



№32
監査内容 117

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

全国で相次ぐ消防防災ヘリコプターの墜落事故を受け、操
縦士２名体制が整うまでの間、「はまかぜ」の運航を休止す
る措置を取りました。また、操縦士採用試験を採用条件等を
見直した上実施しましたが、採用には至りませんでした。
そのため、平成30年６月までに採用した操縦士２名の「は

まかぜ」の操縦資格取得に向けた養成訓練を効果的かつ短期
的に集中して養成しております。
運航基準については、消防防災ヘリコプターの墜落事故

後、総務省消防庁が取りまとめた「消防防災ヘリコプターの
安全性向上・充実強化に関する検討会」の報告書を基に、浜
松市消防航空隊運航管理要綱を一部改正するとともに、災害
活動を安全かつ的確に実施するための条件を定めた浜松市消
防航空隊緊急運航要領を平成31年４月から施行しました。

〇 令和元年度

対応方針

報告書の頁
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
　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。
　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。
　また、浜松市は操縦士が１名であるため、他都市の操縦士と比較して人当たりの
運航時間が突出して長いことが分かる。全運航時間の約62％は訓練のための運航で
ある。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。
　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。



№33
監査内容 121

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

操縦士について、採用時における処遇改善を行ったことに
より、必要な人員の確保に繋がり、安定した運航が可能とな
りました。
今後も他の政令指定都市の動向を踏まえ、継続的に消防総

務課及び人事課と処遇改善に向けた調整を進めていきます。
〇 令和元年度

№34
監査内容 122

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

警防課

消防航空隊を運航するための将来ビジョンについて、これ
までの活動実績、有効性、費用対効果などを分析する中で、
市関係部局と共に現状と課題について検討しています。
また、県内における共同運航については、県内ヘリ運航調

整会議や、静岡県及び静岡市との意見交換を実施するなど継
続して検討してまいります。

〇 令和元年度

報告書の頁
オ　「はまかぜ」の操縦士の処遇について
　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。

対応方針

報告書の頁

対応方針

カ　消防航空隊運営事業の今後について
　「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。
　消防航空隊運営事業は、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。



№35
監査内容 126

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報指令課

大規模な情報システム更新、保守契約については、総合評
価やプロポーザルにより一本化している他都市の事例を踏ま
え、調達方法等について情報政策課と調整を行い、総合評価
制度の導入や事業者からの提案を募るなど、コストの低減が
図られる適正な調達方法を採用することとします。

〇 令和元年度

№36
監査内容 128

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報指令課

指標について、「年度ごとの保守業務達成率（％）」から
「消防情報システム並びに消防・救急デジタル無線システム
の24時間365日の正常稼働達成率（％）」に見直しました。 〇 平成30年度

報告書の頁
イ　「事業の指標」適切性について
　消防情報通信ネットワーク事業の事業内容のうち、「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」が対応するが、それ以外の事業内容は、「年度ごと
の保守業務達成率」の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。

対応方針

報告書の頁
ア　情報システムの調達単位について
　消防情報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。
　情報システムの買取りについては、一般競争入札により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低減の効果が見込まれる。
　一方、システム保守については、競争が確保されないため、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。
　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。

対応方針



№37
監査内容 128

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報指令課

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の見直しを行い、これに
代わるものとして、消防情報システムや消防・救急デジタル
無線システムにおける情報セキュリティ実施手順を盛り込ん
だ浜松市消防局消防情報システム運用マニュアルを平成31年
３月に策定し、平成31年４月１日から運用しました。

◎ 令和元年度

№38
監査内容 129

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報指令課

消防情報システムや消防・救急デジタル無線システムのロ
グ取得等について、平成31年３月に新たに策定した浜松市消
防局消防情報システム運用マニュアルにおいて、ログの取得
等に係る方針を定めました。

◎ 令和元年度

対応方針

対応方針

報告書の頁
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
　情報指令課では、平成21年4月に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情
報セキュリティ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情報セキュリティ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。

報告書の頁
エ　ログ取得方針について
　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。
　浜松市情報セキュリティ対策基準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。



№39
監査内容 129

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報指令課

消防情報システムや消防・救急デジタル無線システムの利
用者ＩＤについて、平成31年３月に新たに策定した浜松市消
防局消防情報システム運用マニュアルにおいて、利用者ＩＤ
の取り扱い方法等を定めました。

◎ 令和元年度

№40
監査内容 129

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報指令課

消防情報システムや消防・救急デジタル無線システムに係
るデータのバックアップの取得状況の確認について、平成31
年３月に新たに策定した浜松市消防局消防情報運用マニュア
ルにおいて、定期的なバックアップ処理についての確認方法
を定めました。 ◎ 令和元年度

報告書の頁

対応方針

オ　利用者ＩＤの取扱いについて
　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、利用者ＩＤの取扱いについて定められていない。
　浜松市情報セキュリティ対策基準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。

対応方針

報告書の頁
カ　バックアップの取得状況の確認について
　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。
　浜松市消防局消防情報システム運用基準書（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。
　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。



№41
監査内容 130

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報指令課

　消防情報システムのパスワードの管理方法等について、平
成31年３月に新たに策定した浜松市消防局消防情報運用マ
ニュアルにおいて、パスワードの変更に係るセキュリティ強
化及び管理方法を定めました。

◎ 令和元年度

№42
監査内容 132

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

　浜松市消防団に関する条例で定める消防団員の定員数を平
成30年10月１日付で改正しました。また、この定員数を基に
した「充足率」を事業指標に設定しました。

〇 令和元年度

報告書の頁
キ　パスワード管理方針について
　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。
　浜松市消防局消防情報システム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、浜松市情報
セキュリティ対策基準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。

対応方針

報告書の頁
ア　「事業の指標」の適切性について
　「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、「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。

対応方針



№43
監査内容 132

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

一覧表形式へ見直しをし、団員の事務負担と消防局の保管
コストの削減を図りました。
また、平成30年２月に「庶務関係のマニュアル」を改訂

し、各分団への説明を実施しました。 〇 平成30年度

№44
監査内容 134

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成30年度に「消防団のあり方に関する検討会」を開催
し、操法大会に関する今後の方向性を検討しました。
その結果、操法は、一連の動作の中にポンプの操作や隊員

同士の情報伝達などの基本動作が凝縮されており、また皆が
統一された動作を習得することで実災害時の効率的な部隊運
用にも資する非常に有用な教育手法であることを確認しまし
た。また、それらの習得のための訓練回数や訓練規模は適正
であり、予算措置も適正であるとの結論に至りました。

〇 令和元年度

報告書の頁
ウ　操法大会に対する訓練及びその費用弁償について
　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。

対応方針

報告書の頁
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
　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。

対応方針



№45
監査内容 134

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

近年の支出実績を元に「必要経費」、「基礎活動経費」の
額の見直しを図るとともに、活動内容に差がある機能別消防
団員に対する「団員数割」についても使途を見直した結果、
基本団員と区別化を図ることとして整理し、令和元年度当初
予算に反映させました。 〇 令和元年度

報告書の頁
エ　運営管理交付金の計算方法の見直しについて
 （ｱ）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。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。

 （ｳ）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。

対応方針



№46
監査内容 138

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成30年４月に浜松市消防団運営管理交付金交付要綱を改
正したほか、各消防署において要綱やその運用に係る説明会
を実施する等、消防団に対する消防署の関与の一層の明確化
を図り、交付金の使途の管理を十分に行えるよう、体制を整
えました。

◎ 令和元年度

№47
監査内容 139

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成30年度に「消防団のあり方に関する検討会」を開催
し、審議した結果、懇親会に対する公費負担を廃止すること
としました。

〇 令和元年度

報告書の頁
オ　交付金の使途の管理について
　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、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。

対応方針

報告書の頁
カ　消防団組織の懇親会費の公費負担について
　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、原則として自粛す
ること。」という記載があり、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。
　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。

対応方針



№48
監査内容 140

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成30年度に「消防団のあり方に関する検討会」を開催
し、審議した結果、研修旅行に対する公費負担を廃止するこ
ととしました。

◎ 令和元年度

№49
監査内容 140

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

研修旅行に対する公費負担がなくなったため、報告書等の
提出書類もなくなりました。

◎ 令和元年度

報告書の頁
キ　消防団組織の研修旅行費用の公費負担について
　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。
　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。

対応方針

報告書の頁
ク　消防団組織の研修旅行に係る提出書類について
　研修旅行に関して消防局に提出される書類としては、管外旅行の届出、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。

対応方針



№50
監査内容 140

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

研修旅行に対する公費負担がなくなったため、研修旅行の
実施に向けた見積合せを行う必要がなくなりました。

◎ 令和元年度

№51
監査内容 141

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

事務処理の効率化のため、出動報告書を作成・保存する事案
については、勤務日誌への記載を要しないこととする運用に改
め、平成31年３月に開催した消防団本部会議等を通じて周知徹底
を図りました。

〇 令和元年度

報告書の頁
ケ　消防団組織の研修旅行費用の見積合せについて
　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、業務委託契約に該
当するものと考えられる。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。

対応方針

報告書の頁
コ　業務日誌の取扱いについて
　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」を作成し、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、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」を分団に備えておく必要があることが定
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。

対応方針



№52
監査内容 143

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

消防局として、消防団の消防活動（本来業務）に必要な費
用は全て公費で負担することを改めて明確にし、浜松市自治
会連合会に対しても説明を行いました。また、消防団へのヒ
アリングを実施し、不足している資機材や庁舎の修繕で早急
に対応する必要があるものは予算措置し対応を図りました。
さらに、寄附に該当する自治会を把握し、当該自治会に対

し消防団への寄附の廃止を求めることについて、市の関連部
局へ伝えました。

◎ 令和元年度

報告書の頁
サ　自治会からの消防団への寄附（協力金）について
　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様々であり、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であり、地方財政法は、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。
　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。

対応方針



№53
監査内容 145

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

改修改築が必要となる施設を対象とした事業指標を設定し
ました。

〇 令和元年度

№54
監査内容 147

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

法的なリスクを回避するため、口頭契約から貸借期間や使
用目的、権利及び費用負担関係を明確にした契約書を締結し
ていきます。

◎ 令和元年度

報告書の頁
ア　「事業の指標」の適切性について
　消防団施設運営に係る事業は、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。
　今後、現在策定中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。

対応方針

報告書の頁
イ　借地契約書の整備について
　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、市と土地所有者との契
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。

対応方針



№55
監査内容 148

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

「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」に基づき、契約更新等の機を捉えて、標準契約書
に沿った契約を締結していきます。

◎ 令和元年度

報告書の頁
ウ　賃貸借契約書の契約内容の見直しについて
　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、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、財産（土地・建物）借上げ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。

対応方針



№56
監査内容 150

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成30年度に策定した「浜松市消防団施設等総合管理計
画」の中で借地上に立地する施設の解消を優先事業として位
置付けました。
また、借地の解消が図られるまでの間に借地契約を更新す

る際は、標準借上げ料に近づけるよう継続して交渉していき
ます。

〇 令和元年度

№57
監査内容 151

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

交渉記録簿を作成して保管管理するよう周知徹底しまし
た。

◎ 平成30年度

報告書の頁
エ　借地賃借料の見直しについて
　消防団施設で有償契約となっているほとんどの借地用地において、「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」に定める「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基準金額を上回っている状況であ
る。
　この点、市では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、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。

対応方針

報告書の頁
オ　借地賃借料の交渉記録の作成について
　天竜区の消防団施設の借地用地について、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。

対応方針



№58
監査内容 151

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

公平性を持った消防団施設の維持管理のため、消防団庁舎
の修繕費は市が負担することを明確にし、併せて周知を図り
ました。

〇 令和元年度

№59
監査内容 152

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

平成28年度以前に交付金で購入した備品についても、台帳
による管理を実施しました。

◎ 平成30年度

報告書の頁
カ　修繕費の支出負担について
　市では基本的には消防団施設の修繕工事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。
　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。

対応方針

報告書の頁
キ　資機材の管理について
　市の資機材の管理について、消防団施設維持管理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、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。

対応方針



№60
監査内容 155

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

事業の目的に「福利厚生制度の充実」を明記し、「事業の
概要」及び「事業の指標」との関連付けを行いました。

〇 令和元年度

№61
監査内容 156

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

市議会５月定例会にて、定員数と実員数の乖離を解消する
ため、条例の一部改正を行いました。

◎ 平成30年度

報告書の頁
ア　「事業の目的・事業対象」の適切性について
　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、消防団員福利厚生事業の目的には「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。

対応方針

報告書の頁
イ　基金への掛金支出額について
　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へ支払っている。
　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。

対応方針



№62
監査内容 157

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

事業目的及び事業概要へ消防団加入促進事業を明記したう
えで、「事業の指標」として設定しました。

〇 平成30年度

№63
監査内容 159

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

消防総務課

　消耗品購入にかかる基準を各署に指示し周知しました。

〇 平成30年度

報告書の頁
ア　「事業の指標」の適切性について
　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。
　市では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。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、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、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。

対応方針

報告書の頁
イ　消耗品の費用負担について
　消防団が使用する消耗品について、市が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。

対応方針



№64
監査内容 161

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

危機管理課

（ア） 自主防災隊資機材等整備費補助金の主旨の一つとし
て、世帯数が少なく、自主財源が少ない自主防災組織が、防
災資機材を適切に整備するための助成があります。
自主防災組織全体の資機材整備状況について、平成30年３

月にアンケートを実施した結果、主要19品目の所有率が
1,000世帯を超える組織は80%、1,000世帯以下の組織は68%で
あることがわかりました。このことから、今後、1,000世帯
以下の組織に対して、当補助金制度を活用し資機材整備の更
なる推進を図るとともに、必要に応じて補助金交付要綱の見
直しを図ってまります。

（イ）資機材の整備費用（品目）については、平成30年３
月のアンケート結果から現状を踏まえ浜松市自主防災隊資機
材等整備補助金交付要綱（平成31年４月１日改定）を見直
し、対象品目を汚物(嘔吐物)処理入れ、消毒用アルコール、
寝袋など10品目を追加するとともに内容の精査及び明確化を
図りました。

◎ 令和元年度

報告書の頁
ア　補助金交付要綱の改定について
 (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、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。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浜松市自主防災隊資機材等整備費補助金交付要
綱の別表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。
　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、1,000～7,000世帯弱の多くの自主防災
組織では、一律に同補助金交付要綱別表の計算式に当てはめた額を上限としてしか
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。

 (ｲ)現状の補助金交付要綱によれば、資機材の整備費用に対して補助金が支出され
ることになっている。同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）などの最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。

対応方針


