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第１ 監査の概要 

１．監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件 

（１）監査テーマ 

消防、防災・危機管理事業に関する財務事務の執行について 

 

（２）監査の対象期間 

原則として平成 25年度とし、必要と認めた場合、平成 26年度及び平成 24年度以前

の過年度についても監査対象とした。 

 

３．特定の事件として選定した理由 

平成 23年３月に発生した東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島第一原子力発電

所の事故をはじめ、近年、集中豪雨や竜巻の被害が頻繁に報告されるなど、地方自治体

における消防・救急、防災・危機管理等に関する事務の重要性が高まってきている。 

福岡市では、平成 24年 12月に策定した第９次福岡市基本計画において「安全・安心

で良好な生活環境が確保されている」を分野別目標のひとつに掲げ、「災害に強いまちづ

くり」を施策事業の柱とし、防災・危機管理体制の充実・強化、地域防災力の向上、消

防施設の整備・充実等の各事業を推進しているところである。 

このような状況を踏まえ、福岡市が実施する消防、防災・危機管理事業に関する財務

事務の執行について、関係法令等に準拠して執行されているか、有効性、効率性及び経

済性の観点から合理的かつ適切に執行されているか等を検討することは市民にとって有

意義であると考え、包括外部監査のテーマとすることが相当であると判断した。 

 

４．監査の方法 

（１）監査対象部局 

市民局防災・危機管理部、消防局、公益財団法人福岡市防災協会（消防局所管の外

郭団体）及びその他消防、防災・危機管理事業に関連する部局とした。 

 

（２）監査の視点 

消防、防災・危機管理事業について、次の視点により監査を実施した。 

・ 消防、防災・危機管理事業に関する財務事務の執行が、法令及び条例等に従い、

適切に行われているか。 

・ 消防、防災・危機管理事業に関する財務事務の執行が有効性、効率性及び経済

性の観点から、合理的かつ適切に行われているか。 

 

（３）実施した監査手続 

「（２）監査の視点」に基づき、次の手続を実施した。 

・ 監査対象部署から関係書類や資料の提供を受け、これらの査閲を行い消防、防

災・危機管理事業に関する財務事務の執行状況を把握した。 

・ 消防署等に対する現地調査を行い、消防、防災・危機管理事業に関する財務事

務の執行状況を把握した。 
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・ 消防、防災・危機管理事業に関する財務事務手続について、担当者への質問及

び業務委託契約書その他文書の査閲を行い、関連諸法令・規則への準拠性を確

かめた。 

 

５．監査の実施期間 

平成 26年６月 20 日から平成 27年３月６日まで 

なお、詳細は 64 ページに記載している。 

 

６．監査実施者 

包括外部監査人  小 渕  輝 生 公認会計士 

補 助 者  香 野   剛 公認会計士 

同  塩 塚  正 康 公認会計士、行政実務経験者 

同  戸 田  智 子 公認会計士 

同  奥 村  栄 隆 公認会計士 

同  松 尾  潤 一 特定社会保険労務士、行政実務経験者 

同  明 石  康 平 公認会計士試験合格者 

同  六 車  響 子 公認会計士試験合格者 

 

７．利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の 29の規定により記載す

べき利害関係はない。 

 

８．略称等 

本報告書中、一部の元号については、次のとおり略称を使用している。 

略号 元号 凡例 

S 昭和 S62＝昭和 62 年 

H 平成 H12＝平成 12 年 

 

また、表中の数値については、単位未満を四捨五入しており合計や差引が合わない場

合がある。なお、数値がゼロの場合は「‐」とし、単位未満の場合は「0」としている。 
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第２ 監査対象の概要 

１．福岡市の状況 

（１）福岡市の概要 

福岡市（以下「市」という。）は、北は玄界灘に臨み、海の中道と糸島半島によって

仕切られた博多湾を擁し、南は脊振山地、東は三郡山地に囲まれた半月型の福岡平野

に位置している。博多湾に注ぐ川は、多々良川、那珂川、室見川など数多くあるが、

いずれも中小河川である。  

自然豊かな環境の中、都市機能がコンパクトにまとまり、都市環境と自然環境が調

和し生活しやすい都市である。昭和 47年４月には政令指定都市となり、国内外から多

くの人々が訪れ、地理的にもアジア大陸に近く、アジアの交流拠点都市として発展し

ている。 

市は福岡県の県庁所在地であり、九州地方最大の人口を有している。人口は年々増

加しており、今後も増加することが予想されている。 

 

（２）福岡市の財政状況 

普通会計の歳入歳出規模は、平成 19年度まで減少した後、平成 20 年度を境に増加

しており、平成 21年度以降は約 7,000億円後半で推移している。 

 【福岡市 普通会計歳入歳出規模の推移】（数字は歳入歳出決算額） 

 

 

※出所「決算資料」を基に監査人作成 

 

上記グラフのとおり、常に歳入が歳出を上回って推移している。しかし、地方自治

体における決算収支の均衡に関する情報としては不十分であることから、実質収支、

単年度収支及び実質単年度収支という指標の推移も把握した。なお、これらの財政指

標について総務省の解説は以下のとおりである。 
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【決算収支に関する総務省の解説】  

【参考】 

決算収支及び財政分析指標について（解説） 

 

○ 実質収支と実質単年度収支 

・ 実質収支とは、歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いた額（形式収支）から、翌

年度への繰越し財源（継続費の逓次繰越［執行残額］、繰越明許費繰越等に伴い翌年度へ

繰り越すべき財源）を差し引いたもの。これには過去からの収支の赤字・黒字要素が含ま

れている。 

・ 実質単年度収支とは、実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額（単年度収支）か

ら、実質的な赤字・黒字要素（財政調整積立金、財政調整基金の取崩し、地方債繰上償還）

を加減したもの。当該年度だけの実質的な収支を把握するための指標。 

実質単年度収支＝当該年度実質収支－前年度実質収支＋財政調整基金積立額 

＋地方債繰上償還額－財政調整基金取崩し額 

  
 

＊ 実質収支と実質単年度収支の相違点 

・ 実質収支には前年度以前からの収支の累積が含まれている。 

・ 前年度からの影響を遮断し、当該年度のみの実質的な収支状況を示したものが実質

単年度収支。 

・ 実質収支が黒字であっても、実質単年度収支が赤字であれば、前年度までの黒字の

おかげで当該年度もかろうじて黒字となっていることを示している。この状態が続け

ば、やがて実質収支も赤字となる。 

・ 地方財政の健全性（決算収支の均衡）の判断は、実質収支が黒字か否かを見るだけ

では不十分。実質収支が前年度と比べてどう増減したのか（単年度収支）に加え、そ

れに基金の積立てや取崩し・地方債の繰上償還などを考慮した場合はどうか（実質単

年度収支）を併せて見る必要がある。 

※出所「平成 25年度地方公共団体普通会計決算の概要」総務省 

 

実質収支については、次頁のグラフのとおり平成 25年度まで変動はあるものの連続

の黒字である。しかし、上記の総務省による解説のとおり、「実質収支には前年度以前

からの収支の累積が含まれている。」とある。 

そこで、平成 16年度から 10年間の単年度収支をみると、黒字となったのは、平成

16 年度、平成 18年度、平成 23年度、平成 24年度及び平成 25年度の５回である。実

質単年度収支をみると、平成 22年度以降は連続して黒字であるが、それまでは平成

18 年度及び平成 20年度を除き実質的な収支は赤字状態であったことがわかる。 
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【福岡市 各種決算収支の推移】 

 

※出所「決算資料」を基に監査人作成 

 

市の借金である市債残高は平成 16年度をピークに減少傾向にある。この内、国が地

方交付税の代替措置として、地方に自ら市債を発行させ財源を調達させた後、その元

利償還金を後年度に全額措置するという「臨時財政対策債」の残高は年々増加してい

る。一方で、その他の市債は発行額を抑制しており、これが市債残高の減少要因とな

っている。 

人口一人当たりの市債残額も減少しており、ピーク時の平成 16年度の 100万円から

約 15万円減少し、平成 25年度は 85万円である。市の人口一人当たり市債残高は他の

政令指定都市と比較し、高額となっている。
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【福岡市 普通会計市債残高の推移】 

   

※出所「決算資料」を基に監査人作成 

 

財政調整のための三基金の状況をみると、平成 16年度まで多額の取り崩しを行い

97 億円まで減少していたが、平成 17年度以降取り崩し額を抑制しているため増加傾

向にあり、平成 25年度の三基金の現在高は 280億円となっている。 

【福岡市 財政調整基金、市債管理基金及び庁舎建設等資金積立金年度末現在高の推移】 

 

※出所「決算資料」を基に監査人作成 
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（３）福岡市の財務書類 

市では、新地方公会計制度に基づく財務書類として、総務省方式改訂モデルにより、

貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書の４表を作成

し公表している。 

市が作成した財務書類４表のうち普通会計にかかる貸借対照表、行政コスト計算書

の２表の概要は次のとおりである。 

 

貸借対照表は、市が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、

その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄っているかを表示したものである。 

平成 25年度は、道路や公園整備などの公共事業の実施等の影響で、前年度と比較し

て資産が 237億円増加している。また、退職手当引当金、市債（流動負債）の減少の

影響で、前年度と比較して負債は 58億円減少している。 

【貸借対照表】                     （単位：億円） 

 平成 24年度 平成 25年度 増減 

資産の部 １ 公共資産 31,434 31,541 107 

 有形固定資産 31,396 31,516 120 

 売却可能資産 38 25 △13 

２ 投資等 4,547 4,599 52 

３ 流動資産 1,728 1,806 78 

 (うち満期一括償還積立金) (1,378) (1,400) (22) 

資産合計  37,709 37,946 237 

負債の部 １ 固定負債 13,180 13,177 △3 

 (うち市債) (12,457) (12,457) (0) 

 (うち退職手当引当金) (682) (648) (△34) 

２ 流動負債 1,664 1,609 △55 

 (うち市債) (1,540) (1,492) (△48) 

負債合計 14,844 14,786 △58 

純資産の部 純資産合計 22,865 23,160 295 

 負債・純資産合計 37,709 37,946 237 

 

※出所「福岡市ホームページ」 
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行政コスト計算書は、資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費とその行政

サービスの直接の対価として得られた財源を対比したものである。 

平成 25年度は、職員給与の減額や退職手当引当金繰入等が減少した影響で、経常行

政コストのうち、「人にかかるコスト」が前年度と比較して 44億円減少している。ま

た、生活保護費や障がい保健福祉費の増加、保育所整備助成のための補助金等の増加

の影響で、「移転支出的なコスト」が前年度と比較して 86億円増加している。 

【行政コスト計算書】                   （単位：億円） 

 平成 24年度 平成 25年度 増減 

◇人にかかるコスト 785 741 △44 

 ①人件費 698 665 △33 

 ②退職手当引当金繰入等 60 49 △11 

 ③賞与引当金繰入額 27 27 0 

◇物にかかるコスト 1,492 1,512 20 

 ①物件費 766 773 7 

 ②維持補修費 92 97 5 

 ③減価償却費 634 642 8 

◇移転支出的なコスト 2,792 2,878 86 

 ①社会保障給付 1,774 1,811 37 

 ②補助金等 215 224 9 

 ③他会計等への支出額 728 738 10 

 ④他団体への公共資産整備補助金等 75 105 30 

◇その他のコスト 221 209 △12 

 ①支払利息 211 200 △11 

 ②回収不能見込計上額 10 9 △1 

経常行政コスト（a） 5,290 5,340 50 

経常収益（b） 357 370 13 

①使用料・手数料 

②分担金・負担金・寄附金 

222 

135 

227 

143 

5 

8 

（差引）純経常行政コスト(a-b) 4,933 4,970 37 

※出所「福岡市ホームページ」 
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（４）福岡市の人口推移 

市の総人口は、将来的に現状とほぼ同じ水準で推移予定であり、平成 32年には約

148 万人とピークを迎え、その後緩やかに減少し、約 20年後の平成 47年には約 145

万人になることが想定されている。 

【福岡市の総人口の推移】 

 
※出所「国勢調査（H22（2010）年以前実績値）」及び「国立社会保障・人口問題研

究所推計（H27（2015）年以降推計値）」を基に監査人作成 

 

また、年齢区分別では市の年少人口（14 歳以下人口）は継続的に減少し、平成 42

年度には市の人口の 10％以下（9.8％）まで減少する。一方、老年人口（65歳以上）

についてみると、継続して増加し、平成 47年度にはおよそ市全体の 30％近く（28.5％）

に達する。全国の年齢区分別推移をみると、年少人口は平成 47年度に 10.1％、老年

人口は平成 47年度に 33.4％に達する。市も全国と同様の推移を示しており、少子高

齢化傾向にあることがわかる。 
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【福岡市年齢別人口推移】 

 

 ※出所「国勢調査（H22（2010）年以前実績値）」及び「国立社会保障・人口問題研

究所推計（H27（2015）年以降推計値）」を基に監査人作成 

 

（５）福岡市の気候 

市は、平均気温 17℃と比較的温暖である。しかし、冬期には北西の季節風が強く吹

くことがあるほか、低気圧が市の北を通るとき、低気圧に吹き込む南風が山越え気流

となって、乾燥した南風が吹くことがある。降水量は６、７月の梅雨期に最も多くな

る。市の火災発生件数の過去５年間の推移をみると、火災発生の傾向として乾燥した

冬期から春期にかけて増加し、降水量が増加する夏期に減少する。 

【過去５年間福岡市火災発生件数推移（月別）】 

  

※出所「福岡市消防年報」を基に監査人作成 
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（６）福岡市総合計画 

市は、将来の健全な発展を促進するために市政の総合的な計画として福岡市総合計

画を策定している。福岡市総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つで

構成されている。「基本構想」は、市が長期的に目指す都市像を示したものであり、「基

本計画」は、基本構想に掲げる都市像の実現に向けた方向性をまちづくりの目標や施

策として総合的・体系的に示した 10年間の長期計画で、平成 24年 12月に策定してい

る。「実施計画」（以下、「政策推進プラン」という。）は、基本計画を推進するに当た

って、市が取り組む具体的な事業を示した４年間の中期計画である。 

 

【福岡市総合計画の概要】 

 

※出所「福岡市ホームページ」を基に監査人作成 

 

ア．政策推進プランの概要 

上記表のとおり「政策推進プラン」は、市の総合計画のうち、より具体的な計画で

あり、計画期間は平成 25年度から平成 28 年度までの４年間の中期計画である。 

「政策推進プラン」を策定した趣旨は、福岡市基本計画の目標を実現するために、

中期的に取り組むべき具体的な事業を示し、また、行財政改革プランとの連動により、

必要な財源を確保し、選択と集中による重点化を図りながら必要な施策事業を推進す

ることにある。 

基本計画のまちづくりの目標、市の現状・課題等を踏まえ、今後４年間で優先的に

取り組むべき施策分野を「重点分野」として定め、この重点分野から、さらに施策体

系ごとの進捗や課題等を踏まえて、財政見通しとの整合等を図った上で重点事業を選

定している。 

市では、重点事業を選定することと併せて事業区分を設定しており、重点事業に充

てる財源を優先的に確保することとしている。具体的な事業区分は、全市的に実施す

る事業を、政策的な優先度に基づき重点事業、主要事業及び一般事業、並びに区ごと

に地域の特性や独自の課題等に応じて取り組む主な事業を区事業に区分している。 

１基本構想
長期的にめざす都市像

福岡市のさまざまな計画や

市政運営の基本となる構想

２基本計画
まちづくりの目標や施策の方向性を

総合的・体系的に示す10年間の長期計画

３実施計画
基本計画を推進するにあたって、

具体的な事業を示した4年間の中期計画

具
体
化
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【重点分野の設定・重点事業の選定方法】 

 

 ※出所「政策推進プラン（第９次福岡市基本計画 第１次実施計画）」を基に監

査人作成 

 

 

イ．重点分野 

市は平成25年度から平成28年度までの４年間に重点的に取り組むべき「重点分野」

として以下の４つの分野を挙げている。 

（ア）見守り、支え合う、強い絆の地域づくり 

（イ）次代を担う子ども、グローバル人材の育成 

（ウ）福岡の成長を牽引する観光・ＭＩＣＥ、都心部機能強化の推進 

（エ）人と企業を呼び込むスタートアップ都市づくり 

 

ウ．計画事業費（一般会計） 

一般会計において、政策推進プランに掲載している重点事業、主要事業及び区事業

の４年間の事業費を総額で約 8,500億円と見込むとともに、そのうち重点事業費を約

6,400億円と見込んでいる。 

【計画事業費：平成 25～28年度（一般会計）】 

計画事業費 約 8,500 億円  

 うち重点事業費 約 6,400 億円  

（注）上記事業費は，商工金融資金（貸付金）の約 4,500億円を含む 

※出所「政策推進プラン（第９次福岡市基本計画 第１次実施計画）」 

 

エ．プランの進行管理 

ＰＤＣＡ方式により、施策事業の進捗状況を定期的に把握・評価し、市政取組方針

や予算編成に反映することでプランに基づく政策の着実な推進を図る。 

 

 

福岡市基本計画

（まちづくりの目標、都市経営の基本戦略等）

優先的に取り組むべき

施策分野に基づく重点

化

施策体系ごとの進捗や

課題等を踏まえた重点

化

重点事業

（政策推進プラン）

重点分野
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政策推進プラン

目標1一人ひとりが心豊かに暮らし、元気に輝いている

目標2さまざまな支え合いとつながりができている

目標3安全・安心で良好な生活環境が確保されている

施策3-1災害に強いまちづくり

●防災・危機管理体制の強化

防災・危機管理体制の充実・強化

避難支援対策の充実・強化

●地域防災力の強化

地域防災力の向上

区における地域防災力の強化

●消防・救急体制の充実・強化

消防施設の整備・充実

消防・救急体制の充実

防災・減災の普及啓発

●災害に強い都市基盤整備

施策3-2安全で快適な生活基盤の整備

施策3-3良質な住宅・住環境の形成

施策3-4ルールが守られ、人にやさしい安全なまちづくり

施策3-5犯罪のない安全で住みよいまちづくり

施策3-6安全で良質な水の安定供給

施策3-7日常生活の安全・安心の確保

目標4人と地球にやさしい、持続可能な都市が構築されている

目標5磨かれた魅力に、さまざまな人がひきつけられている

目標6経済活動が活発で、たくさんの働く場が生まれている

目標7創造的活動が活発で、多様な人材が新しい価値を生み出している

目標8国際競争力を有し、アジアのモデル都市となっている

消防、防災・危機管理事業

に特に関連する事業

オ．分野別目標ごとの施策・事業 

政策推進プランでは、福岡市基本計画の８つの分野別目標ごとに、施策事業体系・

重点事業の概要・成果指標を整理している。８つの目標は以下のとおりである。 

目標１ 一人ひとりが心豊かに暮らし、元気に輝いている 

目標２ さまざまな支え合いとつながりができている 

目標３ 安全・安心で良好な生活環境が確保されている 

目標４ 人と地球にやさしい、持続可能な都市が構築されている 

目標５ 磨かれた魅力に、さまざまな人がひきつけられている 

目標６ 経済活動が活発で、たくさんの働く場が生まれている 

目標７ 創造的活動が活発で、多様な人材が新しい価値を生み出している 

目標８ 国際競争力を有し、アジアのモデル都市となっている 

 

カ．政策推進プランと消防、防災・危機管理事業 

政策推進プランの８つの分野別目標のうち、消防、防災・危機管理事業に関連する

ものは目標３であるが、目標３に対する施策事業は３-１から３-７までの７項目があ

る。 

施策３-１ 災害に強いまちづくり 

施策３-２ 安全で快適な生活基盤の整備 

施策３-３ 良質な住宅・住環境の形成 

施策３-４ ルールが守られ、人にやさしい安全なまちづくり 

施策３-５ 犯罪のない安全で住みよいまちづくり 

施策３-６ 安全で良質な水の安定供給 

施策３-７ 日常生活の安全・安心の確保 

 

７つの施策のうち、特に消防、防災・危機管理事業に関連するのは施策３-１「災

害に強いまちづくり」である。消防に関連する事業は「消防・救急体制の充実・強化」

であり、防災・危機管理事業に関連する事業は「防災・危機管理体制の強化」及び「地

域防災力の強化」である。 

【政策推進プランにおける消防、防災・危機管理事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ※出所「政策推進プラン」を基に監査人作成 
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２．消防に関する事業 

（１）消防の概要 

消防の任務等は、消防組織法に次のように規定されている。 

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ほか、災害等による傷病

者の搬送を適切に行うことを任務とする（消防組織法第１条）。 

また、市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有し（同第６条）、市

町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理し（同第７条）、市町村の消防に要する費用は、

当該市町村がこれを負担しなければならない（同第８条）。 

 

（２）福岡市の消防事業 

ア．福岡市消防事務の概要 

消防組織法第９条では、市町村は、消防機関として、その消防事務を処理するため、

次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない（消防組織法第９条）として

いる。 

一  消防本部 

二  消防署 

三  消防団 

市では、福岡市消防本部及び消防署設置条例第２条において、消防事務を処理する

ため、市に消防本部及び消防署を置くこととしており、福岡市消防団の設置等に関す

る条例第２条において、消防事務を処理するため、消防団を置くこととしている。 

 

イ．福岡市消防局の沿革 

わが国における現在の消防制度は、昭和 23年に制定された消防組織法が基本的な

枠組みとなっている。 

市の消防組織法の施行後における主な沿革は以下のとおりである。 

1948年（昭和23年）  

３月  消防組織法の施行により、従来の官設消防の人員と施設を引き継いで、福岡市消防本

部および福岡消防署が発足した。その陣容は、本署のほかに出張所２、派出所５、定

員210人であった。  

1950年（昭和25年）  

１月  組織を改正して福岡市消防局と改称し、中央消防署・東消防署・西消防署の３署と、

３派出所を出張所に昇格して、本部（４課）と３署３出張所、２派出所とした。  

７月  福岡市消防救護隊の発足により救急業務を開始した。  

1951年（昭和26年）  

10月  消防艇（飛龍）を購入し、海岸通り３丁目に水上消防所を開設して８人を配置。 

1956年（昭和31年）  

７月  国家消防本部が示す「常設消防力設備基準」に基づき、画期的な「常設消防力強化５

ヶ年計画」を樹立。  

1957年（昭和32年）   

５月  南消防署を新築開設。  

1968年（昭和43年）  

４月  福岡市消防工作救助隊が正式に発足し、中央署に配置。  

福岡市消防音楽隊が正式に発足して、予防広報を主とした演奏活動を開始。 

1975年（昭和50年）  
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４月  福岡市消防航空隊が発足し、警防課に所属。  

1980年（昭和55年）  

４月  消防区制を導入。  

11月  市少年消防クラブ消防少年団、４団10地区隊を発足。  

1981年（昭和56年）  

10月  新中央署を開設し、１行政区、１消防署体制を確立。 

（旧中央署は博多署に名称変更）  

1983年（昭和58年）  

４月  各署管内に自衛消防隊連絡協議会が発足した。  

1984年（昭和59年）  

４月  福岡市自衛消防連合会を設立。  

10月  城南署を開設。  

1986年（昭和61年）   

４月 西署を開設し、１行政区、１消防署体制を確立。（旧西署は早良署に名称変更）  

国際消防救助隊（ＩＲＴ）の発足にあたり、救助隊員から20名をＩＲＴに登録。  

10月  消防団の第２次区域調整を行い、博多消防団及び南高宮、五十川、三宅東、城南の４

分団を新設し、７消防団６６分団とした。  

1988年（昭和63年）  

４月  消防団の区域調整を行い、水上消防団福岡水上分団を解団し、７消防団65分団とした。  

1991年（平成３年）  

１月  財団法人福岡市防災協会設立。 

1992年（平成４年）  

１月  福岡市民防災センター開設。 

1996年（平成８年）  

４月  水上消防団博多水上分団を解団し、7消防団64分団とした。  

2000年（平成12年）  

４月  警防課防災係を廃止し、市民局へ移管。 

７月  国内で初の地方開催となった「九州・沖縄サミット福岡蔵相会合」において、消防職

員延べ、1,328名が消防警備に従事する。  

2001年（平成13年）  

７月  「災害に強い地域づくり事業」の開始にともない、各校区で「災害に強い地域づくり

講座」を開催。  

2009年(平成21年)   

10月  福岡市国際消防救助隊を初めてインドネシア共和国（パダン市）へ派遣  

2011年(平成23年) 

３月  

 

福岡市国際消防救助隊をニュージーランド（クライストチャーチ）へ派遣。  

東日本大震災の発生に伴い、福岡県緊急消防援助隊を福島県（航空部隊）及び宮城県

（陸上部隊）へ派遣。 

2012年(平成24年)  

７月  九州北部豪雨災害に際し、福岡県消防相互応援協定に基づき職員を八女市へ派遣。  

2013年（平成25年）  

２月  

  

大規模災害時の資機材搬送体制を見直し、資機材搬送車と倉庫（博多消防署）を更新

整備。   

                         ※出所「福岡市消防年報」 
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ウ．福岡市消防局の施策 

市の消防局における平成 26 年度の重要施策は以下のとおりである。 

【Ⅰ災害防ぎょ活動体制の充実】 

火災はもとより、地震・豪雨等の災害に備え、迅速・的確に対応できる体制づく

りを行うため、次の項目を実施することとしている。 

(1)消防基盤、活動資機材の整備 

災害時における通信指令体制を強化するために、消防救急無線のデジタル化設備の整備を引き

続き行うとともに、福岡都市圏における119番指令センターの共同運用に向けて、消防指令管制

情報システムの実施設計を行う。 

また、都心部における災害即応体制の強化及び救急需要に対応するため、中央消防署の移転整

備に伴う基本設計を行う。 

さらに、消防車両や熱画像直視装置などの活動資機材整備のほか、消防ヘリコプターの暦年点

検（耐空検査）等整備や消防庁舎の改修を行う。 

(2)消防団施設等の整備 

地域防災を担う消防団の活動を支えるために、分団車庫外壁等の改修及び消火活動用小型動力

ポンプ付積載車等の更新整備を行う。また、周船寺駅周辺の道路整備事業に伴い、分団車庫の

移転整備を行う。 

(3)教育訓練及び人材育成の充実 

消防職員や消防団員等の災害活動に関する技術や知識を高めるため、消防学校における教育や

訓練を充実させるとともに、教育訓練用資機材の更新整備を行う。 

また、人材育成活性化プランを踏まえ、災害活動や査察指導経験の少ない若年職員に対する研

修制度を充実するなど、人材の育成に努める。 

 

 

【Ⅱ救急体制の充実】 

平成 24年度に配置した消防本部救急隊を博多消防署に移管し、２隊体制として、

365日 24時間出勤できる運用体制に拡充するなど、都心部救急需要への対応を強

化する。また、救急救命士の養成など救急業務の高度化を図るとともに、小・中学

校生を対象とした救命講習の拡充を図るなど応急手当の普及を市民サポーター等

との連携により充実を図るため、次の項目を実施することとしている。 

(1)救急需要への対応、救急高度化の推進 

都心部の救急需要に対応するため、救急隊の出動体制をさらに強化するとともに、救急資器材

などを一括管理するシステムを導入し、業務の効率化を図る。 

また、救急高度化を推進するため、継続的な救命士の養成やメディカルコントロール体制の充

実強化を図るとともに、高度な救急救命処置に不可欠な資機材の整備及びＡＥＤなど高度救急

資器材を搭載した高規格救急車の計画的更新整備を行う。 
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(2)応急手当、救急車適正利用、予防救急の普及啓発推進 

応急手当市民サポーター等と連携し、小・中学校生を対象とした救命講習を拡大するとともに、

教職員に対して指導者資格を取得できる救命講習を実施する。 

また、救マーク施設の拡充を図るとともに、救急車の適正利用や未然に防ぎ得た救急事故の予

防策とその対処法等に関する予防救急の広報を促進する。 

 

【Ⅲ防火・防災体制の充実】 

市民の防火・防災・減災力向上を支援する取組や住宅防火対策を推進するととも

に、ホテルや病院など火災発生時の人命危険が高い防火対象物及び消防法令に違反

している防火対象物への重点的な立入検査等により、防火・防災体制の充実を図る

ため、次の項目を実施することとしている。 

(1)火災予防対策の推進 

ホテルや病院など、火災発生時に人命危険の高い防火対象物や危険物施設に重点的な立入検査

を実施するとともに、消防法令違反是正の徹底を図る。 

また、防火上一定の基準に適合しているホテル・旅館等の情報を利用者に提供するための表示

制度を実施する。 

さらに、住宅火災による被害を防止するため、奏功事例を活用した住宅用火災警報器の普及促

進や維持管理に関する広報を強化するとともに、地域と連携した放火防止対策を実施する。 

 

(2)災害に強い地域づくり 

市民防災センターにおいて、防火・防災管理に関する講習や防災・減災教育の充実を図る。 

また、災害に強い地域づくりを目指して、区役所、消防団、福岡市防災協会、事業所等と連携

し、地域の自主防災組織が行う防火・防災訓練などを積極的に支援する。 

(3)市民に身近な消防づくり 

市民に親しまれる消防を目指し、身近な各消防署所等での体験型の庁舎開放イベントや積極的

な情報発信などを行い、防災意識の向上を図る。 

※出所「福岡市消防年報」 
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（３）関連法令 

消防に関連する主な法令は次のとおりである。 

名称 種類 概要 

消防組織法 法律 消防組織に関する基本法であり、国家機関としての

総務省消防庁、自治体機関としての市町村の消防本

部、消防署、消防団及びそれらの職員、団員の組織・

設置基準を定め、市町村が当該市町村の区域における

消防を十分に果たすべき責任を有し、市町村長がこれ

を管理し、消防に要する費用は当該市町村が負担する

ことなどを規定している。 

消防法 法律 消防法の目的として、火災予防のための消防行政機

関の権限、危険物に対する規制、危険物の保安の確保

を図るための危険物保安技術協会の設置・運営、学

校・病院等の施設における消防用設備等の設置義務、

消火活動、火災の原因調査、救急業務等に関する多く

の具体的措置を定めている。 

石油コンビナート等災害

防止法 

法律 石油コンビナート等特別防災区域での災害の防止、

または災害が発生した時の対処法、様々な手続などを

基準的に法令化したものである。 

消防力の整備指針 消防庁告示 市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人

命の救助、災害応急対策その他の消防に関する事務を

確実に遂行し、当該市町村の区域における消防の責任

を十分に果たすために必要な施設及び人員について

定めるものである。 

市町村は、消防力の整備指針に基づく数値をもと

に、地域の実情を加味して自ら消防施設や人員につい

ての基準数値を決定し、計画的に整備を推進する。 

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。｣という規定に基づいて、消防庁告示という形式

で制定されたものであり、法的な強制力はない。 

市町村消防計画の基準 消防庁告示 市町村が作成する消防計画について、必要な事項を

定めるものである。 

消防水利の基準 消防庁告示 市町村の消防に必要な水利について、必要な事項を

定めるものである。 

消防団の装備の基準 消防庁告示 非常備組織である消防団の装備（制服、安全靴、無

線機等）について、必要な事項を定めるものである。 

福岡市消防本部及び消防

署設置条例 

条例 消防組織法第10条第１項の規定に基づき、消防本部

及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄

区域を定めることを目的とする。 

福岡市消防団の設置等に

関する条例 

条例 消防組織法第18条第１項の規定に基づき、消防団の

設置、名称及び区域について定めるものとする。 

福岡市火災予防条例 条例 消防法の関係規定に基づき、市における火災予防上

必要な次の事項を定めることを目的とする。 

・火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 

・住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 

・指定数量未満の危険物等及び指定可燃物等の貯蔵及

び取扱いの技術上の基準等 

・消防用設備等の技術上の基準の付加 

・避難及び防火の管理等 
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（４）福岡市消防局財政状況 

ア．平成 25年度予算 

市の消防予算(当初予算)の推移は下表のとおりである。 

平成 25年度当初予算額は 141億 6,833万 1千円で、平成 24年度と比べて５億 4,270

万７千円増加し、前年度比約 4.0％の増となっている。  

平成 25年度予算では、消防救急無線のデジタル化整備、消防自動車や救急自動車

の更新を進めるとともに、新規事業として指令管制情報システム全面更新整備の基本

設計、都心部救急需要対策として消防本部救急隊の運用体制の拡充、市民防災センタ

ー講習棟訓練用設備の更新整備が挙げられている。その他、ヘリコプターテレビ電送

システム地上設備整備等を行っている。 

【消防予算(当初予算)の推移】                (単位：千円) 

年度 

項目    

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

一般会計予算 692,237,000 738,648,000 766,182,000 766,233,000 759,627,000 

消防費予算 14,417,777 14,492,861 13,704,983 13,625,624 14,168,331 

目

別

予

算 

常備消防1費

予算 

11,966,700 11,878,822 11,454,597 11,319,325 10,909,906 

非常備消防2

費予算 

591,392 587,560 589,500 592,172 595,547 

消防施設費

予算 

1,129,525 1,670,996 1,494,443 1,542,213 2,501,827 

災害対策費

予算 

730,160 355,483 166,443 171,914 161,051 

消防費比率(％) 2.1 2.0 1.8 1.8 1.9 

人口１人当たり

消防費予算 

（円/人） 

10,007  9,967  9,329  9,188  9,477  

１世帯当たり 

消防費予算 

(円/世帯) 

20,946  20,721  19,224  18,812  19,291  

※出所「平成25年度決算資料」 

 

 

                                                   
1 常備消防とは、市町村に設置された消防本部及び消防署のことである。 
2 非常備消防とは、消防組織法第 18条を受けて、「福岡市消防団の設置等に関する条例」第 2 条に基づき

設置されている消防団のことである。 
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【消防局予算（当初予算）の推移】 

 

※出所「福岡市消防年報」 

 

【平成 25年度消防局予算別内訳及び歳出予算性質別内訳】 

 

※出所「福岡市消防年報」 

 

常備消防費

10,910百万円

77%

非常備消防費

596百万円

4%

消防施設費

2,502百万円

18%

災害対策費

161百万円

1%

消防局予算目別内訳

職員給与費

10,009百万円

71%

物件費

4,159百万円

29%

歳出予算性質別内訳

単位：千円 
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イ．平成 25年度決算 

市の消防決算の推移は下表のとおりである。 

一般会計については、歳入総額が 7,785億円で、前年度と比較して 148億円増加し

ている。主な増加要因は、国庫支出金 157億円である。 

歳出総額は 7,668 億円で、前年度と比較して 145億円増加している。主な増加要因

は、総務費 41億円、保健福祉費 36億円、港湾費 21億円である。 

消防局についてみると、常備消防費の人件費は、平成 22年度以降年々減少傾向に

ある。平成 25年度は前年度より７億円減少しているが、これは平成 25年７月から地

方公務員の給与減額支給措置を前提とした「改正交付税法」が成立したことを受けて、

職員給与を減額支給したことが主な要因である。 

【消防決算の推移】                     (単位：千円) 

       年度 

項目 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

一般会計歳入 748,962,248 760,068,130 774,388,596 763,723,480 778,535,075 

一般会計歳出 741,444,148 752,852,332 763,791,837 752,311,163 766,829,288 

消防費 14,040,878 14,255,388 13,357,892 13,316,400 13,522,880 

目

別

内

訳 

常備消防費 11,432,516 11,711,063 11,231,691 11,147,008 10,442,994 

うち、人件費 10,546,305 10,826,973 10,428,060 10,422,585 9,707,504 

非常備消防

費 

615,549 566,790 621,797 543,295 555,554 

うち、人件費 141,780 134,078 192,557 133,394 183,836 

消防施設費 1,161,022 1,613,685 1,345,521 1,422,792 2,359,956 

災害対策費 831,790 363,848 158,881 203,304 164,374 

消防費比率(％) 1.9 1.9 1.7 1.8 1.8 

人口１人当たり

消防費（円/人） 
9,745 9,804 9,093 8,979 9,046 

１世帯当たり消

防費(円/世帯) 
20,398 20,381 18,737 18,386 18,412 

（注）人件費には、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費を含む。 

※出所「平成25年度決算資料」 
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【消防費目別内訳】 

  

                                              ※出所「福岡市消防年報」 

常備消防費については、消防費全体の 80％前後で推移しているが、平成 25年度は、

常備消防費の職員手当等、給与等の減少の影響で他の年度と比較して減少している。

非常備消防費については、消防費全体のおおむね５％で推移している。消防施設費に

ついては、平成 25年度には指令管制情報システム全面更新整備の基本設計、市民防

災センター講習棟訓練用設備の更新整備等があったため、一時的に増加している。 
 

【人口1人当たり消防費・1世帯当たり消防費】 

  

                       ※出所「福岡市消防年報」 

人口 1人当たり消防費（円/人）及び１世帯当たり消防費（円/世帯）は、それぞれ

9,000円前後、20,000円前後で推移しており、著しい増減はない。 
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ウ．他自治体との比較 

市の人口が 149万人であるため、比較対象は同規模の都市である京都市（人口 147

万人）川崎市（人口 142万人）神戸市（人口 153万人）とする。 

平成 25年度消防決算に係る政令指定都市との比較結果は、下表のとおりである。 

地域の実情により、消防費に計上している費用が異なるため、単純に比較できるも

のではないが、市における普通会計に占める消防費割合は 1.7％であり、比較都市平

均値 2.4％を下回っており、最も低い。また、人口１人当たり消防費は 8,670円/人

であり、比較都市の中で市が最も少なく、火災１件当たりの消防費は、39,350千円/

件と神戸市に次いで少ない。 

【消防費等の他自治体比較】 

自治体名 福岡市 京都市 川崎市 神戸市 4都市平均 

26.3.31現在 

登録人口（人） 
1,474,999 1,419,083 1,436,633 1,548,790 1,469,876 

平成 25年度 

歳出総額（千円） 
773,632,590 712,639,776 579,458,416 732,585,507 699,579,072 

平成 25年度 

消防費（千円） 
12,788,653 20,859,644 15,619,445 15,515,959 16,195,925 

普通会計に占める

消防費割合（％） 
1.7 2.9 2.7 2.1 2.4 

人口１人当たり

消防費（円） 
8,670 14,699 10,873 10,018 11,065 

火災件数（件） 325 245 337 573 370 

火災１件当たり

消防費（千円） 
39,350  85,141  46,349  27,078  43,773  

火災損害額 

（千円） 
300,169 252,336 261,742 442,995 314,311 

人口１人当たり

火災損害額（円） 
203 178 182 273 209 

（注）このページの平成25年度消防費は、国の目的別分類であり、市の分類方法と一部異なっ 

ている。このため、他のページの平成25年度消防費と金額が一致しない。 

※出所「平成 25年決算資料」「消防年報」「他自治体ホームページ」を基に 

監査人作成 

 

（５）消防機関・職務分掌 

ア．常備・非常備消防とは 

常備消防とは、市町村に設置された消防本部及び消防署のことであり、専任の職

員が勤務している。平成 25年４月１日現在では、全国に 770消防本部、1,700消防

署が設置されている。 

昭和 22年の消防組織法施行時において常備消防機関を設置していたのは一部の

都市に限られ、多くの地域において消防機関とは消防団を意味していたが、昭和 40

年代から、救急ニーズの増大、防火対象物の高層化等に対処するための予防行政の

強化、はしご付消防ポンプ自動車等資機材の高度化等に対応するため、全国的に消
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防常備化が急速に進展した。市においては、昭和 23年から常備消防体制が敷かれて

いる。 

非常備消防である消防団は、消防組織法第 18条を受けて、「福岡市消防団の設置

等に関する条例」第２条に基づき設置されているものである。 

消防職員は消防業務に専門的に従事する常勤一般職の地方公務員であるが、消防

団の構成員である消防団員は、他に本業を持ちながらも、権限と責任を有する非常

勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に

基づき、消防・防災活動を行っている。 

平成 25年４月１日現在、全国の消防団員は、2,224団、消防団員数は 86万 8,872

人であり、消防団は全ての市町村に設置されている（出所 平成 25年消防白書）。

消防団は、地域に密着した防災機関として、地域で発生した風水害等の大規模災害

対策においても重要な任務を担っている。地域防災の要として消防団が持つ特性を

発揮し、地域の安全確保に大きく貢献している。 

 

イ．常備消防 

① 組織構成 

市の消防局は、１本部７署 24出張所で構成されている。 

     

                ※出所「消防局提出資料」 
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予防課
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予防課

城南消防署

早良消防署
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中央消防署
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指導課

警備課

東消防署

博多消防署

消防航空隊
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総務部
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予防部
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② 配置図 

  
※出所「福岡市平成 25年消防年報」 

③ 事務分掌 

部署名 課名 事務分掌 

総務部 

総務課 

・局内の総合的な連絡調整 
・消防事務事業の企画 
・消防広報 
・予算及び決算 

職員課 

・消防職員（以下「職員」という。）の任免、分限、服務、
賞罰 

・職員の給与、旅費及び被服 
・職員の公務災害補償 
・職員の福利厚生及び安全衛生 

管理課 

・消防機械器具の取得、管理及び処分 
・消防機械器具の取扱いの指導及び助言 
・消防用施設の取得、管理及び処分 
・消防水利 

消防学校 

・職員の基本教育計画 
・職員及び団員の教育 
・学校施設の管理 
・学生の安全及び衛生 

 
 
 
 
 

警防部 
 
 
 
 
 
 

警防課 

・火災その他災害の警防計画の樹立及び実施 
・消防団 
・消防相互応援 
・救助の技術の研究及び指導 

救急課 

・救急の業務計画の樹立及び実施 
・救急隊等の運用研究 
・救急の技術の研究及び指導 
・救急用装備器具の管理 

消防航空隊 

・消防航空の業務計画の樹立及び実施 
・消防航空隊の運用研究 
・消防航空の技術の研究 
・航空用装備器具の管理 
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部署名 課名 事務分掌 

 
 
 

警防部 
 

情報管理課 
・消防通信施設 
・情報システム 
・消防通信の連絡調整 

災害救急指
令センター 

・災害通報の受信 
・消防救急無線の運用及び統制 
・消防隊の出動計画及び指令 
・災害情報の収集及び伝達 

予防部 

予防課 

・火災予防対策の企画及び調整 
・火災予防の広報 
・防火管理に係る講習 
・火災の原因調査、損害調査及び統計 

指導課 

・防火対象物の火災予防及び立入検査 
・防火管理制度 
・防火対象物等の違反処理 
・建築物の許可、認可及び確認の同意 
・危険物の規制 

消防署 
(７署) 

予防課 

・署内の連絡調整 
・火災予防対策 
・予防査察 
・防火対象物の違反処理 
・消防用設備等の着工、設置及び検査 

警備課 

・消防隊の編成及び小隊業務 
・消防演習その他消防隊の訓練 
・警防計画の作成及び訓練の実施 
・火災等の原因及び損害の調査 
・消防団 

※出所「福岡市平成 25年消防年報」 
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④ 消防職員数の推移 

 （単位：人） 

年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

定数（A） 1,024 1,024 1,027 1,029 1,029 

消

防

吏

員 

消防司監 1 1 1 1 1 

消防正監 3 2 1 4 5 

消防監 7 8 9 6 5 

消防司令長 33 33 33 33 33 

消防司令 187 185 180 180 179 

消防司令補 413 403 397 376 360 

消防士長 148 163 168 175 185 

消防副士長 120 118 124 136 140 

消防士 101 103 106 106 114 

小計 1,013 1,016 1,019 1,017 1,022 

そ

の

他

の

職

員 

事務職員 5 5 5 5 4 

技術職員 2 2 2 2 2 

事務員 - - - - - 

小計 7 7 7 7 6 

実員合計（B） 1,020 1,023 1,026 1,024 1,028 

定員充足率（B/A） 99.6％ 99.9％ 99.9％ 99.5％ 99.9％ 

（注）各年度の人数は５月１日現在のものである。 

※出所「福岡市平成 24年消防年報」 

 

【定数、実員数及び充足率の推移】 

 
 ※出所「福岡市消防年報」 
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市における消防職員は、平成 25年５月１日現在、実員 1,028人（定員 1,029人）

で定員充足率は 99.9％である。定員充足率は、平成 21年度以降継続してほぼ 100％

で推移している。 

消防吏員の年齢別構成及び勤続年数別構成は次のとおりであり、経験値の高い 40

代後半以降の消防吏員や、今後を担う若い消防吏員も多い一方で、30代後半から 40

代前半の消防吏員の人数が少ない。 

今後、40代後半以降の消防吏員が退職に伴い減少していくと、30代から 40代前

半の消防吏員が熟練した経験を積んでいくこととなるが、30代から 40代前半の消

防吏員の人数が少ないため、知識や経験といった目に見えない財産の総量が今より

も減少することとなる。今後、人数が多い次の世代を担う若年層の消防吏員に、知

識や経験を伝えていくことが課題となる。 

 

【消防吏員の年齢別構成】 

 

                                               ※出所「福岡市消防年報」 

 

【消防吏員の勤続年数別構成】 

 
                                             ※出所「福岡市消防年報」 
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ウ．非常備消防 

① 組織構成 

現在、市の消防団は、７団 64分団、定員 2,602人で組織されている。 

 

※出所「福岡市ホームページ」 

 

② 消防団員の推移 

消防団員数及び定数の推移は以下のとおりである。 

【消防団員数及び定数の推移】                 （単位：人） 

区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

東

消

防

団 

団長 1 1 1 1 1 

副団長 2 2 2 2 2 

本部部長 3 3 3 3 3 

分団長 9 9 9 9 9 

副分団長 18 18 17 18 18 

部長 27 27 27 27 27 

班長 27 27 26 27 26 

団員 362 365 364 368 362 

実員小計（A） 449 452 449 455 448 

定数（B） 466 466 466 466 466 

定員充足率（A/B） 96.4％ 97.0％ 96.4％ 97.6％ 96.1％ 

博

多

消

防

団 

団長 1 1 1 1 1 

副団長 2 2 2 2 2 

本部部長 3 3 3 3 3 

分団長 14 14 14 14 14 

副分団長 28 28 28 28 28 

部長 42 42 42 42 42 

班長 41 42 42 42 42 

団員 353 352 347 352 348 

実員小計（A） 484 484 479 484 480 

定数（B） 526 526 526 526 526 

定員充足率（A/B） 92.0% 92.0% 91.1% 92.0% 91.3% 

 



30 

区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

中

央

消

防

団 

団長 1 1 1 1 1 

副団長 2 2 2 2 2 

本部部長 3 3 3 3 3 

分団長 7 7 7 7 7 

副分団長 14 14 14 14 14 

部長 20 21 21 21 21 

班長 21 21 21 21 21 

団員 124 123 123 115 117 

実員小計（A） 192 192 192 184 186 

定数（B） 216 216 216 216 216 

定員充足率（A/B） 88.9% 88.9% 88.9% 85.2% 86.1% 

南

消

防

団 

団長 1 1 1 1 1 

副団長 2 2 2 2 2 

本部部長 3 3 3 3 3 

分団長 6 6 6 6 6 

副分団長 12 12 12 12 12 

部長 18 18 18 18 17 

班長 18 18 18 18 17 

団員 136 132 132 133 125 

実員小計（A） 196 192 192 193 183 

定数（B） 206 206 206 206 206 

定員充足率（A/B） 95.1% 93.2% 93.2% 93.7% 88.8% 

早

良

消

防

団 

団長 1 1 1 1 1 

副団長 2 2 2 2 2 

本部部長 3 3 3 3 3 

分団長 8 8 8 8 8 

副分団長 16 16 16 16 16 

部長 24 24 24 24 24 

班長 24 24 24 24 24 

団員 297 297 305 304 305 

実員小計（A） 375 375 383 382 383 

定数（B） 396 396 396 396 396 

定員充足率（A/B） 94.7% 94.7% 96.7% 96.5% 96.7% 

西

消

防

団 

団長 1 1 1 1 1 

副団長 2 2 2 2 2 

本部部長 3 3 3 3 3 

分団長 9 9 9 9 9 

副分団長 18 18 18 18 18 

部長 27 27 27 27 27 

班長 27 27 27 27 27 

団員 378 378 374 369 366 

実員小計（A） 465 465 461 456 453 

定数（B） 466 466 466 466 466 

定員充足率（A/B） 99.8% 99.8% 98.9% 97.9% 97.2% 
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区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

水

上

消

防

団 

団長 1 1 1 1 1 

副団長 2 2 2 2 2 

本部部長 2 2 3 3 3 

分団長 11 11 11 11 11 

副分団長 22 22 22 22 22 

部長 33 33 33 33 33 

班長 33 33 33 33 33 

団員 207 207 198 198 197 

実員小計（A） 311 311 303 303 302 

定数（B） 326 326 326 326 326 

定員充足率（A/B） 95.4% 95.4% 92.9% 92.9% 92.6% 

実員合計（A） 2,472 2,471 2,459 2,457 2,435 

定数合計（B） 2,602 2,602 2,602 2,602 2,602 

定員充足率（A/B） 95.0％ 95.0％ 94.5％ 94.4％ 93.6％ 

※出所「福岡市消防年報」 

 

【定数、実員数及び充足率の推移】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ※出所「福岡市消防年報」を基に監査人作成 

 

市における消防団員は、平成 25年５月１日現在、実員 2,435人（定員 2,602人）

で定員充足率は 93.6％である。消防団員は減少傾向にあるため、定員充足率も年々

減少している。 
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【消防団員の年齢別構成】 

 

  （注）平成 25年 12月 31日現在の職員数 

                         ※出所「福岡市消防年報」 

 

【消防団員の勤続年数別構成】 

 

（注）平成 25年 12月 31日現在の職員数 

                    ※出所「福岡市平成 25年消防年報」 

消防団員の年齢別構成及び勤続年数別構成について、幅広い年代で構成されてい

ることが分かるが、勤続年数別構成を見ると圧倒的に 10年未満が多くなっており、

経験の浅い消防団員が多いことがわかる。 
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【消防団員実員数の他自治体との比較】 

  

（注）平成 26年４月１日現在の職員数 

    ※出所「福岡市ホームページ」「他自治体ホームページ」を基に監査人作成 

 

消防団員の実員数については、同規模の都市である京都市、川崎市、神戸市と比

較をすると、京都市、神戸市に次いで３番目となっている。４都市平均 2,921人を

下回っている。 
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（６）施設・装備等 

ア．施設・装備 

① 常備消防 

【署所及び庁舎】                （平成 26年 3月 31日現在） 

署所 位置 構造・規模 延べ面積 

(㎡) 

建築年 

消防本部 中央区舞鶴三丁

目９番７号 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

地下１階地上６階建 

5,301.66 平成５年 

消防学校 早良区西入部一

丁目 15番 10号 

鉄筋コンクリート造３階建そ

の他訓練棟等 

6,015.86 昭和 53年 

消防航空隊 博多区雀居（福

岡空港内） 

鉄筋コンクリート造及び鉄骨

造２階建 

790.42 

 

昭和 62年 

東消防署 東区千早四丁目

15-１ 

鉄筋コンクリート造５階建 2,579.23 平成 20年 

西戸崎出張所 東区西戸崎六丁

目４番４号 

鉄筋コンクリート造及び鉄骨

造２階建 

346.10 

 

昭和 49年 

和白出張所 東区和白三丁目

28番 33号 

鉄筋コンクリート造２階建 443.58 

 

平成 10年 

多々良出張所 東区土井一丁目

23番 21号 

鉄骨造２階建 437.16 

 

平成 19年 

箱崎出張所 東区箱崎六丁目

５番 12号 

鉄骨造２階建 475.87 

 

平成 19年 

水上出張所 東区東浜二丁目

１番 53号 

鉄筋コンクリート造２階建及

び鉄骨造２階建 

622.49 

 

平成 13年 

博多消防署 博多区博多駅前

四丁目 19番７号 

鉄骨鉄筋コンクリート造一部

鉄骨造４階建及び鉄骨造１階

建 

3,497.95 平成 16年 

空港出張所 博多区大字上臼

井 454-１ 

鉄筋コンクリート造２階建 569.87 

 

平成８年 

堅粕出張所 博多区堅粕二丁

目 13番７号 

鉄筋コンクリート造２階建 465.52 

 

昭和 53年 

冷泉出張所 博多区上川端町

８番２号 

鉄筋コンクリート造２階建 329.73 

 

昭和 53年 

上牟田出張所 博多区上牟田三

丁目 11番 10号 

鉄筋コンクリート造２階建 395.80 

 

平成２年 

板付出張所 博多区板付二丁

目５番６号 

鉄筋コンクリート造２階建 380.71 

 

昭和 63年 

那珂南出張所 博多区西春町一

丁目１番 50号 

鉄筋コンクリート造２階建 488.90 

 

平成７年 

中央消防署 中央区浄水通３

番 32号 

鉄筋コンクリート造３階建及

びその他３棟 

1,786.89 昭和 56年 
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署所 位置 構造・規模 延べ面積 

(㎡) 

建築年 

大名出張所 中央区大名二丁

目６番 52号 

鉄筋コンクリート４階建(1.2

階部分) 

578.36 

 

昭和 55年 

荒戸出張所 中央区荒戸一丁

目７番 13号 

鉄筋コンクリート造２階建及

びその他１棟 

506.57 

 

昭和 53年 

笹丘出張所 中央区笹丘一丁

目 10番 18号 

鉄筋コンクリート造２階建 379.57 

 

昭和 63年 

南消防署 南区塩原二丁目

６番 11号 

鉄筋コンクリート造３階建及

びその他４棟 

1,769.49 昭和 54年 

曰佐出張所 南区的場二丁目

26番１号 

鉄筋コンクリート造２階建 376.15 

 

平成４年 

花畑出張所 南区若久五丁目

25番３号 

鉄筋コンクリート造２階建 338.52 

 

昭和 49年 

桧原出張所 南区桧原一丁目

33番 39号 

鉄筋コンクリート造２階建 370.06 

 

昭和 55年 

城南消防署 城南区神松寺二

丁目 19号 12号 

鉄筋コンクリート造 3階建 1,910.81 昭和 59年 

飯倉出張所 城南区飯倉一丁

目７番 20号 

鉄筋コンクリート造２階建 410.44 

 

昭和 62年 

早良消防署 早良区百道浜一

丁目３番１号 

鉄骨鉄筋コンクリート造３階

建及びその他１棟（１階部分） 

2,118.20 昭和 63年 

室見出張所 早良区南庄一丁

目 12番 18号 

鉄筋コンクリート造２階建 335.77 

 

昭和 51年 

田隈出張所 早良区野芥七丁

目２番 26号 

鉄筋コンクリート造２階建 371.47 

 

昭和 53年 

東入部出張所 早良区東入部七

丁目 20番６号 

鉄骨造平屋建 341.55 

 

平成 17年 

西消防署 西区今宿東一丁

目７番 12号 

鉄筋コンクリート造３階建 1,849.24 昭和 61年 

姪浜出張所 西区姪の浜四丁

目１番 19号 

鉄筋コンクリート造２階建 389.00 

 

平成元年 

壱岐出張所 西区野方一丁目

14番４号 

鉄筋コンクリート造２階建 380.86 

 

平成２年 

元岡出張所 西区大字元岡

633番２ 

鉄骨造平屋建 429.02 

 

平成 17年 

合計 37,782.82  

※出所「福岡市平成 26年消防年報」 
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 【消防機械の推移】                     （単位：台） 

年度 

車両種別 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

平成 24

年度 

平成 25

年度 

常

備

消

防

機

械 

緊

急

自

動

車 

消防ポンプ自動車 5 4 4 4 4 

水槽付消防ポンプ自動車 31 31 31 31 31 

はしご付消防自動車 7 7 7 7 7 

はしご付消防自動車      

化学消防ポンプ車 7 7 7 7 7 

大型高所放水自動車      

大型化学高所放水自動車 1 1 1 1 1 

小型消防ポンプ自動車積

載型 

3 3 3 3 3 

指揮自動車 7 7 7 7 7 

救助工作車 9 9 9 9 9 

高規格救急自動車 32 32 32 32 33 

原液自動車 2 2 2 2 2 

資機材搬送自動車 2 2 2 2 2 

特殊災害対応車 3 3 3 3 3 

支援自動車 1 1 1   

照明自動車 1 1 1 1 1 

ホース延長自動車 7 7 7 7 7 

機動連絡自動車     1 

緊急連絡自動車 12 12 12 12 12 

査察自動車 8 8 8 8 8 

緊急輸送自動車 7 7 7 7 7 

大型ブロアー車 1 1 1 1 1 

ウォーターカッター車 1 1 1 1 1 

大型除染システム 1 1 1 1 1 

燃料補給車 1 1 1 1 1 

小計 149 148 148 147 149 

そ
の
他
の
自
動
車

等 

事務連絡者等 67 67 67 67 67 

ヘリコプター 2 2 2 2 2 

消防艇 

 

1 1 1 1 1 

小計 70 70 70 70 70 

  消防機械計 219 218 218 217 219 

（注）各年度の３月 31日現在のもの 

※出所「福岡市消防年報」 
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【消防水利の推移】  

年度 

種類 

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

消火栓(基) 20,142 20,150 20,165 20,165 20,160 

防火水槽(基) 906 909 913 917 916 

井戸・プール(基) 29 21 21 21 21 

自然水利(か所) 148 148 148 148 148 

特排弁（基） 14,900 15,134 15,556 15,888 16,148 

消防水利合計 36,125 36,362 36,803 37,139 37,393 

（注）各年度の３月 31日現在のもの 

                         ※出所「福岡市消防年報」 

 

消防機械は過年度からおおむね同水準で推移しており、高規格救急自動車は平成

25年度に５台減少し、６台増加しているため、前年度より１台増の 33台を保有し

ている。 

消防水利は、消火栓を中心に年々微増傾向にあったが、平成 25年度は５基減少し

ている。その一方で特排弁が増加しているため、消防水利合計では前年度より増加

している。 

 

② 非常備消防 

【車庫・格納庫配置数】              

消防団 東 博多 中央 南 早良 西 水上 合計 

消防分団車庫 

配置数（か所） 

20 14 7 6 11 9 1 68 

消防資機材格納庫

配置数（か所） 

6 7 - 4 23 28 12 80 

   （注）平成 26 年３月 31日現在のもの 

※出所「福岡市消防年報」 
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※出所「福岡市消防年報」を基に監査人作成 

 

【消防機械の推移】                      （単位：台） 

年度 

車種 

平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

小型動力ポンプ

付積載車 

73 73 73 73 72 

小型動力ポンプ

付き台車 

90 90 90 90 91 

非常備消防車両

等総計 

163 163 163 163 163 

（注）各年度の３月 31日現在のもの 

※出所「福岡市消防年報」 

 

【消防無線配置状況】         

団別 東 博多 中央 南 早良 西 水上 合計 

配置数（か所） 22 14 7 6 11 9 11 80 

    （注）平成 25 年 12月 31日現在のもの 

※出所「福岡市消防年報」 

 

消防分団車庫配置数、消防無線の配置数は東署が最も多く、消防分団車庫配置数

が 20か所、消防無線の配置数は 22か所となっている。消防機械については、常備

消防と同様、過年度からおおむね同水準で推移していることがわかる。 

 

20 

14 

7 6 

11 
9 

1 
6 7 

0 4 

23 

28 

12 

0

5

10

15

20

25

30

東 博多 中央 南 早良 西 水上

消防分団車庫配置数 消防資機材格納庫配置数

単位：か所



39 

イ．情報システム 

① 情報システムの概要 

消防事業において利用されている主な情報システムは、指令管制情報システム及

び予防業務管理システムの２システムであるため、当該システムを今回の監査の対

象とした。 

各システムの概要は次のとおりである。 

 

【監査対象システムの概要】 

システム名 指令管制情報システム 予防業務管理システム 

所管 消防局警防部 情報管理課 消防局予防部 指導課 

運用開始 平成 16年度 平成 25年度 

主な取扱い

業務 

次の消防・救急活動に関する業務 

・119番等通報受付から災害場所の

特定 

・出動隊の編成 

・出動指令及び出動車両の管理 

・現場活動の支援 

・関係機関への連絡 

・市民への情報提供 

・活動後の報告書作成 

次の予防・査察に関する業務 

・市内約 54,000棟の防火対象物、約

2,000施設の危険物施設等の情報

管理 

・立入検査業務 

・消防同意業務 

・危険物施設許認可等業務 

・石油コンビナート等関連業務 

・各種届出受付業務 

・資格講習会関連業務 

・消防少年団活動関連業務 

・予防広報関連業務 

・各種統計業務 

システム保

守委託料 

101,850千円/年 1,366千円/年 

契約ベンダ 日本電気株式会社 日本電気株式会社 

情報セキュ

リティ監査

実施状況 

平成 23年度 福岡市情報セキュリ

ティ外部監査 

平成 23年度 福岡市情報セキュリ

ティ内部監査 

更新予定 平成 29年度 

(福岡都市圏での共同運用) 

平成 29年度 

(リース期間満了による) 

※出所「消防局作成資料等」を基に監査人作成  

 

② 情報システムに関する規程等 

地方公共団体は、住民の個人等の重要情報を多数保有しており、またその業務の

多くが情報システムやネットワークに依存している。そのため、適切な情報セキュ

リティ対策を講じて、保有する情報資産を保護するとともに、サービス提供の継続

を図ることが非常に重要である。 

情報システムの運用にあたっては、総務省の「地方公共団体における情報セキュ

リティポリシーに関するガイドライン」（平成 22年 11月９日改訂）に準拠して、「福

岡市情報セキュリティに関する規則」（以下「市セキュリティ規則」という。）が策

定されている。 
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また、「市セキュリティ規則」第 14条において「情報セキュリティ統括管理者は、

全市共通で行うべき情報セキュリティ対策の詳細を定めた情報セキュリティ共通実

施手順を策定しなければならない」と定められており、「情報セキュリティ共通実施

手順」（以下「市情報セキュリティ共通実施手順」）が策定されている。 

「市セキュリティ規則」及び「市情報セキュリティ共通実施手順」をもって、福

岡市情報セキュリティポリシー（以下「市情報セキュリティポリシー」という。）が

構成されている。「市情報セキュリティポリシー」の概要は次のとおりである。 

 

【市情報セキュリティポリシーの概要】 

規程名 「市セキュリティ規則」 「市情報セキュリティ共通実施手順」 

直近の

改訂日 

平成 23年４月１日 平成 25年９月１日 

内容 市の情報セキュリティ対策に関する

統一的な基本方針 

市が所管する全ての情報システムに共

通の情報セキュリティ対策の具体的な

実施手順 

目的 市が所管する情報資産の保護及び管

理に関する基本的事項を定め、市民の

財産、プライバシー等を保護するとと

もに、適正な行政運営の確保に資する

ことを目的とする。 

市が所管する情報資産の保護及び管理

に関する基本的な取扱い等要領を定め、

市民の財産、プライバシー等を保護する

とともに、行政事務の適正な運営に資す

ることを目的とする。 

※出所「市セキュリティ規則」及び「市情報セキュリティ共通実施手順」 
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（７）活動内容 

ア．災害防ぎょ 

① 火災統計 

火災件数及び出火率の推移は以下のとおりである。 

      年 

種別  

平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

建物 266 273 265 246 214 

林野 10 4 4 5 7 

車両 32 35 35 22 31 

船舶 - 2 1 1 2 

航空機 - - - - - 

その他 60 64 51 63 71 

合計 368 378 356 337 325 

出火率（注） 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 

（注）出火率とは、人口１万人当たりの火災件数である。 

※出所「福岡市消防年報」 

 

【火災件数推移】 

  

 (注) 1 建物火災とは、建物又は建物内の収容物が燃えた火災。 

2 林野火災とは、森林や原野、牧野が燃えた火災。 

3 車両火災とは、自動車車両及び鉄道車両又はこれらの積載物が燃えた火災。   

4 船舶火災とは、航空機又はその積載物が燃えた火災。 

5 航空機火災とは、航空機又はその積載物が燃えた火災。なお、過去５年間で

航空機火災は０件のため、上表には含めていない。 

6 その他火災とは、上記以外のものが燃えた火災で、看板や広告塔、枯草など

が燃えた場合が該当。 

※出所「福岡市消防年報」 
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【出火率の推移】 

  

 ※出所「福岡市消防年報」 

 

平成 25年の火災件数は 325件で、前年の 337件に比べ 12件減少している。「建物

火災」は 214件で、全体の 65.8％を占め、前年より 32件減少している。「車両火災」

は 31件で、全体の 9.5％を占め、前年より９件増加している。路上のごみなどが焼

損した「その他の火災」は 71件で、前年より８件増加している。次いで、「林野火

災」は７件で前年より２件増加、「船舶火災」は２件で前年より１件増加、「航空機

火災」は発生していない。 

出火率は近年減少傾向にある。 

 

② 出火原因の推移 

  

※出所「福岡市消防年報」 
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出火に至った主な原因は、１位が「放火（疑い含む）」の 77件、２位が「こんろ」

で 59件、３位が「たばこ」で 45件、４位が「灯火」で 13件、５位が「電気機器」

で 12件となっている。出火原因の「放火（疑い含む）」は 25年連続して１位である。 

 

③ 非常備消防 

非常備消防の活動は、災害時の活動と平常時の活動に区分される。 

災害時の活動は、火災現場等で常備消防隊と連携を図り火災鎮圧及び延焼防止活

動に当たるとともに、中継送水、消防警戒区域の設定、負傷者搬送や避難誘導等の

支援活動を行う。また、山林火災・風水害の現場では、豊富な要因動員力・即時対

応力・配備された機械器具等を最大限に活用し、被害の軽減及び拡大防止、復旧作

業等に従事することが主な活動である。 

平常時の活動は、消防活動についての訓練を実施し、自主防災組織や地域住民に

対する訓練指導、管轄区内における一人暮らし高齢者の防火訪問、街頭キャンペー

ン等による火災予防広報を行う。また、地域での各種イベント等に積極的に参加し、

防火思想の普及啓発と火災予防を推進している。 

 

イ．救急 

① 救急統計 

（単位：隊、件） 

区分 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

救急隊数 26 26 26 26 27 

一日当たりの件数 160 171 176 180 187 

事故別 

 

 

事故別 

 

火  災 211 215 170 192 193 

自然災害 5 0 2 5 2 

水 難 75 78 52 95 84 

交通事故 6,302 6,281 6,236 6,080 6,043 

労働災害 353 380 371 419 407 

運動競技 392 444 411 380 453 

一般負傷 7,437 8,147 8,749 9,002 9,350 

加害 522 507 471 504 452 

自損行為 1,333 1,278 1,259 1,171 1,137 

急病 35,241 38,210 40,023 41,182 42,985 

その他 6,389 6,864 6,674 6,862 7,193 

合計 58,260  62,404  64,418  65,892  68,299 

※出所「福岡市消防年報」 

 

平成 25年中の救急件数は 68,299件で，前年度より 2,407件（3.7％）増加してい

る。猛暑による熱中症の搬送や高齢者の搬送が増加したことなどから、過去最多の

件数となっている。  

また、１日当たりの出動件数は，187件で７分 41秒に１件の頻度で出動しており、

市民約 25.1人に１人の割合で利用したことになる。 
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【事故別出動件数の推移】 

 

※出所「福岡市消防年報」 

 

事故種別による出動件数のうち、最多要因は「急病」42,985件（62.9％）である。

次いで、「一般負傷」9,350件（13.7％）、「交通事故」6,043件（8.8％）の順となっ

ている。また、前年度と比較して急病 1,803件（4.4％）、一般負傷 348件（3.9％）

は増加している。一方で、交通事故は 37 件減少（△0.6％）している。 

 

② 救急出動件数の増加 

 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 

出動件数（件） 58,260 62,404 64,418 65,892 68,299 

救急搬送人員（人） 51,335 55,085 56,943 58,183 60,186 

※出所「福岡市消防年報」 

    

   ※出所「福岡市消防年報」を基に監査人作成 
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③ 救急自動車等の配置台数推移 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

台数（台） 32 32 32 32 33 

（注）平成 21年度及び平成 22年度は各年度の３月 31日現在のもの。平成 23年度

以降は各年度の 12月 31日現在のもの。 

※出所「福岡市消防年報」 

 

出動件数及び救急搬送人員は年々右肩上がりに増加している一方で、救急自動車

等の配置台数は平成 21年度から変動なく 32台で推移しており、限られた救急自動

車等を効率的に運用し、救急活動を実施している。 

 

④ 救急救命士の資格取得状況の推移 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

救急救命士(人) 118 122 130 134 138 

（注）各年度末現在のもの。 

 

平成 22年度以降は年々約５％増加していることがわかる。平成 26年度の重要施

策である救急需要への対応、救急高度化の推進のため、救命士の常時２名乗車体制

の構築に向け継続的な救急救命士の養成（８名）を図っているところであり、今後

さらに資格取得状況は伸びていくと予想される。 
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ウ．救助 

① 救助活動状況の推移 

区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

出動件数（件） 1,443  1,603  1,633  1,653  1,655  

活動件数（件） 230  260  299  339 336  

救助人員（人） 222  260  293  332  345  

※出所「福岡市消防年報」 

 

【事故別出動件数の推移】 

 

                         ※出所「福岡市消防年報」 

 

平成 25年度の救助隊が出動した件数は 1,665件で、出動理由は「火災」が最も多

く 325件、次いで「建物事故」の 227件、「交通事故」79件、「水難事故」48件の順

となっている。前年度と比較して最も増加率の高い「建物事故」については、「救急

隊からのドア解放要請」での出動が特に増加している。一方で「水難事故」は減少

しており、特に河川や海浜への転落が減少している。 
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【事故別活動件数の推移】 

 

※出所「福岡市消防年報」 

 

救助隊が出動した災害のうち、救助活動を実施した件数は 336件であり、年々増

加傾向にあること、「水難事故」が減少していることは、出動件数と同様である。 

 

エ．予防 

① 予防査察実施状況の推移 

区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

対象物数 54,055 54,269 54,239 54,964 55,498 

基本計画数 12,801 14,202 11,523 12,590 11,282 

実施数 13,747 13,196 12,904 14,318 13,569 

実施率(％) 107.4％ 92.9％ 112.0％ 113.7％ 120.3％ 

 ※出所「福岡市消防年報」 

② 査察結果通知票等交付状況の推移 

区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

査察結果通知書交

付件数 

3,428 3,441 4,043 5,388 5,175 

勧告書交付件数 167 122 182 114 175 

警告書交付件数 33 7 15 12 4 

命令書交付件数 18 11 11 4 - 

計 3,646 3,581 4,251 5,518 5,354 

※出所「福岡市消防年報」 

年度により査察実施数の増減があるのは、「基本関与区分及び関与サイクル表」に

基づき査察計画を策定しているため、その年度に関与すべき対象物数に偏りが発生

するためである。 

実施率は平成 22年度を除き 100％を超えて推移しており、計画を上回る査察が実

施できている。 
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③ 防火教室、防火訓練等 

【災害に強い地域づくり講座及び訓練】 

 

※出所「福岡市消防年報」を基に監査人作成 

 

【屋内消火栓の訓練】 

  
※出所「福岡市消防年報」を基に監査人作成 

 

防火教室、防火訓練等については、「災害に強い地域づくり講座及び訓練」、「屋内

消火栓の訓練」のほか、「危険物取得者保安講習（福岡地区）」を実施している。「危

険物取得者保安講習（福岡地区）」は、本部で 10回開催され、参加者数は 1,310人

であった。 
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オ．訓練 

① 消防隊の訓練 

火災、水害、交通事故等のさまざまな災害に対応するためには、車両や資機材な

どハード面の充実を図るとともに、それらを有効に活用するための訓練が必要とな

る。市は年間を通じて消火訓練や救出訓練を行い、技術の向上に努めている。 

② 自然災害対策 

地震や水害、台風などの災害に備え、日常から市内外の関係機関と合同訓練等を

行い連携を深め、資機材の整備や各種訓練を行うなど、体制の強化を図っている。

また、市民参加型の訓練を行うことで、自主防災意識の向上に努めている。 

③ ＮＢＣ災害対策 

消防隊の中からＮＢＣ災害（Ｎ:放射性物質，Ｂ:生物剤，Ｃ:化学物質）について、

更に高度な知識や技術を兼ね備えた「特務警防隊」、「専門指揮隊」及び「除染隊」

を指定するなどの対応を図っている。 

④ 大規模災害対策 

大規模災害や特殊災害などが発生した場合には、近隣の市町村からの応援だけで

は対応できない場合があるため、福岡県内全ての市町村で消防相互応援協定を締結

し、災害発生地から離れた市町村からも消防隊が集結する仕組みになっている。ま

た、平常時には、連携訓練等を行っている。 

⑤ 教育訓練 

救助隊は「教育訓練計画」を下に、基本訓練、救助総合訓練、特殊災害対応訓練、

消防艇及び消防航空隊との合同訓練等各種の訓練を実施し、救助技術の向上に努め

ている。 

【救助訓練実施状況】 

訓練種別 回数 時間（ｈ） 

安全管理教育・総合訓練 4,458 9,253 

他隊との連携強化 1,133 3,458 

特殊災害対応能力の向上 238 761 

応急救護能力の向上 84 145 

計 5,913 13,617 

（注）回数・時間とも述べ数 

※出所「福岡市平成 26年消防年報」 

 

カ．消防学校 

消防学校には、都道府県直轄の東京消防庁消防学校および道府県消防学校、政令指

定都市直轄の政令指定都市消防学校がある。政令指定都市消防学校は、新任の消防吏

員に対し消防業務上必要な知識、技能などを修得させるための教育訓練を行うほか、

現任の消防吏員や職員に対して職務に必要な専門的知識や技能、指導能力、管理能力

の教養、消防業務に関する研究を行う機関であり、各政令指定都市７市に１校置かれ

ている。 

消防学校の所在地や施設の概要等は次のとおりである。 

    

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%AD%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%80%E8%83%BD
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【消防学校の概要】 

所在地 福岡市早良区西入部一丁目 15番 10号 

設立年月 昭和 48年４月 

設立目的 福岡市消防職員等に対し、消防の本質と責務を正しく認識させるとともに、

その資質の育成、学術、技能、実務等の修習並びに規律及び体力の練磨を図

り、もって人格の向上と実力のかん養に努め、その職務を遂行するに足る消

防職員等を養成するため 

収容人員 (1)  (1) 教育訓練施設 計 90名（普通教室 45名×２） 

(2)  (2) 宿泊施設   計 66名（男子寮 60名、女子寮 ６名） 

職員数 13名（嘱託員含む） 

教育訓練の

目的 

消防学校教育は、消防職員等に消防の責務を正しく認識させ、その職責を遂

行するために必要な学術、技能等の習得並びに心身の練磨を図るとともに、

厳正な規律と共同精神を培い、もって高い資質と豊かな人間性を保持し、市

民の信頼と期待に応え得る消防職員等を養成することを目的とする。  

備考 昭和 46年に消防訓練所として発足し、昭和 48年に消防学校が設立された。

現住所には昭和 53年に移転している。 

※出所「市提出資料」を基に監査人作成 

 

【主な施設の概要】 

種類 面積（㎡） 

土地 34,949 

種類 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 

建物 本館(３階) 459.55 1,256.26 

 寮棟(３階) 461.84 1,309.21 

 女子寮棟(１階) 158.99 158.99 

 体育館(１階) 811.71 841.71 

 雨天訓練場(１階) 641.02 641.02 

 救急訓練室(１階) 230.00 230.00 

 主訓練塔(８階) 161.00 461.00 

 副訓練棟(４階) 122.50 391.59 

 合計 3,046.61 5,289.78 

※出所「市提出資料」を基に監査人作成 

 

【教育の種別】 

① 初任科教育 

種類 内容 

初任科教育 消防職員として職務遂行に必要な基礎的知識・技術等を習得

させるほか、厳正な規律をはじめとする消防の本質と責務を

正しく認識させ、全体の奉仕者として、職務意欲旺盛で能率

的かつ公正に職務を遂行できる職員を育成する。 
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② 専科教育 

種類 内容 

予防査察科 予防査察業務に係る専門的知識や査察要領等を習得させ、査

察行政の職務遂行能力の向上を図る。 

救急科 救急隊員を養成することを目的に、救急業務に必要な知識及

び技術を習得させる。 

救助科 救助隊員を養成することを目的に、人名救助に関する専門的

かつ高度な知識及び技術を習得させる。 

火災調査科 火災原因調査能力の向上を図ることを目的に、火災調査業務

に必要な知識及び技術を習得させる。 

特殊災害科 特殊災害に関する専門的知識及び技術を習得させる。 

 

③ 幹部科教育 

種類 内容 

初級幹部科 消防士長 初級幹部（主に副小隊長）として必要な知識及び技術を習得さ

せる。 

 消防司令補 初級幹部（主に小隊長）として必要な知識及び技術並びに指導

監督能力の向上を図る。 

中級幹部科 消防司令 中級幹部（係長）として必要な指揮能力、部隊掌握及び業務管

理能力の向上を図る。 

 

④ 特別科教育 

種類 内容 

消防航空隊操縦士基礎教育

（採用年度のみ） 

消防航空隊操縦士として職務遂行に必要な基礎的知識及び技

術を習得させ、厳正な規律をはじめとする消防の本質と責務

を正しく理解させる。 

フォローアップ教育 職務に対する現在の役割や位置づけを理解させるとともに、

職場生活において抱えている問題や悩みなどの改善を図り、

新たな気持ちで主体的に仕事に取り組む意欲を養成する。 

指揮教育 災害現場における指揮者として必要な部隊指揮、部隊掌握、

状況判断等の指揮能力の向上を図る。 

安全運転技能講習 消防車両機関員として、職務遂行に必要な基礎的知識及び技

術を習得させ、機関員の本質と責務を正しく理解させる。 

はしご自動車技能講習 「消防用車両の安全基準について」に基づき、はしご自動車

の操作に係る安全性が、十分に確保されるための技能を養成

する。 

ブラッシュアップ教育 初級幹部（司令補、小隊長）として、各種訓練をはじめとす

る消防業務（救急を含む）における部下職員の育成・指導、

また、災害現場活動等の際の小隊の要である小隊長として消

防活動（救急を含む）、小隊の指揮、安全管理等について獲得

している知識、技術等をさらに磨き上げるとともに、新たな

習得を図り、その質や完成度を高めることにより職務遂行能

力の向上を図る。 
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種類 内容 

警防小隊指導者講習 警防小隊の訓練指導者として、警防活動に必要な知識・技能

を若年職員へ的確に伝承するため、訓練の手法、教育・指導

要領、安全管理等について習得し、警防小隊の指導者として

の能力向上を図る。 

救助技能講習 年々多様かつ高度化する消防救助技術の各分野について、専

門的知識・技術の向上を図る。 

無線従事者資格講習 消防無線の運用に必要な資格を取得させる。 

 

⑤ 消防団員に対する教育 

種類 内容 

基礎教育科 地域防災の担い手としての任務を理解させ、消防防災に関する

基礎的知識及び技術を習得させる。 

機関科 ポンプ運用技術の向上及び安全な車両運行技術を習得させる。 

初級幹部科 班長 初級幹部（班長）として必要な専門知識、技術及び指導能力の

向上を図る。 

指揮幹部科 現場指揮課程 災害時における現場指揮者としての職責を自覚させるととも

に、火災防ぎょ、水災活動、救助救命、避難誘導及び情報収集・

伝達に係る現場指揮及び安全管理の知識及び技術を習得させ

る。自主防災組織に対しての各種防災指導能力を習得させる。 

 分団指揮課程 分団指揮者としての職責を自覚させるとともに消防団の管理

運営及び活性化に資する広い知識を習得させる。各種災害発生

時における分団の管理運営及び効果的な現場活動の在り方を

習得させる。 

予防指導員科 予防指導員として選任された消防団員を対象に、予防業務につ

いての基礎的知識を習得させる。 

女性消防団員科 地域防災の担い手としての意識をかん養するとともに、防火・

防災に関する知識向上等を図る。 

※出所「市提出資料」より監査人作成 
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（８）外郭団体（公益財団法人福岡市防災協会） 

公益財団法人福岡市防災協会（以下「防災協会」という。）は、福岡市民防災セン

ター（以下「防災センター」という。）の管理運営を行っている団体であり、市消防

局から職員 12名が派遣されている。 

防災協会の所在地や事業内容等は次のとおりである。 

【防災協会の概要】 

所在地 福岡市早良区百道浜一丁目 3番 3号 

設立年月 平成３年１月 

設立目的 防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図り、もって

地域社会の防災安全の確立に寄与すること 

市の出資金 10,000千円 

所管部署 消防局予防部予防課 

根拠法令 福岡市民防災センター条例、同施行規則 

事業内容 （1） 防火・防災の意識啓発及び応急手当の対処方法に関する事業  

（2） 防火管理・消防用設備等の知識及び技能修得に関する事業  

（3） 福岡市民防災センターの運営及び管理に関する事業  

（4） その他協会設立の目的を達成するために必要な事業  

財務状況 平成 25年度の財務状況 

収益 費用 当期経常増減額 当期一般正味財

産増減額 

175,349千円 171,996 千円 3,352千円 3,352千円 
 

備考 防災センターが平成 24年度から 3年間の指定管理期間を終えて平成 27年度

から市の直営となるため、防災協会は平成 26年度末をもって解散することが

決まっている。 
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（９）準公金団体 

市が補助金、負担金その他の名目により現金を支出している団体の事務局をしてい

るもの、若しくは、市からの負担金等の支出はないが公務の一環として団体の事務局

（出納事務等）を市所属で行っているものの概要は次のとおりである。 

【準公金団体の概要】                     （単位：千円） 

所管課 団体名 負担金、補助金、 

交付金等の名称 

平成 25年度決算の状況 

収入決算額 支出決算額 

総務課 全国消防長会九州支部 全国消防長会会費 5,806 5,175 

一般社団法人全国消防協会九

州地区支部 

一般社団法人全国

消防協会負担金 

4,842 4,169 

福岡県消防長会 福岡県消防長会会

費 

3,319 2,359 

一般社団法人全国消防協会福

岡県支部 

一般財団法人全国

消防協会負担金 

872 305 

警防課 高速自動者道福岡県消防連絡

協議会 

高速自動者道福岡

県消防連絡協議会

会費 

668 500 

福岡県消防相互応援協定消防

連絡協議会 

福岡県消防相互応

援協定消防連絡協

議会会費 

563 497 

福岡市消防団連合会 福岡市消防団連合

会交付金 

48,176 47,632 

救急課 福岡市救急病院協会 福岡市救急病院協

会事業補助金 

17,617 16,832 

予防課 福岡市防火管理協会 市からの支出なし 3,012 2,013 

福岡市自衛消防連合会 市からの支出なし 1,828 1,630 

福岡市火災科学調査研究会 市からの支出なし 1,185 637 

東消防署 東消防少年団 市からの支出なし 665 585 

東区自衛消防隊連絡協議会 市からの支出なし 2,153 1,934 

博多消防署 博多消防少年団 市からの支出なし 892 755 

博多区自衛消防隊連絡協議会 市からの支出なし 3,891 3,758 

中央消防署 中央消防少年団 市からの支出なし 580 573 

中央区自衛消防隊連絡協議会 市からの支出なし 3,045 2,959 

南消防署 南消防少年団 市からの支出なし 797 755 

南区自衛消防隊連絡協議会 市からの支出なし 1,442 1,251 

城南消防署 

 

城南区自衛消防隊連絡協議会 市からの支出なし 1,120 706 

早良消防少年団 市からの支出なし 807 457 

早良消防 早良区自衛消防隊連絡協議会 市からの支出なし 1,463 1,271 

背振山系火災対策連絡協議会 背振山系火災対策

連絡協議会会費 

302 246 

西消防署 西消防少年団 市からの支出なし 949 851 

西区自衛消防隊連絡協議会 市からの支出なし 1,660 1,344 

※出所「定期監査資料及び決算書」を基に監査人作成 
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３．防災・危機管理に関する事業 

（１）財政状況 

ア．平成 25年度予算 

市の防災・危機管理事業に係る予算(当初予算)の推移は下表のとおりである。 

市民局防災・危機管理部による防災・危機管理事業費は、消防費（項）の中の災害

対策費（目）に含まれている。 

【防災・危機管理事業に係る予算(当初予算)の推移】      （単位：千円） 

        年度 

項目 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

防災・危機管理事業費

予算（消防費） 
722,661 347,831 160,542 164,247 154,182 

事

業

別 

内

訳 

防災・危機管理

経常経費 ※１ 
66,480 58,429 56,963 61,254 61,829 

防災・危機管理

対策事業費※２ 
45,153 96,185 75,618 61,192 48,585 

情報通信経費 

※３ 
611,028 193,217 27,961 41,801 43,768 

※出所「防災・危機管理課作成資料」 

 

平成 25年度当初予算額は１億 5,418万２千円で、平成 24年度と比べ、1,006万５

千円減少し、前年度比約 6.1％の減となっている。  

 

※１防災・危機管理経常経費予算の内容は、災害対策に係る時間外勤務手当（3,000

万円）や嘱託職員への報酬（385万１千円）等である。平成 25年度当初予算

では計 6,182万９千円が計上されており、前年度と比較して 57万３千円増加

している。 

※２防災・危機管理対策事業費予算の内容は、東日本大震災の発生を踏まえた津波

ハザードマップの検討等の避難支援対策の充実・強化に係る費用（3,049万６

千円）や業務継続計画の策定や公的備蓄の推進等による防災・危機管理体制の

充実・強化に係る費用（755万５千円）等である。平成 25年度当初予算では

計 4,858 万５千円が計上されており、前年度と比較して 1,260万７千円減少し

ている。 

※３情報通信経費予算の内容は、防災行政無線設備及び防災気象情報システムの保

守点検業務委託費用である。平成 25年度当初予算では計 4,376万８千円が計

上されており、前年度と比較して 206万７千円増加している。 

 

過去５年間を見ると、平成 21年度及び平成 22年度については多額の情報通信経費

が計上されている。これは電波法の周波数割当計画に基づいたアナログ式防災行政無

線の平成 23年５月に使用期限に備え、平成 20年度から平成 22年度の３年間でデジ

タル式防災行政無線の整備工事を実施しているためである。 

 

 

  



56 

【防災・危機管理事業予算推移】 

 
※出所「防災・危機管理課作成資料」 

 

【防災・危機管理事業予算事業別内訳】 

 

 ※出所「防災・危機管理課作成資料」 
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イ．平成 25年度決算 

市の防災・危機管理事業に係る決算の推移は下表のとおりである。 

【防災・危機管理事業に係る決算の推移】           （単位：千円） 

       年度 

項目  

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

防災・危機管理事業費

決算（消防費） 
815,464 357,732 153,491 197,435 158,078 

事

業

別 

内

訳 

防災・危機管理

経常経費 
158,392 58,148 36,736 57,665 69,947 

防災・危機管理

対策事業費 
51,022 101,630 89,591 56,975 40,870 

情報通信経費 606,050 197,954 27,164 82,795 47,261 

※出所「防災・危機管理課作成資料」 

 

平成 25年度の歳出決算額は 1億 5,807 万８千円、平成 25年度当初予算と比べ、389

万６千円増加している。 

 

事業別では、災害対策に係る時間外勤務手当（4,152万９千円）や嘱託職員への報

酬（309万１千円）等により、防災・危機管理経常経費決算額は計 6,994万７千円が

計上されている。 

また、東日本大震災の発生を踏まえた津波ハザードマップの検討等の避難支援対策

の充実・強化に係る費用（2,010万７千円）や業務継続計画の策定や公的備蓄の推進

等による防災・危機管理体制の充実・強化に係る費用（621万円）等により、防災・

危機管理対策事業費決算額は計 4,858万５千円が計上されている。 

さらに、防災行政無線設備及び防災気象情報システムの保守点検業務委託費用とし

て情報通信経費決算額は計 4,726万１千円が計上されている。 

 

なお、平成 21 年度及び平成 22年度については多額の情報通信経費が計上されてい

るが、予算の計上と同様に、平成 20年度から平成 22年度の３年間でデジタル式防災

行政無線の整備工事を実施しているためである。 
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（２）組織・体制 

ア．組織構成 

市の防災・危機管理事業は市民局防災・危機管理部の防災・危機管理課の職員が担

当している。 

防災・危機管理課では、市民生活の安全を確保するため、研修・訓練等をとおして

市職員の災害危機対応能力の向上を図り、様々な災害や危機事案に迅速かつ的確に対

応できる防災・危機管理体制の構築に取り組んでいる。 

また、自主防災組織の活動の活性化を目指して、地域防災訓練等の支援や自主防災

組織リーダー研修会などを実施し、各組織の災害に対する対応能力の向上を図るとと

もに、市民の迅速かつ的確な避難を支援するための体制の構築に取り組んでいる。 

防災・危機管理課は次のとおり、５つの係で構成されている。 

【防災・危機管理課の組織構成】 

 

  

イ．事務分掌 

防災・危機管理課の事務分掌は次のとおりである。 

【防災・危機管理課の事務分掌】 

課

名 
係名 事務分掌 

防

災

・

危

機

管

理

課 

 

 

 

 

 

 

 

企画調整担当 

・防災会議、災害予防対策会議の運営 

・地域防災計画の総合調整 

・防災・危機管理体制の充実強化に係る企画・調整 

・防災関係機関等との協力・連携体制の構築 

・課の庶務・経理・予算・決算 

防災担当 

・災害・危機管理発生時の対処及び対策本部の運営 

・自主防災組織の活動支援 

・災害時要援護者の避難支援対策 

・市職員の配置動員計画の作成 

・防災意識の普及啓発活動 

・公的備蓄及び防災倉庫の管理 

・災害対応支援システムの管理運営 

技術調整担当 

・浸水・水防、地震対策の検討及び実施 

・防災マップ及び各種ハザードマップの作成 

・災害・危機発生時の対処及び対策本部の運営 

・防災気象情報システムの管理運営 

防災・危機管理部 市民局 

訓練・研修担当

防災担当

技術調整担当

危機管理担当

 防災・危機管理課

企画調整担当
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課

名 
係名 事務分掌 

防

災

・

危

機

管

理

課 

危機管理担当 

・危機管理基本方針等、危機管理の総合調整 

・災害・危機発生時の対処及び対策本部の運営 

・原子力災害対策の検討及び実施 

・博多あん・あん塾の企画・運営 

・防災行政無線の運用・管理 

訓練・研修担当 

・市民総合防災訓練の企画・調整及び実施 

・危機対処訓練の企画・調整及び実施 

・職員の防災・危機管理研修の企画・調整及び実施 

・防災リーダーの育成・活用 

※出所「定期監査調書」 

ウ．職員数の推移 

防災・危機管理課の過去５年間の職員数の推移は次のとおりである。 

【防災・危機管理課の職員数の推移】 

区分 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

防災・危機管理課（人） 16 16 16 16 16 

※出所「防災・危機管理部作成資料」 
 

（３）情報システム 

防災・危機管理事業において利用されている主な情報システムは、災害対応支援シ

ステム及び防災気象情報システムの２システムであるため、当該システムを今回の監

査の対象とした。各システムの概要は次のとおりである。 

【監査対象システムの概要】 

システム名 災害対応支援システム 防災気象情報システム 

所管 市民局防災・危機管理課  市民局防災・危機管理課  

運用開始 平成 16年度 平成 12年度 

主な取扱い

業務 

次の災害対応に関する業務 

・各区各局が把握及び対応した災害状況

の入力 

・各避難所別に避難者連絡先等を表示す

るとともに、災害時における避難所開

設時刻、避難人数等を入力 

・避難準備情報、避難勧告、避難指示の

発令情報を入力・表示 

・各区各局の職員配備状況を入力・表示 

次の気象情報管理に関する業務 

・気象台が発表する情報の収集及び関

係機関や市民への提供 

・市及び福岡県が設置している雨量

計、水位計、河川監視カメラの観測

情報の収集及び関係機関や市民へ

の提供 

 

システム保

守委託料 

3,227千円/年 7,665千円/年 

契約ベンダ 国際航業株式会社 一般社団法人日本気象協会 

情報セキュ

リティ監査

実施状況 

－ 平成 25年度 福岡市情報セキュリテ

ィ外部監査 

更新予定 未定 未定 

※出所「防災・危機管理部作成資料等」を基に監査人作成 
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（４）防災危機管理事業の施策 

防災・危機管理部における平成 26年度重要施策は以下のとおりである。 

【防災・危機管理体制の充実・強化】 

(1)福岡市業務継続計画の策定 

大規模地震に備え、発災後１ヶ月間を対象に、各局・区で行う全ての業務を災害応急業務と災

害時でも継続すべき通常業務に分け、それぞれの業務の開始時期や必要な人的・物的資源を確

保するための方策などを定め、災害後の迅速な復旧を図るとともに業務の継続性を高める。 

(2)被災者支援システムの導入検討 

り災証明の発行や被災者台帳の整備、安否情報の確認など、迅速かつ適切な被災者支援を実施

するためのシステムの導入を検討する。 

(3)危機事案への的確な対処 

初動対処マニュアル及び危機管理携帯の的確な運用により、危機事案への迅速かつ的確な対処

を図る。 

(4)情報収集・伝達のためのシステム等整備 

・福岡市防災無線 

市の各局・区及び防災関係機関が相互連絡するための無線の確実な保守・管理及び的確な運用

を行う。 

・福岡市防災気象情報システム 

気象警報、雨量（30か所）、河川水位（20か所）、河川監視カメラ(24か所)等の情報の収集

及び提供を行う。 

・福岡市緊急時職員参集システム 

迅速な初動対応の実現のため、職員参集メールの配信、職員の安否及び参集状況等の把握を行

う。 

・災害対応支援システム 

迅速かつ適切な災害対応を行うための被害状況、職員の活動状況等の収集及び全庁共有する。 

(5)市民総合防災訓練の実施  

福岡市及び防災関係機関、並びに地域住民が一体となった実効性のある総合的な防災訓練を毎

年実施する。 

【平成 26年度は福岡大学（メイン会場）で５月 25日(日)実施予定】 

(6)職員の訓練・研修の実施 

・幹部や課長級、係長級など職員の職位に応じた研修を行う。 

・全職員を対象とした防災・危機管理研修（年間約 50回）を行う。 

・各局・区・室ごとの訓練・研修（梅雨時期前）を行う。 

・震災緊急対応職員参集訓練を行う。 

(7)災害時応援協定の締結 

災害発生時の応急対策を迅速・的確に行うため、災害時における各種協定を自治体、団体及び

企業等と締結し運用を図る。 

(8)広域連携体制の構築（平成 26年度） 

・指定都市市長会における「行動計画」運用に向けた体制等の構築を行う。 

・九州市長会における「相互支援体制」運用に向けた体制等の構築を行う。 

・福岡都市圏防災担当者会議による都市圏の連携体制等の構築を行う。 

(9)関係機関との連携強化 

・「防災会議」（33機関）及び「国民保護協議会」（38機関）などの連携を行う。 
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・「福岡都市圏緊急情報ネットワーク」（17市町） 

・テロ対応合同訓練などによる警察、自衛隊、海保、医療機関等との連携を行う。 

 

【地域防災力の向上】 

(1)自主防災組織活動の活性化 

平成 25年５月までに市内 149校区・地区全てで結成された自主防災組織に対し、それぞれが実

施する防災訓練に必要な物資を現物支給（７万円以内）するとともに、自主防災組織リーダー

研修会の開催などの支援を実施する。 

また、地域の迅速な水害対応に資するため、地域で必要とする土のうや土のう袋の配備を実施

する（平成 22年度開始）。 

(2)災害時要援護者対策の促進  

災害時要援護者の避難支援のため、災害時要援護者名簿の提供を希望する自治協議会等と覚書

を締結し、名簿を提供する（平成 18年度開始、平成 26年 11月現在 120校区に提供）。 

また、避難支援個別計画作成に向け、全体計画を作成（平成 24年３月）し、取組みを進めてい

たが、災害対策基本法の改正により、プロジェクトチームによる計画の見直しを進める。 

(3)防災知識の普及・啓発 

防災知識の普及・啓発を図るため、次の事業を実施する。 

・出前講座等の実施 

・「博多あん（安全）・あん（安心）塾」の実施 

・原子力防災対話型研修の実施 

・「市民防災の日」行事等の実施 

(4)地区防災計画の策定・普及(平成 26年度) 

市民・事業者等の自発的防災活動を促進するため、一定地域内で作成した防災活動計画の防災

会議への提案等に関する制度設計を行うとともに、同計画の策定を促進する。 

 

【避難支援対策の充実・強化】 

(1)避難場所等機能の充実・強化 

全公民館に非常用保存飲料水、非常用保存食（パンの缶詰、白粥）、簡易トイレ（便袋）、ター

ポリン担架を備蓄する。 

また、各避難場所等について、災害種別ごとの適合性評価や標識の４か国語化、海抜表示板の

設置等を行う。 

(2)土砂災害対策 

ハザードマップの作成及び避難対策の検討を行う。 

(3)原子力災害対策  

原子力災害避難計画（平成 26年度に暫定版作成）の更新を行うとともに、原子力災害避難訓練

を実施する（平成 25年度開始）。 

(4)市民等への情報伝達 

・防災・危機管理情報ホームページにより、雨量、市内主要河川の水位およびライブカメラ情

報、気象警報などを提供する。 

・避難勧告等の災害時の緊急情報や気象情報、河川水位情報等を登録者（約 59,000人：平成

26年３月末時点）の携帯電話、パソコンへ自動配信。（福岡市のツイッターでも配信） 

・ポータルサイト運営事業者との協定締結（Yahoo、Google）を行う。 

・河川警報装置・サイレンによる警告を発出する。 
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(5)津波避難対策 

・ハザードマップの作成及び避難対策の検討を行う。 

(6)帰宅困難者対策 

・天神及び博多駅地区のエリアマネジメント団体との共働。 

・県及び福岡都市圏各市町村との連携を行う。 

・都市再生特別措置法の一部改正による都市再生安全確保計画制度の活用（住宅都市局との連

携）。 

 

【災害等対処のための計画】 

(1)危機管理基本方針 

あらゆる危機への対処体制・対策等を定めた本市の基本的な方針。 

・福岡市地域防災計画 

風水害や震災、原子力災害などへの対処を行う。 

・福岡市国民保護計画 

武力攻撃事態等及び緊急対処事態への対処を行う。 

・福岡市危機管理計画 

事件・事故等の緊急事態への対処を行う。 

※出所 防災・危機管理課作成資料を基に監査人作成 
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第３ 監査の結果及び監査の結果に添えて提出する意見  

１．監査の視点 

「第１ 監査の概要 ４．監査の方法 （２） 監査の視点」に記載した２つの監査要

点について、次のとおり監査を実施した。 

・ 消防、防災・危機管理事業に関する財務事務の執行が、法令及び条例等に従い、適切

に行われているか。 

・ 消防、防災・危機管理事業に関する財務事務の執行が有効性、効率性及び経済性の観

点から、合理的かつ適切に行われているか。 

 

２．実施した監査手続 

「１．監査の視点」を踏まえ、次のとおり手続を実施した。 

（１）消防、防災・危機管理事業に関する財務事務の適切性 

監査対象とした消防、防災・危機管理事業の財務に関する事務が適切に実施されて

いるかについて、各所管部署から次の資料を入手するとともに、担当者へのヒアリン

グを実施した。 

・ 消防、防災・危機管理事業に関する条例、要綱、事務処理要領等 

・ 消防、防災・危機管理事業に関する人件費支出、委託契約、物品等購入、補助金・

負担金支出等の事務手続に関する資料 

・ 消防、防災・危機管理事業に関する公有財産や備品等の維持管理に関する資料 

・ 市が事務局業務を行っている消防事業に関する協議会等関係団体の支出伺いや備

品台帳等の事務手続に関する資料 
 

（２）消防、防災・危機管理事業に関する財務事務の有効性、効率性及び経済性 

消防、防災・危機管理事業の有効性、効率性及び経済性について、次の視点から監

査を実施し、必要に応じて、資料の入手及び関係者へのヒアリングを実施した。 

・ 災害等に備え、市は適切な計画、体制等を整備し、運用しているか。 

・ 消防・防災施設等は適切に管理され、有効に利用されているか。 

・ 事務の執行は効率的・経済的に実施されているか。 

 

（３）アンケートの実施 

アンケートは、平成 25年度における消防局及び各消防署、消防団本部及び各分団、

各区役所に対し、消防団連合会等の事務内容の把握や、消防団本部及び各分団の訓練

に対する課題、各区役所と消防局との連携等を把握するために行った。具体的なアン

ケート対象及び調査目的等は次のとおりである。 
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【アンケートの実施について】 

アンケート対象 調査目的 回収率 

市消防局及び各消防署 

・消防団連合会各支部事務局に対す

るアンケートは消防局警防部警防

課消防団係及び各消防署警備課 

・各署消防少年団・自衛消防隊に対

するアンケートは各消防署予防課 

 

・消防局、消防署が事務局業務を担っている

消防団連合会各支部及び消防少年団、自衛

消防隊の事務内容の把握 

・消防署と市区役所の連携の実態の把握 

 

100％ 

消防団本部及び各分団 ・消防団本部及び分団の訓練に対する課題 

・分団で事務が行われている市消防団連合会

分会の事務内容の把握 

100％ 

各区役所防災事業担当課（総務課防

災・安全安心係等） 

・各区役所と消防局との連携の把握 

・区役所防災事業の事務執行の把握 

 

100％ 

なお、アンケート内容及びアンケート結果については、巻末に附属資料として記載

している。 

 

（４）その他 

上記(1)、(2)及び(3)の手続を補完するため、過去の包括外部監査の内容を確認する

とともに、必要に応じて、資料の入手及び関係者へのヒアリングを実施した。 

 

（５）監査の実施時期及び対象部署 

監査の実施時期及び対象部署は次のとおりである。 

原則として各対象部署の所在地において資料の査閲及びヒアリングを実施している。 

【監査の実施時期等】 

監査の実施時期 監査対象部署 

７月７日 消防局総務部（予備調査） 

７月８日 市民局防災・危機管理部（予備調査） 

７月 22日～７月 25日 消防局総務部、警防部、予防部 

８月４日～８月７日 市民局防災・危機管理部 

８月 25日 東消防署、博多消防署 

８月 26日 南消防署、城南消防署、早良消防署 

８月 27日 中央消防署、西消防署、消防学校 

８月 28日～29日 公益財団法人福岡市防災協会 

９月１日～５日 消防局総務部、警防部、予防部 

９月 29日 市民局防災・危機管理部 

10月 22日 消防局総務部、警防部、予防部 
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３．監査の結果及び監査の結果に添えて提出する意見の概要 

（１）監査の結果及び意見の件数 

監査の結果及び意見の件数は、次のとおりである。 

【監査の結果及び意見の件数】 

区分 結果 意見 ページ 

1実施事業について １件 ６件 67～85 

2団体について ７件 ７件 86～132 

3契約について ― ３件 133～141 

4財産管理について １件 ４件 142～153 

5文書管理について １件 １件 154～160 

6情報システムについて ２件 ４件 161～169 

合計 12件 25件  

 

（２）部局別の監査の結果及び意見の内容と対象 

監査の結果及び意見の内容は、次のとおりである。 

【監査の結果及び意見の内容】 

 区分 項目 ページ 

1 実施事

業につ

いて 

①（結果）総合訓練の適時適切な実施結果報告について 67 

 ②（意見）明確な訓練計画の策定による有効な訓練の実施につい 

て 

69 

 ③（意見）類似する防災関連事業の一本化等の検討について 73 

 ④（意見）福岡市防災会議専門委員に対する報酬支払根拠の明確化 

について 

78 

 ⑤（意見）外国人向け広報業務に関する効果の測定について 80 

 ⑥（意見）同一節内における予算流用の承認手続について 82 

 ⑦（意見）長期未更新の災害時応援協定の更新について 84 

2 団体に

ついて 

ア  消防団について 86 

 ①（結果）消防団員に対する費用弁償の支給漏れについて 86 

 ②（結果）消防団員の訓練参加人数の適正な報告について 90 

 ③（意見）消防団における訓練の充実強化等について 92 

 イ  公益財団法人福岡市防災協会について 100 

 ①（結果）固定資産の計上漏れについて 103 

 ②（意見）派遣インストラクターに関する業者選定方法の検討等に 

ついて 

106 

 ウ  福岡市消防団連合会について 109 

 ①（結果）決裁に使用する印章の統一について 111 

 ②（結果）納品後になされた支出伺の決裁について 113 

 ③（結果）消防団連合会支部における備品管理台帳への記帳漏れに 

ついて 

116 

 ④（結果）消防団連合会各分会の備品管理台帳の作成について 117 

 エ  福岡市自衛消防連合会（各区自衛消防隊連絡協議会）、福岡市

火災科学調査研究会及び福岡市防火管理協会について 

118 

 ①（意見）防火協力団体に係る組織の統合再編等の検討について 119 

 ②（意見）講師謝金の算定根拠の明確化について 121 

 ③（意見）現金の適切な管理について 123 

 オ  福岡市少年消防クラブ消防少年団について 125 

 ①（意見）消防少年団の収支報告書に関する確認体制の構築につい 

て 

126 

 ②（意見）消防少年団貸与物品の適切な管理について 130 
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 区分 項目 ページ 

3 契約に

ついて 

①（意見）随意契約を行う場合の理由の文書による明示について 133 

 ②（意見）低価格入札における業務実施可能性の検討及び文書化に 

ついて 

137 

 ③（意見）長期継続契約の契約方法について 139 

4 財産管

理につ

いて 

①（結果）備品現在高一覧表等と備品の現物との確認について 142 

 ②（意見）消防署における改修を要する機器、設備等の把握につい 

て 

144 

 ③（意見）消防署備品に係る棚卸実施要領等の整備運用について 145 

 ④（意見）備蓄資機材の適正保有量の見直し及び棚卸実施要領等の 

整備運用について 

147 

 ⑤（意見）固定資産台帳の整備について 151 

5 文書管

理につ

いて 

①（結果）支出負担行為書の管理状況の不備について 154 

 ②（意見）公文書管理に関する業務効率化について 159 

6 情報シ

ステム

につい

て 

①（結果）完成図書の未作成について 161 

 ②（結果）情報セキュリティに関する監査の未実施について 163 

 ③（意見）バックアップ媒体の安全な保管について 165 

 ④（意見）パスワードの定期的な変更について 166 

 ⑤（意見）保守点検結果への対応について 167 

 ⑥（意見）保守業務の再委託の承認手続について 168 
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４．消防、防災・危機管理事業における監査の結果及び監査の結果に添えて提出する意見 

（１）実施事業について 

＜発見事項＞ 

①（結果）総合訓練の適時適切な実施結果報告について 

監査対象部局名 消防局警防部警防課、各消防署 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市消防局で実施する訓練には、複数の消防署が合同で行う総合訓練がある。総合訓練

の計画時及び訓練実施後の結果については、消防本部へ報告する体制が「平成 25年度

消防隊教育訓練計画の指針」において次のとおり示されている。 

【訓練における事後検証並びに計画及び報告の内容】 

２ 事後検証 

  災害等への出動後並びに合同訓練、総合訓練及び各種マニュアル訓練等の実施後は、積極的に

事後検証を行い、次回の災害等へ備え、また、次回の訓練に反映させる等して、消防隊の安全管

理と災害対応能力のさらなる向上を図ること。 

  なお、総合訓練等を実施する場合は、第三者（訓練企画隊及び参加隊以外の隊、他署指揮隊又

は警防課等）による検証を取り入れるものとする。 

  （中略） 

８ 計画及び報告 

  署長は、年間の「教育訓練計画」を策定し、平成 25年３月 31日までに消防局長に報告するこ

と。 

  なお、総合訓練等計画及び報告要領等については、別紙５に示すとおりとする。 

※出所「平成 25年度消防隊教育訓練計画の指針」 
  

【総合訓練等計画及び報告要領等】 

別紙５ 

総合訓練等計画及び報告要領等について 

 

１ 訓練計画 

（１） 総合訓練を実施するときは、訓練の具体的な計画を実施日の１０日前までに警防課に報告

すること。 

なお、各署合同で実施するときは、その訓練を主管する署が報告すること。 

（２） 総合訓練等でサイレンを使用する場合は、消防法第２６条第３項の規定により公告が必要

となるため、使用日の３週間前までに警防課警防係へ連絡すること。 

 

２ 訓練結果報告 

  訓練を実施した場合には、下表のとおり訓練結果を報告すること。 

  なお、別添様式中、様式第２－１については、別添資料１の同報告要領等に基づき処理を行う

こと。 

訓 練 種 目 様 式 報 告 期 限 

総合訓練を含む合同で行う訓練 別添（様式第２－１号） 翌月の１０日まで 

合同図上訓練 

総合訓練 別添（様式第２－２号） 実施後１０日以内 
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３ 他消防署の消防隊との合同訓練等について 

  消防隊が当務及び非番にかかわらず、他消防署の消防隊との合同訓練及び単隊での特殊訓練等

を計画する場合及び同訓練を実施した場合には、「消防隊訓練実施（計画・依頼・結果報告）書

（様式第２－３号）」を作成し、警備課長に報告すること。 

 

※出所「平成 25年度消防隊教育訓練計画の指針」 

 

【指摘事項】 

総合訓練の実施結果報告は「平成 25年度消防隊教育訓練計画の指針」別紙５におい

て、訓練実施後の 10日以内に消防局警防部警防課長へ報告することとなっているが、

報告期限どおりに報告がなされていないものが散見された。 

【報告が遅延しているもの】 

種 類 起 案 署 訓 練 分 類 訓 練 日 報 告 期 限 報 告 日 

結 果 報 告 城 南 署 総 合 訓 練 ５月 16日 ５月 26日 ５月 31日 

結 果 報 告 中 央 署 総 合 訓 練 ７月 16日 ７月 26日 ８月 19日 

結 果 報 告 西 署 総 合 訓 練 ８月 29日 ９月８日 ９月 17日 

結 果 報 告 東 署 総 合 訓 練 10月 16日 10月 26日 11 月３日 

結 果 報 告 早 良 署 総 合 訓 練 12月 16日 12月 26日 12 月 30日 

結 果 報 告 南 署 総 合 訓 練 ３月 15日 ３月 25日 ３月 31日 

※出所「消防隊訓練実施（計画・依頼・結果）報告書」を基に監査人作成 

 

適時適切な報告は、訓練が計画どおりに実施されたことの確認だけではなく、訓練実

施時の課題を的確かつ早期に把握し、有効な訓練を実施するためにも必要である。 
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②（意見）明確な訓練計画の策定による有効な訓練の実施について 

監査対象部局名 消防局警防部警防課 

関連部局名 消防局各消防署 
 

【現状及び課題】 

消防白書にあるとおり、消防職員に対する教育訓練は極めて重要であるため、教育訓

練体制等に関する資料の査閲を行った。 

【平成 25年度消防白書】 

 複雑多様化する災害や救急業務、火災予防業務の高度化に消防職団員が適切に対応するためには、

その知識・技能の向上が不可欠であり、消防職団員に対する教育訓練は極めて重要である。 

※出所「平成 25 年度消防白書」 
 

市消防局では、消防職員に対する教育訓練を実施するにあたり、市消防局警防部が訓

練計画策定の基礎となる消防隊教育訓練計画の指針を毎年度策定し、当該指針を各消防

署へ通知している。各消防署は、この指針を基に地理的条件、人口規模、住宅の密集状

況等地域の特性を踏まえ、年間の警備業務基本計画及び消防隊教育訓練基本計画（以下

「教育訓練基本計画等」という。）を策定し、これに基づき訓練を実施している。 

【平成 25年度消防隊教育訓練計画の指針】 

1 重点項目 

（１） 基本訓練の充実と訓練環境の整備 

① 基本訓練の充実 

② 基本的な活動要領の策定による訓練環境の整備 

（２） 実戦型訓練の充実 

（３） 指揮活動訓練の充実 

（４） 安全管理の徹底 

（５） 消防分団との連携強化 

（６） 救急隊員教育訓練の充実 

2 事後検証 

3 本部所管課の計画により実施する教育訓練及び関連業務 

4 総合訓練 

5 消防訓練基準に基づく技能測定 

（１） 実施種目 

（２） 測定時期等 

6 防災訓練の実施 

7 公開訓練等の実施 

8 計画及び報告 

9 各隊の教育訓練基本計画等 

※出所「平成 25年度消防隊教育訓練計画の指針」 

各消防署の教育訓練基本計画等は次のとおりである。 

教育訓練基本計画等を消防署間で比較すると、計画の構成及び内容に差異が生じてい

る。これは、各消防署が地域の特性を把握したうえで計画を策定していることによると

考えられる。しかし、具体的にどのような地域の特性が各消防署の管轄区域に存在して

おり、それをどのように教育訓練基本計画等に反映させているのか客観的に判断するこ

とができない。 
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【各消防署の教育訓練基本計画等】 

消防署名 警備業務基本計画 消防隊教育訓練基本計画 

中央 第 1 重点項目 

1厳正な規律の保持と迅速的確で秩序あ

る行動 

2安全管理の徹底 

3災害対応能力の向上 

4人材育成 

第 2 各所管（各隊）推進事項 

第 3 小隊業務計画 

第 4 業務推進員制度の継続運用 

第 1 重点項目 

1基本訓練の充実 

2実戦型訓練の充実 

3指揮活動訓練の充実 

4安全管理の徹底 

第 2 訓練等の種類及び実施要領 

第 3 安全管理体制 

第 4 消防分団との連携強化 

第 5 訓練基準効果測定 

第 6 年間教育訓練計画表 

第 7 報告等 

東 第 1 重点項目 

1消防訓練礼式に基づく厳正な規律の保

持 

2災害対応能力の向上 

3安全管理及び事故防止の徹底 

4人材育成 

5火災調査業務の強化 

6消防団との連携強化 

7救急隊員教育訓練の充実 

8地域防災力の向上 

第 2 消防隊業務計画の作成基準 

第 3 地理水利担当区及び小規模火災原因

調査担当区の指定 

第 4 消防隊業務計画及び報告要領等 

第 5 業務計画における警備上の留意事項 

第 1 重点項目及び四半期目標 

1基本訓練等の充実 

2指揮活動訓練の充実 

3実戦型訓練の充実 

4 安全管理の徹底 

5 消防分団との連携強化 

6 若手職員の育成 

7 消防体育の推進 

8 近隣消防本部との連携強化 

第 2 訓練等の種類及び実施要領 

第 3 安全管理 

第 4 事後検証 

第 5 月間訓練実施回数 

第 6 年間計画及び四半期目標 

第 7 消防訓練基準等 

第 8 訓練計画の策定及び報告要領等 

第 9 救急隊教育訓練計画 

第 10 救助隊教育訓練計画 

西 1 推進業務 

2 主要業務目標 

3 消防隊業務計画 

1 重点項目 

(1)基本訓練の充実と訓練環境の整備 

(2)実戦型訓練の充実 

(3)指揮活動訓練の充実 

(4)安全管理の徹底 

(5)消防分団との連携強化 

(6)救急隊員教育訓練の充実 

2 指揮隊及び警防隊等教育訓練計画 

3 救急隊教育訓練計画 

4 救助隊教育訓練計画 

5 安全管理 

6 訓練等の計画 

7 結果報告 

8 他消防署の消防隊との合同訓練等 

南 1 重点項目 

(1)指揮活動訓練の充実 

(2)基本訓練の充実及び基本的な活動要領

の策定による訓練環境の整備 

(3)実戦型訓練等の充実 

(4)安全管理及び事故防止の徹底 

(5)消防団との連携強化 

(6)救急隊員教育訓練の充実 

(7)若手職員の育成 

2 推進業務 

3 各出張所主要業務目標 

4 各業務策定要領 

5 小隊別月間業務回数区分表 

6 小隊業務計画 

1 目的 

2 訓練種目実施要領及び訓練指揮者等の指定につ

いて 

3 消防訓練基準に基づく技能測定 

4 災害事例発表会 

5 消防団と連携強化 

6 訓練計画及び結果報告 

7消防活動の検証について 
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消防署名 警備業務基本計画 消防隊教育訓練基本計画 

早良 第1 重点項目 

1災害対応能力の向上 

2安全管理の徹底 

3人材育成を考慮した訓練の推進 

4消防団との連携強化 

5市民に身近な消防づくり 

6 巡回パトロールの実施 

第2 本署・出張所の実践項目 

第3 消防隊業務計画の作成基準 

第4 地理水利担当区及び警防担当区域の指定 

第5 業務区分及び業務内容 

第6 業務計画作成上の留意事項 

第7 小隊業務の計画及び結果の報告 

第8 業務計画における警備上の留意事項 

第 1 重点項目 

1災害対応能力の向上 

2実戦型訓練の充実 

3指揮活動訓練の充実 

4消防分団との連携強化 

5安全管理の徹底 

第 2 訓練等の種類、実施要領、訓練計画、結果報告  

第 3 月間訓練実施回数 

第 4 救急隊教育訓練計画 

第 5 救助隊教育訓練計画 

城南 第1 目的 

第2 重点項目 

1災害対応能力の向上 

2安全管理の徹底 

3人材育成や組織活性化への対応 

第3 主要業務目標 

1 教育訓練種別及び主眼等 

2 訓練における安全管理体制 

3 訓練基準測定 

4 訓練計画策定上の留意事項 

5 年間教育訓練計画 

6 報告等 

博多 1 目的 

2 業務回数 

3 業務の区分 

4 月間業務基準回数 

5 業務執行上の留意事項 

6 業務計画策定における警備上の留意事項 

7 報告等 

第 1 目的 

第 2 重点項目 

1 災害対応能力の充実強化 

2 出張所の特務業務の再編に向けた取り組みについて 

3 訓練及び災害活動時の安全管理と自己管理の徹底  

4 各種教養等の充実及び自己啓発の推進 

第 3 各出張所の業務強化項目 

第 4 訓練の種類及び班編成並びに実施要領等 

第 5 月間訓練別実施回数等 

第 6 年間計画 

第 7 消防訓練基準 

第 8 人材育成を考慮した訓練の推進 

第 9 災害出動訓練の実施 

第 10 消防分団との合同連携訓練等の実施 

第 11 業務推進会議による各訓練の評価の実施 

第 12 火災等検討会の実施 

第 13 消防隊による巡回パトロールの実施について 

第 14 安全管理の徹底 

第 15 消防体育の実施 

第 16 訓練計画及び報告等 

第 17 管内訓練場について 

※出所「各消防署の教育訓練基本計画等」を基に監査人作成 

 

次に、消防隊教育訓練計画の指針では、市消防局で計画及び実施されている訓練につ

いて、分類はされていると捉えられるが、体系化は明確には記載されていない。 

このため、実施されている各訓練について、消防局全体としての訓練体系がどのよう

に構築され、火災や自然災害等様々な災害に適切に対応できているか客観的には把握で

きない。 

【訓練の分類】 

形態 基本訓練、図上訓練、実戦訓練 

規模 総合訓練、合同訓練、小隊単独訓練 

類型 火災訓練、救急訓練、救助訓練、NBC 訓練、防災訓練 

※出所「市提出資料」を基に監査人作成 
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また、教育訓練基本計画等における訓練結果に対する評価方法については、訓練の性

質上、「定性的な評価」が主体になっている。しかし、訓練の結果を客観的に評価する

ためには「定量的な指標」の検討も重要であると考えるが、いつまでに、何をどの程度

達成するかといった達成すべき目標としての「定量的な指標」が明確には設定されてい

ない。 

さらに、各消防署で作成される教育訓練基本計画等は、前年度以前に実施された訓練

結果の課題等の内容も踏まえて策定されているとのことであるが、具体的にどのような

課題が生じ、それがどのように反映されて策定されているかといった記述がないため、

課題等の反映内容が分かりづらいものとなっている。 

 

【改善案】 

市消防局警防部においては、消防隊教育訓練計画の指針において各訓練が火災や自然

災害等様々な災害に対応している状況を明確にするため、訓練の体系を整理し、明示す

ることが望ましい。 

つぎに、各消防署においては、当該指針の内容を踏まえ、かつ管轄区域における各種

の特性等を反映して教育訓練基本計画等を策定すると考えられるため、反映した各種の

特性等に係る具体的な内容を文書化することが望ましい。これにより地域にふさわしい

教育訓練基本計画等が策定されていることが客観的に把握できると考えられる。 

また、教育訓練基本計画等には、訓練を実施する際の目標として、定性的な評価と併

せて実施回数、参加人員数、時間数、達成程度等といった定量的な指標について検討し、

可能な限り盛り込むことが望ましい。訓練結果の評価に当たっては、設定した適量的な

指標に基づいた測定値等を活用することが考えられる。 

さらに、前年度以前の訓練結果の課題等を教育訓練基本計画等に盛り込むために、各

消防署において各年度末等に訓練結果等を総括評価し、次年度の教育訓練基本計画等に

反映させる内容等を整理し文書化することが望ましい。 
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③（意見）類似する防災関連事業の一本化等の検討について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課、 

消防局予防部予防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市消防局予防課及び市民局防災・危機管理部のいずれの部署においても、防災に関す

る事業を実施している。その中でも、防災に関する冊子の作成及び配布並びに防災に関

する講習会の実施については、市消防局予防課、市民局防災・危機管理部いずれの部署

でも類似していると考えられる事業を実施している。 

【それぞれの部署で作成している冊子及び実施している講習会の名称】 

 市消防局予防課 市民局防災・危機管理部 

防災に関する冊子 新みんなの防災ブック 防災の手引き 

防災に関する講習会 災害に強い地域づくり講座 
福岡市の防災・減災～覚えておこう！災

害への対応～（出前講座） 

※出所「福岡市ホームページ」を基に監査人作成 

 

○防災に関する冊子について 

各防災に関する冊子の概要は次のとおりである。新みんなの防災ブック及び防災の手

引きの配布先はいずれも市民であり、冊子の配布のほか、市のホームページでも公開さ

れている。配布冊数は、「新みんなの防災ブック」は 15,000部、「防災の手引き」は 5,000

部である。 

【防災に関する冊子の概要】 

新みんなの防災ブック 防災の手引き 

１ 火災対策 

  ・火災を防ぐために 

  ・出火したら 

  ・通報の流れ 

  ・消火器の使い方 

２ 地震対策 

  ・家の中の安全対策 

  ・家の外の安全対策 

  ・地震発生時の行動 

  ・地震発生時、屋内にいたら 

  ・地震発生時、屋外にいたら 

３ 津波対策 

  ・地震発生後は津波に注意 

  ・避難編 

４ 風水害対策 

  ・雨・風が強くなってきたら 

  ・避難時の注意点 

５ 応急手当 

６ ＡＥＤの使い方 

７ 非常持出品・備蓄品の使い方 

８ 防災メモ 

１ 地震に備える 

  ・地震の基礎知識 

  ・警固断層帯を震源とした地震とは 

  ・地震から自分の身を守る 

  ・帰宅困難者の心得 

  ・家庭での地震対策 

  ・避難するときは 

  ・ライフライン 

２ 風水害に備える 

  ・集中豪雨への備え 

  ・都市型水害への注意 

  ・台風への備え 

３ 地域での防災対策 

  ・自主防災組織 

  ・災害時要援護者の支援 

  ・応急手当の基礎知識 

４ 付属資料 

  ・防災情報の収集 

  ・災害時の安否確認 

  ・わが家の防災メモ 

※出所「新みんなの防災ブック」及び「防災の手引き」を基に監査人作成 
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市消防局が作成する「新みんなの防災ブック」では、火災対策の記載があること、市

民局防災・危機管理部が作成する「防災の手引き」では、地震の基礎知識の記載がある

こと、帰宅困難者に関する記載があること、自主防災組織に関する記載があることなど

といった点で、それぞれの冊子において独自の記載が見受けられる。 

しかし、両冊子ともに、地震に対する安全対策、地震発生時の行動、津波発生時の避

難、風水害に対する備えと避難時の注意点などの記載があり、多くの点で共通の内容を

含んでいると考えられる。 

 

なお、防災に関する冊子の内容の把握状況について、各消防署（全７消防署）及び各

区役所総務部の防災担当（全７区役所）に対してアンケートを行った。結果の概要は次

のとおりである。 

消防署、区役所総務部いずれにおいても、それぞれの冊子についての概要はおおむね

把握している状況がうかがえる。 

 

【各消防署に対するアンケート】 

質問 

内容 

市民局で作成している防災関連の冊子「防

災の手引き」について、ご存知ですか。 

 

Ａ．冊子の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

消防局で作成している防災関連の冊子「新

みんなの防災ブック」について、ご存知で

すか。 

Ａ．冊子の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

Ａ ６（85.7％） ７（ 100％） 

Ｂ １（14.3％） ０（  ０％） 

Ｃ ０（  ０％） ０（  ０％） 

計 ７（ 100％） ７（ 100％） 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 

 

【各区役所総務部（防災担当）に対するアンケート】 

質問 

内容 

市民局で作成している防災関連の冊子「防

災の手引き」について、ご存知ですか。 

 

Ａ．冊子の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

消防局で作成している防災関連の冊子「新

みんなの防災ブック」について、ご存知で

すか。 

Ａ．冊子の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

Ａ ７（ 100％） 7（ 100％） 

Ｂ ０（  ０％） 0（  ０％） 

Ｃ ０（  ０％） 0（  ０％） 

計 ７（ 100％） 7（ 100％） 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 
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○防災に関する講習会について 

各防災に関する講習会の概要は次のとおりである。 

【防災に関する講習会の概要】 

 消防局 市民局 

名称 災害に強い地域づくり講座 
福岡市の防災・減災～覚えておこう！災害

への対応～（出前講座） 

目的 
市民の防災・減災の知識や技術の普及及び

自主防災意識の高揚を図る。 

生活をとりまく災害（風水害，地震等）な

どから身を守る。 

内容 

開催時期（回数）：平成 25年度（476回） 

対象者：各校区の地域住民等 

 

内容：市の職員を講師に下記講演を実施す

る。 

 

〔講演〕 

１ 地震発生時の対処方法や日頃の安全対

策等 

２ 近年の火災状況とその防火対策、消火

器の使い方等 

３ 風水害対策等 

４ 地域防災の必要性等 

５ 心肺蘇生法と家庭内の事故対策等 

６ 火災・救急時の 119番通報要領等 

開催時期（回数）：平成 25年度（83回） 

対象者：市内に在住，通勤または通学する

おおむね 10人以上で構成された団体。 

内容：市の職員（原則として課長級以上）

を講師に、下記講演及びワークショップ・

演習を実施する。 

〔講演〕 

○福岡市の災害～自助・共助～ 

 ①地震編 

 ②風水害編 

 ③原子力災害編 

 ④災害時要援護者避難支援対策編 

〔ワークショップ・演習〕 

○災害図上訓練 

○クロスワード 

○避難所運営訓練 

※出所「福岡市ホームページ」及び「福岡市消防年報」を基に監査人作成 

 

市消防局が実施する「災害に強い地域づくり講座」では、火災対策、心肺蘇生法、119

番通報に関することなどの内容が含まれている、市民局防災・危機管理部が実施する「福

岡市の防災・減災～覚えておこう！災害への対応～」（出前講座）では、原子力災害、

災害時要援護者避難支援対策に関する講演や災害図上訓練といったワークショップ・演

習があるなどといった点で、それぞれの講習会において独自の内容が見受けられる。 

しかし、両講習会ともに、目的が市民の防災・減災意識の向上（それにより自身の身

を守る）という点で共通しており、さらに内容をみても、地震や風水害に対する安全対

策などの点で共通の内容を含んでいると考えられる。 

 

なお、これらの講習会の内容の把握状況について、各消防署（全７消防署）及び各区

役所総務部の防災担当（全７区役所）に対してアンケートを行った。結果の概要は次の

とおりである。 

市民局防災・危機管理部が実施している「福岡市の防災・減災～覚えておこう！災害

への対応～」について、「存在は知っているが、中身は知らない」との回答が、消防署

で２件（28.6％）、区役所総務部（防災担当）で２件（28.6％）あった。 
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また、消防局が実施している「災害に強い地域作り講座」について、「存在は知って

いるが、中身は知らない」との回答が、区役所総務部（防災担当）で５件（71.4％）あ

った。 

それぞれの講習会について、存在自体を知らないとする回答はなかったものの、部署

によっては内容まで把握していない状況がうかがえる。 

【各消防署に対するアンケート】 

質問

内容 

市民局で実施している講座「福岡市の防

災・減災～覚えておこう！災害への対応～」

について、ご存知ですか。 

Ａ．講座の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

消防局で実施している講座「災害に強い地

域作り講座」について、ご存知ですか。 

 

Ａ．講座の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

Ａ ５（71.4％） ７（ 100％） 

Ｂ ２（28.6％） ０（  ０％） 

Ｃ ０（  ０％） ０（  ０％） 

計 ７（ 100％） ７（ 100％） 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 

 

【各区役所総務部（防災担当）に対するアンケート】 

質問

内容 

市民局で実施している講座「福岡市の防

災・減災～覚えておこう！災害への対応～」

について、ご存知ですか。 

Ａ．講座の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

消防局で実施している講座「災害に強い地

域作り講座」について、ご存知ですか。 

 

Ａ．講座の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

Ａ ５（71.4％） ２（28.6％） 

Ｂ ２（28.6％） ５（71.4％） 

Ｃ ０（  ０％） ０（  ０％） 

計 ７（ 100％） ７（ 100％） 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 

 

【課題】 

前述のとおり、市消防局が作成する「新みんなの防災ブック」と市民局防災・危機管

理部が作成する「防災の手引き」では、地震に対する安全対策、地震発生時の行動、津

波発生時の避難、風水害に対する備えと避難時の注意点など、多くの点で共通の内容を

含んでいる。このように共通の内容を含む冊子を２つの部署で別々に作成することは、

それぞれの部署で同様の内容を検討する時間が必要となる点で業務が効率的でない可

能性があり、さらには配布用の冊子も別々に作成する点でコスト面で効率的でない可能

性がある。 

また、各冊子の独自の内容に関しては、それぞれの部署で持っているノウハウが別々

の冊子に反映されるので、それぞれの部署のノウハウを結集して一つの防災関連の冊子

を作成する場合と比較して、防災に関する知識を網羅的に掲載できない。 
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防災に関する講習会についても、別々の部署で実施している現状では、効率性及び網

羅性の観点から同様の課題が存在する。 

さらに、防災に関する講習会については、アンケートの結果、部署によってはそれぞ

れの講習会の内容まで把握していない状況がうかがえる。防災に関する講習会をそれぞ

れの部署で実施している現状において、講習会の受講について市民から相談があった場

合、それぞれの講習会の内容を把握していなければ、どちらの講習会が当該相談者の希

望に沿った内容かどうかを適切に判断できない可能性がある。 

 

【改善案】 

防災に関する冊子については、内容の検討、印刷及び配布を一つの冊子で行うことで

効率性を確保し、かつ、それぞれの部署が持っている防災に関するノウハウを結集して

情報の網羅性を確保するため、市消防局が作成する「新みんなの防災ブック」と市民局

防災・危機管理部が作成する「防災の手引き」を整理し、市で１つの防災に関する冊子

を作成することが望まれる。 

防災に関する講習会については、内容の検討を一本化して効率性を確保し、かつ、そ

れぞれの部署が持っている防災に関するノウハウを結集して情報の網羅性を確保する

ため、市消防局が実施する「災害に強い地域作り講座」と市民局防災・危機管理部が実

施する「福岡市の防災・減災～覚えておこう！災害への対応～」を整理し、市で１つの

防災に関する講習会として実施することを検討することが望まれる。 

講習会の内容については、地震や火災といった複数の災害を包括的に含んだ内容の講

習会の開催が考えられるほか、「火災対策編」「地震対策編」「風水害対策編」「ワークシ

ョップ・演習編」のように、災害種別等毎の講座も考えられる。このように創意工夫を

凝らし、受講する市民の希望に合わせて自由に組み合わせることができる編成にするな

ど、市民がより利用しやすい講習会にするという観点からも検討することが望まれる。 

なお、防災に関する講習会について、これまでどおり別々に実施するとしても、講習

会の受講について市民から相談があった場合、どちらの講習会が当該相談者の希望に沿

った内容かどうかを適切に判断するため、各消防署及び各区役所総務部（防災担当）は、

それぞれの講習会の内容を適切に把握しておくことが望まれる。 
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④（意見）福岡市防災会議専門委員に対する報酬支払根拠の明確化について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市民局防災・危機管理部では、福岡市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進す

ること等を行うために、福岡市防災会議条例に基づき、福岡市防災会議（以下「防災会

議」という。）を設置している。 

防災会議では次のとおり専門委員を置くことができる。 

【専門委員の設置根拠】 

(専門委員) 

第 4条 防災会議に，専門の事項を調査させるため，専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は，関係地方行政機関の職員，福岡県の職員，本市の職員，関係指定公共機関の職員，関

係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから，市長が任命する。 

3 専門委員は，当該専門の事項に関する調査が終了したときは，解任されるものとする。 

※出所「福岡市防災会議条例」 

 

平成 25年度においては、次のとおり８名の専門委員を任命しており、学識経験者であ

る国立大学法人教員には毎月報酬を支払っている。 

【平成 25年度専門委員の状況】 

区分 人数 報酬支払 平成 25年度報酬支払実績 

学識経験者 

(国立大学法人教員) 
６ 有 

月額報酬 11,000円/人 

11,000円×６人×12ヶ月＝792,000円 

指定地方行政機関職員 

(福岡管区気象台職員) 
１ 無 － 

福岡県職員 １ 無 － 

合計 ８ － － 

 

平成 25年度における専門委員としての職務内容は、「福岡市地域防災計画」見直し検

討委員会（以下「防災計画見直し委員会」という。）への出席が主なものである。しか

し、平成 25年度の防災計画見直し委員会は３回のみ開催されており、かつ各開催回で報

酬の支払を受けている学識経験者の欠席も見受けられた。 

【防災計画見直し検討委員会の設置】 

（設置） 

第 1条 福岡市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に関し，津波，液状化対策，原子力災害対

策等の課題について専門家の知見及び市民の意見を取り入れながら全面的な点検・見直しを行うた

め，有識者，住民自治組織代表等による「福岡市地域防災計画」見直し検討委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 （中略） 

（組織） 

第 3条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（1）福岡市防災会議条例第４条第２項の規定に基づく専門委員であって，次に掲げる者とする。 
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ア 学識経験者 

イ 指定地方行政機関の職員 

ウ 福岡県の職員 

（2）住民自治組織代表者であって，次に掲げる者とする。 

ア 福岡市自治協議会等７区会長会代表 

イ 自主防災組織代表 

※出所「「福岡市地域防災計画」見直し検討委員会 設置要綱」 

 

【防災計画見直し検討委員会の開催及び専門委員出席状況】 

 平成 25年度第１回 平成 25年度第２回 平成 25年度第３回 

1.開催日 H25.７.19 H25.11.20 H26.２.３ 

2.専門委員出席状況 
(定数８名) 

出席７名 欠席１名 

(定数８名) 

出席７名 欠席１名 

(定数８名) 

出席７名 欠席１名 

 学識経験者 出席５名 欠席１名 出席５名 欠席１名 出席５名 欠席１名 

 指定地方行政機関職員 出席１名 出席１名 出席１名 

 福岡県職員 出席１名 出席１名 出席１名 

※出所「市提出資料」 

 

【課題】 

上記のとおり、専門委員のうち学識経験者には毎月報酬を支払っている。しかし、市

民局防災・危機管理部の資料を査閲した結果、専門委員の職務は具体的には規定されて

おらず、平成 25年度の職務実績として記録のあるものは防災計画見直し委員会３回への

出席のみであった。また、毎回の防災計画見直し委員会において報酬を受けている専門

委員には欠席が見受けられた。 

専門委員に対して毎月報酬を支払う根拠が不明確であり、防災計画見直し委員会では

毎回欠席した専門委員が見受けられることから当該報酬が効果的な支出となっているか

疑念が生じかねない。 

 

【改善案】 

防災会議は、福岡市地域防災計画を作成し，及びその実施を推進すること、市の地域

に係る防災に関する重要事項を審議すること等を所掌事務としており、市防災事業に係

る要とも言える重要な会議である。この会議又は防災事業全般において、地震、津波、

原子力災害対策等の課題に対して専門委員の知見を活かす事は特に重要と考えられる。 

このため、専門委員に対する報酬については委嘱する調査の内容等支払の根拠を毎年

度明確にした上で、支払うことが望ましい。 

また、毎月報酬を支出していることから、支払実績のみを文書として保管するのみな

らず、専門委員に委嘱した調査の結果を可能な限り毎月入手することが望ましい。 

なお、防災計画見直し委員会に専門委員の欠席者が出た場合であっても、当該専門委

員からの意見等を事前又は事後に入手し、当該委員会の内容に反映させるとともに文書

として保管することを検討することが望まれる。 
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⑤（意見）外国人向け広報業務に関する効果の測定について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 総務企画局国際部国際課 

 

【現状】 

外国人向け広報業務は平成 13年度から市民局防災・危機管理部が実施している事業

であり、市に居住している外国人に向けて防災に関する広報を行うため、ＦＭラジオを

通して、英語、中国語、韓国語及びフランス語の４か国語でスポットＣＭ放送が実施さ

れている。 

契約は特命随意契約により行われている。契約相手方は市内で日本語、英語、中国語、

韓国語をはじめとした 10か国語の多言語放送を行う唯一の放送事業者であり、また、

外国人を対象としたリスナーを多く抱えていることを理由としている。 

市民局防災・危機管理部は、災害の発生状況、防災に関するイベントの開催状況等に

より放送内容及びスポットＣＭ本数を変更する可能性があるため、１年間を４期に分け

て契約を行っている。 

契約内容の概要は次のとおりである。 

【契約内容の概要】 

期 放送期間 放送本数 主な放送内容 
契約金額 

（税込） 

１ H25.６.15 

 ～６.30 

20秒スポットＣＭ全 35本 

・英語（13本） 

・中国語（９本） 

・韓国語（８本） 

・仏語（５本） 

６月の梅雨時期から９月の

台風の時期にかけて大雨に

よる災害が発生しやすくな

るため、正確な情報入手と早

めの避難行動が大切である

旨の呼びかけ。 

441,000円 

（*1） 

２ H25.８.21 

 ～９.１ 

20秒スポットＣＭ全 35本 

・英語（13本） 

・中国語（９本） 

・韓国語（８本） 

・仏語（５本） 

９月１日「防災の日」の広報。 

台風が多く発生する時期の

ため、防災グッズの準備、点

検、補充の呼びかけ。 

441,000円 

（*1） 

３ H26.１.６ 

～１.17 

20秒スポットＣＭ全 35本 

・英語（13本） 

・中国語（９本） 

・韓国語（８本） 

・仏語（５本） 

１月 17日「防災とボランテ

ィアの日」の広報。 

防災及び減災への意識の向

上に関する呼びかけ。 

441,000円 

（*1） 

４ H26.３.７ 

～３.20 

20秒スポットＣＭ全 29本 

・英語（11本） 

・中国語（７本） 

・韓国語（７本） 

・仏語（４本） 

３月 20日「市民防災の日」

の広報。 

３月 20日に開催される防災

講演会や３月 23日まで開催

される「防災どんたく」の広

報。 

441,000円 

（*2） 

合計 1,764,000 円 
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*1：ＣＭ放送料（１本 12,600円×35本分）。なお、第１回目から第３回目の放送に

ついては、内容が前年度と同じであるため、ＣＭ製作費（放送原稿の４カ国語

翻訳料）は含まれていない。 

*2：第４回目の放送については、放送内容を前年度から変更したため、ＣＭ放送料

（１本 12,600円×29本分）のほかに、ＣＭ製作費 75,600円が含まれる。 

※出所「業務契約書」及び「仕様書」を基に監査人作成 

 

【課題】 

本事業の目的は、単に市に居住している外国人に向けて防災に関する情報を放送すれ

ば達成されるものではなく、市に居住している外国人が防災に関する放送を聴き、それ

により防災に関する意識が向上することで達成されるものである。 

しかし、放送内容の認知度（どのくらいの人数に知ってほしいか）及び防災意識の向

上率（放送を聴いて、防災にかかる行動をどのくらいの人数にとってもらいたいか）と

いった具体的な目標は立案されておらず、事業実施後における市居住の外国人の防災に

関する防災意識がどの程度向上したか、といった放送内容の認知度調査等の効果の測定

も行われていない。 

結果として、市に居住する外国人に対する防災意識の向上にどの程度役立っているか

不明である。 

 

【改善案】 

本事業の目的を達成するために、まず、事業の実施前に、放送内容の認知度及び防災

意識の向上率について、具体的な目標を立案することが望まれる。 

次に、事業の実施後、目標とした認知度に達成したか、防災意識の向上が図られたか

調査することが望まれる。 

さらに、調査の結果、認知度が低く広報の効果が認められない場合には、認知度を向

上させる工夫や放送内容の精査、さらには他の方法による広報への変更を検討すること

が望まれる。 

なお、広報事業の効果の測定方法の一つとして、アンケートによる調査が挙げられる。 

市総務企画局国際部では、市に居住する外国人の生活環境への評価、日常生活の実態、

教育・子育てについての悩みなどを把握し、今後の市の国際化推進の基礎資料とするた

め、市に住民登録をしている市内在住期間５年未満の 20歳以上の男女（在留資格が「特

別永住者（協定永住）」、「技能実習」を除く）を対象に、４年に一度アンケート調査を

行っている（以下、当該アンケートを「福岡市外国籍市民アンケート」という。）。 

直近で実施された平成 23年度福岡市外国籍市民アンケートでは、「地域の多言語ＦＭ

放送局の認知及び聴取状況」、「災害時の避難場所」「避難勧告の情報入手経路」など、

本事業と関連性のあるアンケート項目も含まれている。 

そこで、効率的及び効果的に本事業の効果に関する調査を実施するため、福岡市外国

籍市民アンケートに本事業の放送内容の認知度及び防災意識の向上率といった項目を

設け、定期的にアンケート調査を実施することが望まれる。 
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⑥（意見）同一節内における予算流用の承認手続について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 市民局総務部総務課 

 

【現状】 

地方公共団体の経費は、その目的を達成するために必要かつ最少の限度で支出され

なければならず、歳出予算の経費の金額は、各款の間または各項の間において相互に

流用することはできない（地方財政法第４条、地方自治法第 220条第２項）。 

ただし、歳出予算の各項の経費の金額の流用（各目の間または各節の間における流

用。以下「目間または節間流用」という。）は、予算の執行上必要がある場合に限り認

められる（地方自治法第 220条第２項ただし書き）。 

【目的達成のための経費支出の考え方】 

（予算の執行等） 

第四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを

支出してはならない。 

※出所「地方財政法」 

【予算流用の規定】 

（予算の執行及び事故繰越し） 

第 220条 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、

これに従つて予算を執行しなければならない。  

２ 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができな

い。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定め

るところにより、これを流用することができる。 

※出所「地方自治法」 

 

目間または節間流用を行う場合は、次のとおり福岡市予算及び決算規則に従い、局

内決裁のあと、財政局との合議が必要である。この手続は、地方自治体の経費はその

目的を達成するために支出しなければならず、議会の承認を得た歳出予算を他の目的

で安易に支出することを防止することを趣旨としている。 

【市における予算流用の規定】 

（予算の流用） 

第 18条 局長は，予算の定めるところにより流用することができる各項の経費の金額又は歳出予

算の同一項内において目及び節の金額に流用を必要とするときは，予算流用伺書により財政局長の

定めるところに従つて合議し，直ちに会計管理者に通知しなければならない。 

※出所「福岡市予算及び決算規則」 

 

しかし、同じ節内で予算編成時に予定していた事業から異なる事業に歳出予算を充

てる場合（以下「同一節内流用」という。）には、目間または節間流用には該当しない

ため、財政局の合議は不要である。また、同一節内流用を行う場合の手続について、

市で定められた手続はなく、各局の判断で行われている。 

市民局では、同一節内流用の手続について特段書面では定めていないが、次のよう

な流れで手続を実施している。 

 



83 

【市民局における同一節内流用の手続の流れ】 

①当該事業担当課において同一節内流用について意思決定 

②市民局総務課財務係において財務会計システム上流用処理が必要なものについては，市民局総務

課財務係へ財務会計システムでの流用処理の手続を依頼 

③市民局総務課財務係において適正性について確認のうえ，財務会計システムで流用処理を実施 

※出所 市民局総務課からの回答を基に監査人作成 

 

このように、同一節内流用については財政局の合議は不要であり、同一節内流用を

行う場合の手続について、市で定められた手続はなく、各局の判断で行われている状

況である。 

 

市民局防災・危機管理部において平成 25 年度に実施された「原子力防災に関するニ

ーズ調査等業務委託」は、当初予算には計上されていなかったが、同一節内の他事業

で生じた予算の不用額を財源に、同一節内流用を行い実施されたものである。 

【原子力防災に関するニーズ調査等業務委託の費目及び金額】 

 当初予算 決算 

目 災害対策費 災害対策費 

節 委託料 委託料 

事業名 該当なし 原子力防災に関するニーズ調査等業務委託 

金額 該当なし 1,365,000 円 

※出所「歳出予算見積書」及び「業務委託契約書」 

  

市民局防災・危機管理部及び市民局総務課財務係において、同一節内流用を行って

実施する事業内容の適切性の確認及び同一節内流用の妥当性に関する検討結果を記載

した稟議書等は見受けられなかった。 

 

【課題】 

同一節内流用を行う場合であっても、目間または節間流用の手続の趣旨と同様、議

会の承認を得た当初の目的とは異なる目的のために安易に支出することは避けること

が望まれる。 

このため、同一節内流用を行う理由及びその妥当性について検討を行い、その結果

を稟議書等で記録として残すことが必要と考えられるが、市民局防災・危機管理部に

おける前述の事業について、このような稟議書は残されていなかった。結果として、

同一節内流用を行った理由及びその妥当性についての検討過程が不明確である。 

 

【改善案】 

同一節内流用を行う理由及びその妥当性について検討を行い、その検討過程を稟議

書等で記録として残すことが望ましい。これにより、事業の必要性だけでなく、事業

実施の裏づけとなる予算確保の意思決定が明確となり、必要に応じて情報公開等にお

ける対外的な説明にも対処可能になると考えられる。 
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⑦（意見）長期未更新の災害時応援協定の更新について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市は、地震・風水害等の災害発生時に、応急活動、被害の拡大防止処置、被災箇所の

復旧作業を迅速に行えるよう、企業や団体等（以下「企業等」という。）と、物資の供

給、緊急輸送、災害広報など様々な分野で協定（以下「災害時応援協定」という。）を

締結している。 

災害時応援協定を締結することで、市は、企業等から災害発生時に応急活動等のサポ

ートが得られ、平常時における物資備蓄に関するコストを抑制することができる等のメ

リットを享受することができる。一方、協定を締結した企業等には、協定締結による宣

伝効果やイメージアップ等のメリットがある。 

【災害応援協定の具体例】 

協定名 内容 企業等の業種 

防災活動に関する基本協定 災害発生時において公共施設等の被害拡大防止処置

及び被災個所の普及作業等を行うもの 

土木、建築 

防災活動に関する基本協定 災害発生時において道路施設、河川施設等の応急調

査及び被災施設復旧のための設計及び測量業務等を

行うもの 

測量 

防災活動に関する基本協定 民間住宅及びその敷地を対象とし、市民からの要請

に基づき、被災したまたは被災のおそれのある場合

に応急処置を行うもの 

防災関連 

災害時における生活必要物

資等の供給に関する特別協

定 

災害発生時に、本市または市民に対し、必要な食料

品、日用品などを優先的に提供するもの 

その他、店舗の駐車場、トイレ、水道などの利用に

ついても規定 

スーパー 

災害時における物資の供給

に関する協定 

災害発生時に本市に対し、日用品や衣料品などの生

活必需物資を円滑に提供するもの 

ホームセンタ

ー 

災害時における応急物資供

給等の協力に関する協定 

災害発生時に本市の要請により、保有する応急生活

物資の優先供給及び運搬について協力するもの 

生活協同組合 

災害時における物資の供給

に関する協定 

災害発生時に、本市の要請により、保有する応急物

資の優先供給及び運搬について協力するもの 

菓子製造及び

販売 

災害時における物資の供給

に関する協定 

災害発生時に本市に対し、食料品や飲料水、日用品

などの生活必需物資を円滑に提供するもの 

コンビニエン

スストア 

災害時における地図製品等

の供給等に関する協定 

平常時からの地図製品の提供 

WEB住宅地図の利用 

災害時の地図製品複製許諾 

地図製作等 

災害時における協力に関す

る協定書 

遺体の収容や安置に必要な資機材（内張棺、骨壺等）、

消耗品（ドライアイス等）及びこれらに係る作業等

の役務、遺体を安置する施設（葬儀式場等）の提供

など 

葬祭業 

災害時における遺体の搬送

に関する協定書 

霊柩車等による遺体の搬送 霊柩自動車 

※出所「福岡市ホームページ」及び「協定書」を基に監査人作成 
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【課題】 

災害時応援協定は原則として協定書上で自動更新に関する規定が設けられていると

ともに、企業等は災害発生時にしか協定に基づく応援業務を実施しない。このため、協

定書締結から長い年月が経ち、協定書に特段の更新が行われていない場合は、協定内容

が現状に合わず、企業等が応急活動をできない状態になっていたとしても、災害発生時

まで気が付かない可能性がある。 

協定書の更新状況を確認するため、関係書類及び協定書を査閲したところ、次のとお

り締結から 10年以上経過した協定があった。 

【協定書締結から 10年経過した協定の概要】 

協定名 協定年月 協定内容 業種 

災害時における

協力に関する協

定書 

平成 14年２月 遺体の収容や安置に必要な資機材（内張棺、骨

壺等）、消耗品（ドライアイス等）及びこれら

に係る作業等の役務、遺体を安置する施設（葬

儀式場等）の提供など 

葬祭業 

災害時における

遺体の搬送に関

する協定書 

平成 14年２月 霊柩車等による遺体の搬送 霊柩自動車 

※出所「協定書」 

上表における協定書は、いずれも「この協定は、協定締結の日から施行し、甲乙協議

のうえ特別の定めをする場合を除き、その効力を継続する」と定められており、特に手

続を経ずに自動更新されるため、その効力自体に問題はない。 

しかし、協定書締結から 10年以上経過しており、当初の協定内容のままで災害発生

時に円滑かつ迅速に応急活動等を遂行できるかどうかについて、すなわち協定内容の妥

当性及び更新の必要性については随時検討が必要であるが、そのような検討結果の記録

は残されていなかった。 

また、上表の協定書において、業務実施に直接的な影響はないと思われるものの、市

の担当部署名や相手先の名称が当初のままとなっており、更新されていない。 

【協定書に記載された名称と現在の名称】 

協定書に記載された名称 現在の名称 

市民局地域振興部防災対策室 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

社団法人 一般社団法人 

※出所「協定書」を基に監査人作成 

 

【改善案】 

災害発生時においては、市と企業等が協定内容に従い円滑かつ迅速な応急活動等の実

施が求められる。 

このため、市民局防災・危機管理部では、平常時において企業等の担当者と定期的に

連絡をとりながら、協定内容の妥当性の確認を実施することが望ましい。また、協定内

容の変更の必要性がなかった場合であっても、検討を実施した旨及び検討内容等を記録

し保管することが望まれる。 

市の部署名称や企業等の名称の未更新については、業務の実施に直接的な影響はない

と思われるものの、災害発生時には緊急性が要求されることから、名称の相違による誤

解や混乱が生じる可能性がないとは限らないため、最新の名称に随時更新していくこと

が望まれる。 
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（２）団体について 

ア．消防団について   

①（結果）消防団員に対する費用弁償の支給漏れについて 

監査対象部局名 消防局警防部警防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

消防団員に対する費用弁償は、「福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例」

第４条に従い、消防団員が行った水火災等の発生による出動（災害出動）、水火災等の

予防警戒のための出動（警戒出動）及び訓練、教育等のための服務（訓練参加。以下、

３つを総称して「出動等」という。）に対して、その回数に 7,000円を乗じて半期ごと

に支出されている。 

【消防団員に対する費用弁償】 

第 4条 消防団員が次の各号に掲げるとおり出動し、服務したときは、費用弁償として 1回につき

7,000円を支給する。 

(1) 水火災等の発生による出動 

(2) 水火災等の予防警戒のための出動 

(3) 訓練、教育等のための服務 

2 前項の 1回の服務時間が 8時間を超える場合は、その超える時間 8時間以内ごとに 7,000円を

同項の費用弁償に加算して支給する。 

※出所「福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例」 

   

出動等の回数は、毎月、各消防団から各消防署へ報告（出動状況調）がなされ、各消

防署で「消防団管理システム」（以下「団システム」という。）に入力する。 

市消防局警防部警防課は、半期ごとに、入力された出動等の回数をもとに団システム

を使用して消防団員ごとの費用弁償額を算定する。 

消防団員ごとに算定された費用弁償額をもとに、あらかじめ申請された各消防団員の

銀行等の預金口座に振込処理を行う。 

【出動等回数の報告から支払までのフロー】 

各消防団 

⇒ 

各消防署 

⇒ 

市消防局警防課 

出動等の回数の集

計・報告（毎月） 

報告された回数の

団システムへの入

力（毎月） 

団システムで費用

弁償額の計算（半

期ごと） 

⇒ 

各消防団員の口座

に支払処理（半期

ごと） 

※出所 ヒアリングをもとに監査人作成 

 

平成 25年度における消防団員の出動等の回数及び費用弁償額は次のとおりである。 

【出動等の回数及び費用弁償額（追加支出分は除く）】 

種 類 
上期（４～９月） 下期（10月～３月） 

回数（回） 金額（千円） 回数（回） 金額（千円） 

災害出動 3,785 26,495 4,356 30,492 

訓練参加 7,312 51,184 9,804 68,628 

警戒出動 593 4,151 4,777 33,439 

合 計 11,690 81,830 18,937 132,559 

※出所「消防団員報酬・費用弁償支給明細」 
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 ○平成 25年度中に発見された支払漏れ及び追加支出について 

出動等の回数は、「団システム」において管理し、当該システムのデータを基礎資料

として支出処理を行っている。 

市消防局警防部警防課では、平成 25年度上期の支払事務に着手した際、ある消防団

員に対する費用弁償の口座振込を停止する必要が生じたため、当該消防団員の出動等

のデータを団システムから削除したうえで費用弁償額を算出し、消防団員に対する費

用弁償の支出処理（以下「当初支出」という。）を行った。 

当初支出後、当該消防団員が所属する消防分団の他の団員に支払う費用弁償につい

て、その一部が支出されていないことが当該消防分団長からの申し出によって判明し

た。このため、市消防局警防部警防課が調査を実施したところ、団システムによって

削除したデータは当該消防団員１名分に止まらず、当該消防団員の出動等に関係する

他の消防団員（同一消防分団に所属する者）のデータも削除されていることを確認し

た。そこで、市消防局警防部警防課はデータを修正し当該年度において追加支出処理

（以下「追加支出」という。）を行った。 

 

 ○実施した監査手続及び発見事項 

平成 25年度中に費用弁償の支払漏れ及び追加支払が生じた状況を踏まえ、本監査に

おいて、費用弁償の網羅性を確認するために、支払処理のために団システムで作成さ

れる基礎資料における出動等の回数と、各消防団から各消防署に報告される「出動状

況調」における出動等の回数を照合した。 

その結果、前述の消防分団の属する消防団において、当該基礎資料の出動等の回数

に次のような不足回数が発見された。 

【包括外部監査により発見された不足回数】 

種 類 
当初支出 

関係回数 

追加支出 

関係回数 
累計 

出動状況調

の回数 
不足回数 

災害出動 322 29 351 371 20 

訓練参加 1,216 33 1,249 1,336 87 

警戒出動 11 0 11 11 0 

計 1,549 62 1,611 1,718 107 

※出所「市消防局警防部警防課作成資料」を基に監査人作成 

 

当該不足回数について、市消防局警防部警防課に質問し、これを受けて調査が実施さ

れたところ、当該消防団員の出動回数等のデータ削除処理により、当該出動等に関係す

る同一消防分団に所属する消防団員のみならず、他の消防分団に属する消防団員のデー

タまでも削除されていた。その結果、前述の追加支出とは別に 749,000円（107回×7,000

円）の支払漏れが判明した。 
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【団システムからのデータ削除及び追加支払のイメージ】 

消防

団名 
分団名 団員名 

本来ある

べき計算 

実際に行わ

れた計算 

一回目の

追加支出 

発見された

支給漏れ 

Ａ消

防団 

a分団 

あ氏 ○ ○     

い氏 ○ △   ＊ 

う氏 ○ △   ＊ 

b分団 

え氏 × ×     

お氏 ○ △ ●   

か氏 ○ △ ●   

c分団 

き氏 ○ △   ＊ 

く氏 ○ ○     

け氏 ○ △   ＊ 

Ｂ消

防団 

d分団 

こ氏 ○ ○     

さ氏 ○ ○     

し氏 ○ ○     

e分団 

す氏 ○ ○     

せ氏 ○ ○     

そ氏 ○ ○     

f分団 

た氏 ○ ○     

ち氏 ○ ○     

つ氏 ○ ○     

    ○全額支払 

×支払停止（データの削除） 

△一部支給漏れが発生 

●不足分の追加支出（一回目） 

＊包括外部監査時に発見された支給漏れ 

※出所 「市消防局警防部警防課作成資料」を基に監査人作成 

   

 （説明） 

Ａ消防団ｂ分団に所属する「え氏」の支払を停止するため、団システムから「え氏」

のデータを削除した（「本来あるべき計算」）。 

しかし、団システムから「え氏」のデータを削除したことにより、「え氏」が行っ

た出動等の回数のみならず、「え氏」と一緒に出動等を行った他の団員（い氏、う氏、

お氏、か氏、き氏、け氏）の出動回数の一部も削除された（「実際に行われた計算」）。 

ｂ分団の分団長からの申し出により、ｂ分団に所属する団員に一部支給漏れが生じ

ていることが確認されたため（お氏、か氏）、追加支出を行った（「一回目の追加支出」）。 

しかし、前述のとおり団システムから「え氏」のデータを削除したことによる支払

漏れは、ｂ分団のみならず、他の分団に所属する消防団員にも存在したため、一回目

の追加支出の対象にならなかった消防団員（い氏、う氏、き氏、け氏）についての支

払漏れの状況が解消されていなかった（「発見された支給漏れ」）。 
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【指摘事項】 

前述のとおり、団システムから消防団員の出動回数等のデータを削除処理したことに

より、当該消防団員以外の出動回数等にも影響を及ぼし、その結果、団システムで作成

される基礎資料に誤りが生じ、消防団員に対する費用弁償の支払漏れが生じた。 

支払漏れの原因として、次の３点が挙げられる。 

① 現状の団システムでは、消防団員に係る出動等の回数のデータを削除すると、該当

する消防団員のみならず、それ以外の消防団員の出動等のデータにも影響を及ぼす

こと。 

② 該当する消防団員の出動等のデータを団システムから削除するというイレギュラ

ーな処理を行ったものの、基礎資料における出動等の回数と、出動状況調等におけ

る出動等の回数（あるべき出動等回数）を照合する、などといった支払の網羅性を

確認する手続はなされなかったこと。 

③ 追加支出の必要性が判明した際、他の消防分団にまで調査の対象を広げ、支払の網

羅性を確認しなかったこと。 

 

このような原因を踏まえ、「福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例」第４

条に従い、出動等を行った消防団員に対して漏れなく費用弁償を支払うために、次のと

おり確認手続の実施及び検討を行う必要がある。 

① 団システムで作成される支払のための基礎資料における出動等の回数と、各消防団

から報告される出動状況調等の回数（あるべき出動等回数）を照合する、などとい

った支払の網羅性を確認する手続を実施する。 

② 今回のように消防団員に対する費用弁償の口座振り込みを停止する必要が生じた

場合、団システムから該当消防団員のデータは削除せず、支払処理の段階で該当消

防団員分を除く処理を行う。 

③ 団システムの改修を行い、消防団員の出動等のデータを削除しても他の消防団員の

出動等の回数には影響を与えないようにする。ただし、費用弁償の支給回数は年に

２回であることから、団システムの改修にかかるコストと、改修によって減少する

確認作業量を比較し、費用対効果を検討する必要がある。 
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②（結果）消防団員の訓練参加人数の適正な報告について 

監査対象部局名 消防局警防部警防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

消防団員が訓練に参加した場合、「福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例」

第４条第１項第３号に従い、費用弁償として１回につき 7,000円が市より支給される。 

消防団が訓練を実施する場合、まず訓練の計画を策定し（以下「訓練実施計画」とい

う。）、当該計画に従い訓練を実施する。次に実際に実施した内容や参加人数等といった

実施結果を各消防署に報告する（以下「訓練実施結果報告」という。）。 

訓練へ参加した消防団員の人数は、月次で各消防団において出動結果として集計され

（出動結果表）、消防局へ報告される。当該出動結果表に記載されている報告人数をも

とに、消防局において費用弁償額を計算し、各消防団員に直接支給されることとなる。 

出動結果表に記載されている報告人数が、訓練の実施結果として各消防署に報告され

た訓練実施結果報告における訓練参加人数と整合していることを確認するため、当該出

動結果表から任意に 10件のサンプルを抽出し、訓練実施結果報告に記載されている訓

練参加人数と照合した。 

この結果、２件について相違があった。相違のあった事例は、次のとおりである。 

【相違のあった事例】 

訓練実施計画／訓練実施結果報告 
出動 

結果表 

訓練日時 分団名 訓練内容 
計画 

人数*1 

結果 

人数*2 

報告 

人数 

平成 25年 

７月 13日 

早良消防団 

城南分団 

「災害に強い地域づくり

事業」（校区自主防災訓練） 

８名 ８名 ７名 

平成 25年 

11 月 13日 

中央消防団 

草ヶ江分団 

秋の火災予防運動に伴う

消防演習 

10名 12名 10名 

*1：訓練実施計画における参加予定団員数 

*2：訓練実施結果報告における実際に参加した団員数 

※出所「訓練実施計画」「訓練実施結果報告」「出動結果表」を基に監査人作成 

 

いずれも訓練実施結果報告において実際に参加したとされている「結果人数」よりも、

出動結果表の「報告人数」は少なく報告されている。このことは、「結果人数」若しく

は「報告人数」が誤っていること又は実際には訓練に参加したにもかかわらず費用弁償

が支給されなかったことを意味している。 

 

【指摘事項】 

前述のとおり、訓練に参加した消防団員に対しては、「福岡市消防団員の報酬及び費

用弁償に関する条例」第４条第１項第３号に従い費用弁償が支給される。 

しかし、訓練実施結果報告の「結果人数」と出動結果表の「報告人数」に違いがあり、

費用弁償が適正に支給されたのか確認できない事例が発見された。 

市消防局警防部警防課は、消防団の訓練の実績を適切に把握できるよう、訓練に参加

した消防団員の点呼等による確認のほか、訓練に参加した消防団員には押印または直筆
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のサイン等を求めるといった指導を各消防団へ行い、訓練の実施結果報告への適切な参

加人数の記載を求める必要がある。また、このようにして把握した当該実績と、費用弁

償額の算定の基礎となる出動報告を照合することで、訓練に参加した消防団員に対して 

適正に費用弁償を支給しているか確認する必要がある。 
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③（意見）消防団における訓練の充実強化等について 

監査対象部局名 消防局警防部警防課、各消防署 

関連部局名 － 

 

【現状】 

「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、消防・防災活動を行っ

ている消防団は、地域に密着した防災機関として、地域で発生した災害に対する活動に

大きな期待が寄せられており、風水害等の大規模災害対策においても重要な任務を担っ

ている。 

このため消防団は、日頃から次のとおり消防局各消防署と合同で実施する訓練、消防

団独自で実施する訓練を行い、防災活動に組織的に取り組んでいる。 

【各消防署と消防団の合同訓練】 

目的 消防分団の現場活動（自然災害含む）の技術の向上、安全管理の徹底及び署と分団のさらな

る連携活動の強化を図ることを目的とする。 

内容 開催数：各分団年２回以上とする。 

主な訓練内容：火災時の基本防ぎょ体系、中継要領、無線運用、水損防止及び車両誘導要領

などの活動のほか、水防活動や避難誘導など自然災害時の活動要領。 

【消防団独自の訓練】 

目的 訓練を通じた消防団と自主防災組織や地域住民との連携強化により、地域全体の防災力の向

上を図ることを目的とする。 

内容 開催数：年２回程度 

主な訓練内容：避難誘導訓練や DIG訓練（災害図上訓練）、HUG訓練（避難所運営訓練）等、

地域と連携した訓練を実施。 

※出所「市提出資料」を基に監査人作成 

 

消防団に期待される任務を鑑みると、上記の訓練には、災害発生時に的確な消火活

動・災害対応を行う備えとして、十分な訓練内容、訓練回数等が必要と考えられる。ま

た、十分な訓練を実施していたとしても、訓練に参加する消防団員の人数が少なければ

消火活動・災害対応に関する技術、知識等を習得した団員数を十分に育成できず、災害

発生時の被害を最小限に抑えることが難しい可能性がある。 

そこで、各消防署の消防団所管部署及び各消防分団に対して、消防署と消防団で合同

で実施する訓練（以下「消防署との合同訓練」という。）及び消防団独自で実施する訓

練（以下、「消防団独自訓練」という。）について、訓練内容等は災害発生時を想定して

十分と考えているか等についてアンケートを実施した。 

 

〔消防署に対するアンケート結果〕 

まず、各署に対するアンケートを、次の内容で実施した。 

① 訓練の実施計画の策定、訓練実施後の課題把握及び整理、次回訓練への反映及び

参加できなかった団員等へのフィードバックは実施されているか 

② 各分団から訓練に対する意見や要望等があった場合、その内容を整理し、管理し

ているか 

アンケート結果は下記のとおりであり、①については、８署（本部及び７消防署）の

うち４署が「実施している」との回答であるが、残り４署は「おおむねしている」との
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回答である。なお、「おおむねしている」という回答ではあるものの、その理由を見る

と、参加できなかった団員等へのフィードバックは各分団長に一任している、各分団に

任せているというというものであり、各署事務局として行ってはいないが、役割を一任

している各分団では何らかの形で実施されていることがわかった。②については、各分

団から訓練に対する意見や要望等があった場合、その内容を整理し管理できているとい

う回答が８署のうち７署と、全体の 87.5％となっており、おおむね実施されているこ

とがわかった。 

【訓練に対するアンケート】 

質問内容 

消防団と合同で実施する訓練 について、①

訓練の実施計画の策定、②訓練実施後の課題

把握及び整理、③次回訓練への反映及び④参

加できなかった団員等へのフィードバック

（目的、留意事項等の説明。必要であれば再

訓練を行う等）をしていますか。 

Ａ．している 

Ｂ．おおむねしている（①～④のうち、一部

していない） 

Ｃ．特にしていない 

各分団から訓練に対する意見や要望等があ

った場合、その内容を整理し、管理していま

すか。 

Ａ．している 

Ｂ．していない 

Ａ  ４（ 50.0％）  ７（ 87.5％） 

Ｂ  ４（ 50.0％）  １（ 12.5％） 

Ｃ  -（    -％）  -（    -％） 

回答なし  -（    -％）  -（    -％） 

計  ８（100.0％）  ８（100.0％） 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 

 

〔消防団分団に対するアンケート結果〕 

次に、各分団へのアンケートを実施した結果、各署事務局と異なり各分団で回答が分

かれる結果となった。アンケート結果は以下のとおりである。①訓練計画、②訓練内容、

③訓練不参加者に対するフィードバックの３項目に区分して記載している。 

 

① 訓練計画について 

「消防団独自訓練について、分団ごとに訓練回数、参加予定人数、訓練内容・種類等

を定めた年間計画を策定していますか」という問いに対し、策定主体が消防団本部又は

分団の違いはあるものの、年間計画を策定している分団は 64分団中 41分団あり、全体

の 64.1％となっている。しかし、全体の 32.8％を占める 21分団においては全く計画が

策定されていない。 

策定されている計画については 92.7％と 90％を超える分団で計画どおりに実施され

ている。  
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【訓練計画に対するアンケート】 

質問内容 

消防団が独自に実施する訓練 について、訓

練回数、参加予定人数、訓練内容・種類等を

定めた年間計画を、分団ごとに策定していま

すか。 

Ａ．消防団本部が分団ごとに策定している 

Ｂ．分団が各自策定している 

Ｃ．策定していない 

消防団が独自に実施する訓練について分団

ごとの年間計画がある場合、当該年間計画ど

おりに実施できてますか。 

Ａ．実施している 

Ｂ．実施していない 

 

Ａ 16（ 25.0％） 38（ 92.7％） 

Ｂ 25（ 39.1％） ２（  4.9％） 

Ｃ 21（ 32.8％） -（    -％） 

回答なし ２（  3.1％） １（  2.4％） 

計 64（100.0％） 41（100.0％） 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 

② 訓練内容について 

「消防署との合同訓練において、消防団員の参加人数、参加率は消防団員の知識及び

能力の向上の観点から十分であると思いますか」という問いに対し、「思う」という回

答は 64分団中 55 分団あり、全体の 85.9％となっている。しかし、「思わない」が９分

団あり、全体の 14.1％となっている。その理由として、どこまで知識や能力の向上が

必要なのかが疑問といった意見や、経験が少ない団員の参加率が低いため、知識、能力

の向上が急務であるといった意見があった。 

また、「消防署との合同訓練において、訓練の内容、種類及び回数は火災、自然災害

等が発生した場合の準備として十分であると思いますか」という問いに対し、「思う」

という回答は 64分団中 49 分団あり、全体の 76.6％となっている。しかし、「思わない」

が 12分団あり、全体の 18.7％となっている。その理由として、震災時の訓練、被災者

の誘導方法の訓練等も必要といった意見や、自然災害は多種多様であるため訓練内容を

絞りこめないといった意見があった。 

次に、「消防団独自訓練において、消防団員の参加人数、参加率は消防団員の知識及

び能力の向上の観点から十分であると思いますか」という問いに対し、「思う」という

回答は 64分団中 44分団あり、全体の 68.8％となっている。しかし、「思わない」が 11

分団あり、全体の 17.2％となっている。その理由として、訓練に対する時間等が少な

い、会社員などが参加しにくい時間に実施されるといった意見があった。 

また、「消防団独自訓練において、訓練の内容、種類及び回数は火災、自然災害等が

発生した場合の準備として十分であると思いますか」という問いに対し、「思う」とい

う回答は 64分団中 40分団あり、全体の 62.5％となっている。しかし、「思わない」が

17分団あり、全体の 26.6％となっている。その理由として、自然災害となると準備等

に不安があるという意見や、支給を受けた備品装備内での訓練でありそれ以上の訓練は

無いといった意見があった。  
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【訓練内容に対するアンケート】 

区分 消防署と合同で実施する訓練 独自に実施する訓練 

質問内容 

消防署と合同で実施

する訓練 について、

消防団員の参加人

数、参加率は消防団

員の知識及び能力の

向上の観点から十分

であると思います

か。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

消防署と合同で実施

する訓練について、

訓練の内容、種類及

び回数は火災、自然

災害等が発生した場

合の準備として十分

であると思います

か。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

消防団が独自に実施

する訓練について、

消防団員の参加人

数、参加率は消防団

員の知識及び能力の

向上の観点から十分

であると思います

か。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

消防団が独自に実施

する訓練について、

訓練の内容、種類及

び回数は火災、自然

災害等が発生した場

合の準備として十分

であると思います

か。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

Ａ 55（ 85.9％） 49（ 76.6％） 44（  68.8％） 40（ 62.5％） 

Ｂ ９（ 14.1％） 12（ 18.7％） 11（  17.2％） 17（ 26.6％） 

Ｃ  -（    -％）  -（    -％）  -（     -％）  -（    -％） 

回答無し  -（    -％） ３（  4.7％） ９（  14.0％） ７（ 10.9％） 

計  64（100.0％） 64（100.0％） 64（ 100.0％） 64（100.0％） 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 

 

③ 訓練不参加者に対するフィードバックについて 

訓練に参加できなかった団員へ再訓練を行う等訓練内容のフィードバックをしてい

るかどうかについては、フィードバックを「している」及び「おおむねしている」とい

う回答は合計で、64分団中 45分団（70.3％）となっている。しかし、「特にしていな

い」が 17分団あり、全体の 26.5％となっている。その理由として、毎月の定例会等で

行っている、訓練参加を要請している、新入団員や特に知識の少ない団員に対しては毎

月１回の器具点検の際に教育をしているといった補完的な対応を行っているという意

見がある一方で、不参加団員のひとりひとりの日程が取りづらい、団員の時間の都合が

あわない、また、指導員の都合の問題があり苦慮しているといった意見もあった。 

 【訓練のフィードバックに対するアンケート】 

質問 

内容 

消防団が独自に実施する訓練について、訓練に参

加できなかった団員（特に知識や経験が少ない団

員）へ訓練内容のフィードバック（目的、留意事

項等の説明。必要であれば再訓練を行う等）をし

ていますか。 

Ａ．している 

Ｂ．おおむねしている 

Ｃ．特にしていない 

Ａ  28（ 43.8％） 

Ｂ  17（ 26.5％） 

Ｃ  19（ 29.7％） 

回答なし  -（    -％） 

計  64（100.0％） 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計  



96 

【課題】 

分団に対するアンケートの結果、次のような課題が考えられる。 

① 訓練計画について 

消防団独自訓練において、全体の 32.8％の分団で訓練計画が策定されていない。 

訓練計画は、消防団員が訓練を行う前提として、消火活動・災害対応に関する技術、

知識等を計画的に習得するために重要と考えられる。このため、訓練計画が適切に策定

されていない場合、実施している訓練が地域で発生すると想定される災害に対応できる

か、実質的に評価・判断することが難しい。また、訓練内容等への消防団員の参加意欲

や参加後の満足度が低下し、参加率の低下を招く要因となりかねない。 

 

② 訓練内容について 

A) 訓練への消防団員の参加人数、参加率の向上について 

訓練への消防団員の参加人数、参加率について、消防署との合同訓練及び消防団独

自訓練のいずれにおいても、約 15％の分団が十分とは思わないと回答している。ま

た、意見としては、経験が少ない団員の参加率が低い、訓練に対する時間等が少ない、

会社員などが参加しにくい時間に実施されるといったものが多かった。 

訓練への消防団員の参加率が低いと、消火活動・災害対応に関する技術、知識等が

十分に習得されず、災害発生時に被害を最小限にするような行動がとれない等の可能

性がある。 

B) 訓練の内容、種類及び回数について 

訓練の内容、種類及び回数について、火災、自然災害等が発生した場合の準備とし

て十分とは思わないという回答は、消防署との合同訓練では 12分団、全体の 18.8％

であったが、消防団独自訓練では 17分団、全体の 26.6％であり４分の１以上の分団

が訓練内容等の更なる充実の必要性を感じていると捉えられる。また、意見としては、

自然災害は多種多様であるため訓練内容を絞りこめない、自然災害となると準備等に

不安があるといったものがあった。 

現状行われている訓練の内容等では特に自然災害発生時において必要と考えられ

る技術、知識等を習得できない可能性がある。また、火災、自然災害等に対応するた

めに消防団員が習得すべきと考えられる具体的な技術、知識等の水準が不明確である

とも考えられ、結果として災害発生時に消防団に求められる対応ができない可能性が

ある。 

さらに、支給を受けた備品装備内での訓練となっているため十分ではないという意

見もあった。 

 

③ 訓練不参加者に対するフィードバックについて 

訓練に参加できなかった消防団員へ訓練内容のフィードバックが、不参加団員の一人

一人の日程が取りづらい、団員の時間の都合があわない等の理由で実施されていない。

フィードバックが実施されないと結果的に消火活動・災害対応に関する技術、知識等を

習得することができず、災害発生時の被害を最小限に抑えるために的確な対応を行うこ

とが難しくなると考えられる。 
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その他、訓練に対する問題点や意見等として、各消防団分団からは下記のような項目

が挙げられているが、これらも大きくは訓練の十分性に対する要望、課題等であり、災

害発生時の活動を円滑に行うために解消すべき項目、又は訓練計画を立てる際に検討す

べき項目と考えられる。 

【訓練に対する問題点や意見等】 

項目 内容 

「ヒト」に関する

事項 

・初級幹部（部長、班長）の現場指導力を育成が不十分と考えている。 

・団員を含め今後は計画的・定期的に訓練の必要を感じている。 

「モノ」に関する

事項 

・現在格納庫は車庫と倉庫ぐらいの機能になっています。 

・ホースが不足している。 

「お金」に関する

事項 

・最近火災等が良いことに少なく消防団の費用弁償の入りが少なくなっている

為に分団の運営が厳しくなっている。 

「訓練内容」に関

する事項 

・一般地域の方との訓練回数を増やしていきたい。特に集合住宅に居住されて

いる方の参加の呼びかけ。 

・もう少し実戦を取り入れて欲しい。 

・自主訓練等が行われる条件にあった場所が確保できない。 

・消防団と署との合同訓練は、とても重要だと思う。新しい団員の方達を主体

に火災を想定し連携訓練を実施したらとても役立つし自信を持って火災現場

にも駆けつけることができるという意見があり、こういうことを充実させて

いったらいいんではないでしょうか。 

 

【改善案】 

近年、東日本大震災のような未曽有の大災害をはじめ、地震、局地的な豪雨等による

災害が各地で頻発し、住民の生命、身体及び財産の災害からの保護における地域防災力

の重要性が増大している。その一方で、少子高齢化の進展、地方公共団体の区域を越え

て通勤等を行う住民の増加等により地域における防災活動の担い手を十分に確保する

ことが困難となっている。 

そのため、地域防災力の充実強化に関し基本理念を定め、また、国及び地方公共団体

の責務等を明らかにし、地域防災力の充実強化に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確

保に資することを目的とし、平成 25年 12月 13日に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が制定されている。このため、各課題については本法律の背景や

趣旨を踏まえ、次のような対策等を採ることが望ましい。 

① 訓練計画について 

訓練計画を策定していない分団については、地域で発生すると想定される災害に対応

するため、消防団員が習得すべき技術、知識等を踏まえ、効果的な訓練ができるよう訓

練計画を策定することが望ましい。訓練計画を策定している分団についても同様の観点

から現在の計画内容を必要に応じて見直すことが望ましい。また、消防団員は各自仕事

を持った上で消防団活動を行っていることを踏まえ、効率的な訓練となるよう配慮する

ことが必要と考える。 

さらに、「近隣の分団との合同訓練、情報交換及び災害時の連携は行っていますか」

という問いに対し、「行っていない」という回答の分団は 24分団と全体の 36.9％とな

っている。地域における連携体制の整備は災害発生時に特に重要と考えられるため、近

隣分団との連携についても訓練計画に盛り込むことが考えられる。 
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なお、訓練計画の策定に当たっては、市消防局は情報提供等によって連携協力し、必

要に応じて指導・助言等を行うことが望ましい。 
 

② 訓練内容について 

A) 訓練への消防団員の参加人数、参加率の向上について 

訓練への消防団員の参加人数、参加率を上げるよう引き続き努力していくことが望

まれる。その具体的な施策として、下記のアンケート結果が参考となる。 

まず、「各消防団員が活動に従事できる曜日や時間帯を把握し整理していますか」

という問いに対し、「特にしていない」という回答の分団は 13分団と全体の 20.3％

となっている。訓練参加回数が少ない団員に対しては参加できる時間及び曜日の把握

等により参加率向上の工夫をしている分団があることから、このような対応を未実施

である分団は参考にすることが望ましい。 

また、「消防団員の都合により所属分団の訓練に参加できない場合、他分団の訓練

への参加は可能でしょうか」という問いに対し、「可能であるがその実例がない」と

いう分団が 64分団中 40分団と全体の 62.5％となっている。このため、実現可能性

を十分に検討した上で、消防団員の技術、知識等の向上の観点からできるかぎり他分

団の訓練へ参加を促すことが望ましい。 

そのほか、分団で工夫している項目で、訓練に出られない団員には日をあらためて

訓練を行っている、分団で班を決め出やすい曜日に班ごとに訓練を行っているなどが

あり、他の分団でも導入しやすい項目や、導入することにより分団の活動に効果的な

項目については、積極的に取り入れることが望ましい。また、他の分団で工夫されて

いる項目の情報収集を行うためにも、近隣の分団との連携は効果的であると考える。 

B) 訓練の内容、種類及び回数について 

まずは、火災、自然災害等に対応するために消防団員が習得すべきと考えられる具

体的な技術、知識等の水準を明確にすることが望ましい。当該水準の検討に当たって

は市消防局が指導・助言等を行うことが望ましい。 

次に、当該水準を踏まえ、特に自然災害発生時を想定した訓練内容等の充実を図る

ことが重要であり、この具体的な訓練内容を①の訓練計画に反映させることが考えら

れる。 

また、消防団における備品等資機材が不足している場合には、消防団員の安全確保、

より効果的な消火活動・災害対応を行うため、また、災害を想定したより実戦な訓練

を行うために、必要に応じて消防団において更なる備品等資機材の配備を拡充するこ

とが望まれる。 
 

③ 訓練不参加者に対するフィードバックについて 

訓練に参加できなかった消防団員に対して訓練内容のフィードバックをしていない

分団については、可能な限り再訓練を行う等フィードバックを実施することが望ましい。

これにより、訓練に参加できなかった消防団員も技術、知識等を習得することができ、

団員の使命感の醸成にもつながると考えられる。 

具体的なフィードバック方法として、訓練に出られない団員には日をあらためて訓練

を行っている、分団で班を決め出やすい曜日に班ごとに訓練を行っている等が分団によ

っては実施されていることから、未実施の分団においては同様の検討を行うことが望ま

しい。 
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【アンケートの結果】 

質問内容 

訓練の参加率向上や、有

事の際の活動等に役立て

るため、各消防団員が活

動に従事できる曜日や時

間帯を把握し、整理して

いますか。 

Ａ．している 

Ｂ．特にしていない 

分団内部での各消防団員の連携が

重要な要素の一つであると思いま

す。 

その前提を踏まえつつ、それでも

なお、どうしても消防団員の都合

により所属分団の訓練に参加でき

ない場合、消防団員の知識及び能

力の向上の観点から、他の分団の

訓練への参加は可能でしょうか。 

Ａ．可能 

Ｂ．可能だが、その実例はない 

Ｃ．可能だが、その必要性はない

（その理由もご回答ください） 

Ｄ．不可能（その理由もご回答く

ださい） 

近隣の分団との合同訓

練、情報交換及び有事の

際の連携は行っています

か。 

Ａ．行っている 

Ｂ．一部行っている 

Ｃ．行っていない 

Ａ 45（ 70.3％） 10（ 15.6％） 21（ 32.3％） 

Ｂ 13（ 20.3％） 40（ 62.5％） 20（ 30.8％） 

Ｃ  -（    -％） ２（  3.1％） 24（ 36.9％） 

Ｄ  -（    -％） ４（  6.3％） -（    -％） 

回答無し ６（ 9.4％） ８（ 12.5％） -（    -％） 

計 64（100.0％） 64（100.0％）   65（100.0％）（注） 

（注）１分団で、Ｂ及びＣとの回答があったため、合計が 65分団となっている。 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 

 

【分団で工夫している事項】 

・サラリーマンの団員が増えている現状平日の夜又は日曜祭日の訓練を行っている。 

・団員への意識向上のため懇親会等で意識づけ 

・訓練参加回数が少ない団員に対しては本人等が参加できる時間及び曜日の把握 

・全体会議で、訓練参加状況の報告 

・毎月１回常会（定例会）を行い意識を高めている。また、伝統技術のまとい訓練も定期的に行い分

団員の結束を行っている。 

・少しでも前向きに訓練に参加できるように命令口調にならずに参加できやすい環境にしています。 

・訓練に出られない団員には、日をあらためて訓練を行っている。 

・分団で班を決め。出やすい曜日に班ごとに訓練を行っている 

・会始日の現場での、分団長自信によるねぎらいの言葉 

※出所 アンケート結果を基に監査人集計 
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イ．公益財団法人福岡市防災協会について 

≪団体概要≫ 

公益財団法人福岡市防災協会（以下「防災協会」という。）は、福岡市民防災センタ

ー（以下「防災センター」という。）の管理運営を行っている団体であり、市消防局か

ら職員 12名が派遣されている。 

防災協会の概要は次のとおりである。 

【防災協会の概要】 

所在地 福岡市早良区百道浜一丁目３番３号 

設立年月 平成３年１月 

設立目的 防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図り、もって

地域社会の防災安全の確立に寄与すること 

市の出資金 10,000千円 

所管部署 消防局予防部予防課 

根拠法令 福岡市民防災センター条例、同施行規則 

人員 役員の状況（平成 26年８月１日現在） 

役員 

９名 

（うち常勤２名） 

評議員の状況（平成 26年８月１日現在） 

評議員 

６名 

（うち常勤－名） 

職員の状況（平成 26年８月１日現在） 

職員 うち市派遣職員 うち嘱託職員 

24名 11名 13名 
 

事業内容 （1） 防火・防災の意識啓発及び応急手当の対処方法に関する事業  

（2） 防火管理・消防用設備等の知識及び技能修得に関する事業  

（3） 福岡市民防災センターの運営及び管理に関する事業  

（4） その他協会設立の目的を達成するために必要な事業  

備考 防災センターが平成 24年度から 3年間の指定管理期間を終えて平成 27年度

から市の直営となるため、防災協会は平成 26年度末をもって解散することが

決まっている。 
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① 防災協会の財務状況 

【財務状況の推移】                      （単位：千円） 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

主な収益の推移 

消防業務受託収益 

（指定管理料収益） 

245,755 242,430 155,495 153,251 137,993 

連結送水管等試験収

益 

19,561 17,626 18,053 18,307 22,369 

防災用品等販売収益 13,252 5,740 6,784 5,720 6,278 

自主講習事業収益 2,334 1,269 1,245 1,476 1,996 

受託事業収益 4,887 2,260 1,424 1,526 5,112 

主な費用の推移 

人件費 164,034 165,825 87,782 89,628 79,732 

委託料 24,652 20,151 18,524 17,642 17,866 

防災教育事業費 27,534 26,931 25,575 24,220 25,764 

予防広報事業費 4,620 5,165 4,825 4,320 4,336 

法定講習事業費 18,357 15,768 11,008 13,162 11,410 

連結送水管等試験事

業費 

2,803 1,017 1,566 880 1,351 

防災用品普及事業費 12,388 4,939 6,219 5,882 5,943 

利益の推移 

当期経常増減額 3,251 △109 2,227 1,047 3,352 

当期一般正味財産増

減額 

3,251 △109 2,219 1,047 3,352 
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② 福岡市民防災センターの概要 

【センターの概要】 

所在地 福岡市早良区百道浜一丁目３番３号 

竣工 平成４年１月 

開館時間 午前９時 30分～午後５時まで（入館は午後４時 30分まで） 

休館日 毎週月曜日・毎月最終火曜日 

年末年始／12月 28日～１月４日 

入館料 無料 

主な活動内

容 

一般体験コース 

（1） ガイダンスシアター 

（2） 強風体験  

（3） 地震体験 

（4） 消火体験 

（5） 火災体験 

出前講座 

（1） 防災講話 

（2） 救急講話 

（3） 応急手当講座 

備考 平成４年８月に防災機器の普及促進事業を開始 

平成４年 10月に連結送水管等試験事業の開始 

平成６年４月に防災センター要員講習事業開始 

平成 18年４月以降、福岡市民防災センターの指定管理者受託（平成 25年度継

続中） 

※出所「福岡市民防災センターパンフレット」及び「福岡市民防災センターホーム

ページ」 

③ 施設運営（指定管理事業）の状況 

【施設運営の状況】                      

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

来館者数 125,816人 121,569 人 129,920人 121,524 人 118,469人 

出前講座実施回数 214回 280回 315回 286 回 286回 

法定講習受講者数 6,345人 5,613人 5,415人 5,716人 5,427人 

自主講習受講者数 2,575人 1,432人 1,300人 1,505人 2,681人 
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＜発見事項＞ 

①（結果）固定資産の計上漏れについて 

監査対象部局名 消防局予防部予防課、防災協会 

関連部局名 － 

 

【現状】 

防災協会は、公益財団法人としての決算書を作成しているが、防災協会の会計につい

ては、福岡市防災協会会計処理規程で次のように定められている。 

【会計の原則】 

第2条 協会の会計は、法令、公益法人会計基準及び協会の定款の定めによるほか、この規程に基づき

処理しなければならない。 

※出所「福岡市防災協会会計処理規程」 

 

また、防災協会が作成する決算書の１つである貸借対照表については、防災協会が準

拠すべき公益法人会計基準において次のように定められている。 

【貸借対照表の内容について】 

第2 貸借対照表 

１ 貸借対照表の内容 

貸借対照表は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債及び正味財産の状態を明りょうに表

示するものでなければならない。 

※出所「公益法人会計基準」 

 

貸借対照表に計上される固定資産について、福岡市防災協会会計処理規程において、

次のように計上基準が定められている。 

【固定資産の計上基準について】 

第 7章 固定資産 

（固定資産の範囲） 

第 35条 この規程において、固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（1）有形固定資産 

土地、建物、機械及び装置その他これらに準ずるもの（取得価額20万円未満のもので、かつ、耐用年

数1年未満のものを除く。） 

（2）無形固定資産 

特許権、営業権、借地権その他これらに準ずるもの 

※出所「福岡市防災協会会計処理規程」 

 

さらに、固定資産の管理については、次のように固定資産台帳の整備が求められてい

る。 

【固定資産の管理について】 

（固定資産の管理） 

第36条 固定資産の管理は、事務局長が行う。 

2 事務局長は、固定財産台帳を備え、取得、財産の数量、価額の増減、減価償却及び処分等による異

動を記載し、常にその現況を明らかにしなければならない。 

※出所「福岡市防災協会会計処理規程」 
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防災協会の固定資産台帳を査閲した結果、平成 25年度の固定資産の取得は記載され

ていなかった。しかし、法定講習事業費の内訳が記録されている勘定明細を査閲すると、

平成 25年度は 20 万円以上の備品の購入と思われる支出が２件あった。詳細を確認する

と次のとおり、20万円を超える備品の購入であった。 

【固定資産台帳への記録が漏れていた備品】 

 備品の名称 取得日 
取得価額 

（消費税込み） 
備品の内容 

No.1 救助ヘルパーⅡ 平成 25年 10月 29日 252,000円 講習用機材 

No.2 プロジェクター 平成 26年２月７日 321,300円 講習用機材 

※出所 市作成資料を基に監査人作成 

固定資産台帳への記録が漏れた理由を確認したところ、法人税法上の取扱いである下

記の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用できるも

のと考えていたとのことである。 

【「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について】 

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 

1 特例の概要 

 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日

までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する

金額を損金の額に算入することができます。 

※出所「国税庁ホームページ」 

  

しかし、上記は法人税法上の規程であって、本来防災協会の会計上の取扱いとして直

接適用すべきものではなく、そもそも法定講習事業は公益目的事業として法人税非課税

であるため、法人税法上の規程を適用する理由にはならない。 

すなわち、平成 25年度中に取得した取得価額 20万円以上の備品があったが、固定資

産台帳への記載が漏れており、固定資産台帳の金額が決算書の貸借対照表の金額となる

ため、結果として貸借対照表の固定資産の残高が過少に計上されている。 

 

【指摘事項】 

取得価額 20万円以上の固定資産があるにもかかわらず、固定資産台帳に計上されて

いないため、「福岡市防災協会会計処理規程」第 35条に準拠した取扱いがなされていな

い。 

固定資産の取得が固定資産台帳に記録されなかった場合、決算書にも反映されていな

いことになり、法人の財政状態を適切に表示できない。このため、「福岡市防災協会会

計処理規程」を適切に適用し、固定資産台帳への網羅的な記録を行なう必要がある。 

なお、平成 27年度から防災センターは市によって直営化されることになるため、防

災協会としての固定資産台帳や決算書を作成する必要はなくなる。 

しかし、備品の管理に関しては、直営化後も市の一組織として、次のとおり「備品現

在高一覧表」を作成して、市長へ提出する必要がある。このため、直営化後も、担当者

と記帳担当者以外の者による二重チェック等を行うことなどにより、備品現在高一覧表

への網羅的な記録を実施できる体制とすることが望ましい。 
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【備品現在高一覧表の作成について】 

(備品現在高一覧表) 

第 127条 会計管理者は、備品の出納記録により、9月 30日及び 3月 31日現在における備品現在高一

覧表を作成し、その一部を当該備品に係る物品出納員又は区物品出納員に送付しなければならない。 

2 前項により送付を受けた物品出納員又は区物品出納員は、その確認を行わなければならない。 

3 会計管理者は、第 1項の備品現在高一覧表をその作成日の属する月の翌月の末日までに市長に提

出しなければならない。 

※出所「福岡市会計規則」 
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②（意見）派遣インストラクターに関する業者選定方法の検討等について 

監査対象部局名 消防局予防部予防課、防災協会 

関連部局名 － 

 

【現状】 

防災協会では、防災センターにおける受付・案内業務、駐車場管理業務等のインスト

ラクター業務を派遣会社に委託している。 

防災協会は、契約相手となる業者を公募型プロポーザル方式3により複数の業者から

企画提案を募りプレゼンテーションを受けた後に選定しており、随意契約により契約し

ている。契約期間は単年度である。 

また、仕様書において、契約した業者の履行期間内における業務実績が優良と認めら

れた場合は、初年度を含む３年間を限度に契約を継続できるものとしている。 

  ○業者の選定について 

監査対象とした平成 25年度においては、平成 24年度に公募型プロポーザル方式によ

り業者を選定しており、前年度と同じ業者と随意契約している。平成 25年度の業務内

容等は、インストラクター派遣業務仕様書等において次のとおり定めている。 

【平成 25年度インストラクター派遣業務仕様書】 

１派遣人員等 

（１）派遣人員 

契約決定業者は、リーダー1名、サブリーダー2名、スタッフ 4名の合計 7名から平成 25年度

個別契約別表１に基づき人員派遣すること。 

派遣職員の都合で配置計画に記載する人員を派遣することができない場合には速やかに代替

員を派遣すること。 

（２）派遣日 

派遣日は、原則として福岡市民防災センター（以下「センター」という。）の開館日とする。 

ただし、センターイベント開催日、月例会実施の際（12月実施分は除く）はミーティング及び

業務の調整等を行うため、全派遣員を派遣すること。 

（３）就業時間 

就業時間は、9時から 17時 30分までとし、休憩時間は交代制で 1日 60分とする。就業時間外

に勤務を依頼する場合は、別途当協会において時間外勤務手当を支給する。 

2派遣員の業務内容 

（１）受け付け・案内業務（労働者派遣法施行令第 4条第 1項第 12号） 

ア 来館の受付及び受付予約に関すること。 

イ センターの体験施設及び展示物等の説明、案内等に関すること。 

（２）駐車場管理業務 

センター来館者の駐車案内に関すること。 

（３）その他 

ア 災害時における来館者の非難誘導及び通報連絡等に関すること。 

イ 敷地内における事故等の応急処置に関すること。 

ウ 勤務時間内全体の 1割以下となるような付随的業務 

3派遣人員の人材基準 

（１）防災業務に対して興味、意欲を持っている人 

（２）子供、高齢者及び障がい者等に対し適切に対応できる人 

（３）1年間継続して勤務できる心身健康な人 

（４）基本的なパソコン操作ができる人 

（５）普通救命講習Ⅰ以上を受講している人 

※出所「平成 25年度インストラクター派遣業務仕様書」 

                                                   
3公募型プロポーザル方式とは、業者からの技術提案書を審査して特定する業者選定方式で、かつ、業者

の参加を公示により募る方式のことをいう。 

http://www.njss.info/glossaries/view/14/
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【平成 25年度契約金額の内訳（個別契約別表１）】 

月別 支払額（税込み） 派遣人数 

平成 25年４月 1,470,600 円 129人 

５月 1,641,600 円 144人 

６月 1,573,200 円 138人 

７月 1,641,600 円 144人 

８月 1,812,600 円 159人 

９月 1,516,200 円 133人 

10月 1,607,400 円 141人 

11月 1,561,800 円 137人 

12月 1,356,600 円 119人 

平成 26年１月 1,402,200 円 123人 

２月 1,436,400 円 126人 

３月 1,596,000 円 140人 

合計 18,616,200 円 1,633人 

             ※出所「平成 25年度個別契約 別表１」 
 

  ○契約方法について 

防災協会の契約方法は、「公益財団法人福岡市防災協会会計処理規程」により福岡市

の例によるとされており、派遣業務契約については、契約の性質が競争入札に適しない

ため、地方自治法第 167条の２第１項第２号に基づき随意契約としている。 

【契約の方法】 

（契約の方法） 

第 40条 売買、賃借、請負その他の契約の方法については、福岡市の例による。ただし、これにより

難い場合は、理事長が別に定める。 

※出所「公益財団法人 福岡市防災協会会計処理規程」 

 

【随意契約】 

（随意契約） 

第 167条の 2  地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、

次に掲げる場合とする。  

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に

使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものを

するとき。 

※出所「地方自治法施行令」 

 

なお、福岡市契約事務取扱規程第 11条では、随意契約を行うときは原則として２以

上の者から見積書を徴する必要があるとされているが、平成 25年度の契約では契約方

法が特命随意契約による単独見積りとなっている。これは本業務の仕様書に「履行期間

内における業務実績が優良と認められた場合は、平成 24年度を含む３年間を限度に契

約を継続できるものとする」としており、同条第１号の特命随意契約「契約の性質又は

目的等により契約の相手方が特定されるもの」に該当すると考えられる。しかし、「優

良と認められた」具体的な理由は決裁文書等に記載されておらず、結果として特命随意

契約による単独見積りの理由について文書化がなされていない。 
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【福岡市契約事務取扱規程】 

(随意契約) 

第 11条 随意契約を行うときは、2以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次に掲げる場

合は、この限りでない。 

（１） 特命随意契約(契約の性質又は目的等により契約の相手方が特定されるものをいう。)を行う

とき。 

（２） 売買、貸借、請負その他の契約でその設計金額又は予定額が 10万円以下のものを行うとき。 

※出所「福岡市契約事務取扱規程」 

 

【課題】 

【現状】から、課題として識別されるのは、次の２点である。 

① 公募型プロポーザル方式を採用した理由が文書化されていない。 

原則的な業者の選定方法は一般競争入札であり、公募型プロポーザル方式は、一般

的に高度な知識や技術等や要求される業務等を対象に事業者を選定する方式であり、

一般競争入札に適しない場合に採用する手法である。 

公募型プロポーザル方式によれば競争性は担保されるものの、高度な知識や技術等

に対する判定基準の設定が難しく、また価格が高い業者が選定される可能性もある。 

 したがって、公募型プロポーザル方式を採用する場合には、公募型プロポーザル方

式を採用した理由を文書化すべきであるが、当該文書化がなされていない。 

② 特命随意契約の理由が文書化されていない。 

   本業務の仕様書に「履行期間内における業務実績が優良と認められた場合」は、契

約初年度を含む３年間を限度に契約を継続できるものとしており、平成 25年度におい

ても前年度と同じ業者と特命随意契約を締結している。しかし、「優良と認められた」

具体的な理由は決裁文書等に記載されておらず、結果として特命随意契約による単独

見積りの理由について文書化がなされていない。 

 

【改善案】 

業者選定については、契約の公正性、透明性を確保することが重要であり、原則的な

業者の選定方法は一般競争入札である。このため、一般競争入札を採ることができない

理由、及び公募型プロポーザル方式を採用した理由について決裁文書に明確に記載して

おくことが望ましい。 

また、公募型プロポーザル方式により業者を選定し随意契約する場合には、契約期間

に留意するとともに、初年度の契約に基づき継続して契約する場合においても、随意契

約理由について決裁文書に明確に記載しておくことが望ましい。 
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ウ．福岡市消防団連合会について 

≪団体概要≫ 

福岡市消防団連合会（以下「消防団連合会」という。）とは、各消防団を基本単位と

する支部で構成され、その会員は市の消防団員で構成されている。 

団体名 福岡市消防団連合会 

目的 

会員の防災に関する知識と技能の向上を図るとともに、防火思想の普及啓発と消防活

動の強化促進を図り、併せて消防伝統技術の育成充実及び会員の福利厚生や弔慰救済

表彰を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

事業内容 

（1）会員の教養訓練 

（2）防火思想の普及啓発 

（3）消防機械器具の維持改善 

（4）消防伝統技術の育成充実 

（5）消防に関する調査研究 

（6）会員の福利厚生及び弔慰救済表彰 

（7）その他本会の目的達成に必要な事業 

事務局 福岡市消防局警防部警防課 

平成 25年度 

歳入歳出決算額 
歳入：47,223,560 円 歳出: 47,001,794 円 

支部 (※1) 東支部 博多支部 中央支部 南支部 早良支部 西支部 水上支部 

分会 ９分会 14分会 ７分会 ６分会 ８分会 ９分会 11分会 

各支部定員数（名） 466 526 216 206 396 466 326 

各支部事務局 

福岡市 

消防局 

東消防署

警備課 

福岡市 

消防局 

博多消防署 

警備課 

福岡市 

消防局 

中央消防署 

警備課 

福岡市 

消防局 

南消防署 

警備課 

福岡市 

消防局 

早良消防署 

警備課 

福岡市 

消防局 

西消防署 

警備課 

福岡市 

消防局 

警防部 

警防課 

平成 25年度 

各支部歳入決算額（円） 
5,654,629  7,754,552  4,807,441  4,392,276  5,485,000  5,883,445  6,481,051  

平成 25年度 

各支部歳出決算額（円） 
5,582,248  7,675,237  4,796,356  4,388,634  5,417,928  5,869,991  6,423,489  

※1この他、消防伝統技術の育成充実のため、伝統技術本部も設置されている。 

※出所「福岡市消防団連合会規約」「福岡市消防団連合会歳入歳出決算書」及び 

「福岡市消防団連合会各支部決算書」を基に監査人作成 
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※支部は「団」、分会は「分団」を意味する

福岡市消防団連合会

会長 1名

副会長 6名

東
支
部

博

多

支

部

中

央

支

部

南

支

部

早

良

支

部

西

支

部

水

上

支

部

福岡市消防伝統技術本部

梯
子
乗
り
会

太
鼓
会

ま
と
い
会

木
遣
り
会

9
分
会

14
分
会

7
分
会

6
分
会

8
分
会

9
分
会

11
分
会

消防団連合会の組織図は次のとおりである。 

【福岡市消防団連合会関係組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出所「福岡市消防団連合会交付金事務処理要領（準公金事務の手引）」を基に

監査人作成 

 

消防団連合会の歳入の大部分は交付金である。 

「福岡市消防団連合会交付金事務処理要領（準公金事務の手引）」において以下のよ

うな記載がある。 

【福岡市消防団連合会交付金事務処理要領 第１章総説 第１節福岡市消防団連合会】 

4 福岡市消防団連合会交付金とは 

交付金については、基本的に福岡市消防団連合会の目的及び事業を達成するために助成されて

いる運営費であり、その原資は市税その他の貴重な財源でまかなわれていることに特に留意し、

適正な事務処理について十分注意が必要である。 

なお、福岡市消防団連合会、各支部・各分会及び伝統技術本部・伝統技術各会のそれぞれの規

約に基づき執行し、規約等に規定がない事項については、原則として市費の取扱いに準ずること

とする。 

※出所「福岡市消防団連合会交付金事務処理要領」 
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＜発見事項＞ 

①（結果）決裁に使用する印章の統一について 

監査対象部局名 消防局南消防署警備課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

消防団連合会南支部における平成 25年度の支出伺等を査閲したところ、事務局長決

裁印が同一の決裁者による決裁印であるにもかかわらず、２種類の印鑑が使用されてい

る状況が見受けられた。 

【支出伺における印鑑の使用状況例】 

 

福岡市消防団連合会南支部 支出伺 

下記のとおり支出してよろしいか伺います。 

起案  平成 25 年 × 月 × 日 決裁  平成 25 年 × 月 × 日 

費
目 

款 ×××費 事務局長 書 記 起案者 

項 ×××費    

目 ×××費 

     ×××××代 

金 額 ￥○○○,○○○ 

 

 

上記金額を支払ってよろしいか伺います。 

事務局長 書 記 起案者  

口座振込・小切手・現金 

 

   

振込手数料 円 

支出先 
株式会社 ××××× 

支出月日    平成 25 年 × 月 × 日 

 

※確認欄 

 

平成 25 年 × 月 × 日 

事務局長 書 記 起案者 

   

 

※出所「福岡市消防団連合会南支部支出伺」 

     

福岡市消防団連合会交付金事務処理要領（以下「事務処理要領」という。）では、同

一人による決裁の印鑑は１種類のみ使用が認められている。 

B C 

 

A 

 

 

A 

 

 

B C 

 

B Ａ 

 

 

C 

 

他と異なる形状の印章 

（２種類の印鑑を使用） 
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【印鑑使用に関する規定】 

第 2章第 2節 

 決裁漏れに注意し、シャチハタ印及び複数の印鑑使用（1人で数種類）は不可とする。 

※出所「福岡市消防団連合会交付金事務処理要領」 

 

【指摘事項】 

同一の決裁者による決裁印に２種類の印鑑が使用されていることは事務処理要領に

反しており、同一人による決裁印は１種類のみの使用とすべきである。 

また、決裁印を複数利用することが許容されれば、決裁者以外の者が市販の印鑑を購

入し使用することで決裁を行ったかのような偽装がしやすくなり、不適正支出や現金横

領などの不正の温床となる可能性を否定的できない。 

なお、南区自衛消防隊連絡協議会においても、支出書等を査閲したところ、同一決裁

者による決裁印が数種類使用されている状況が見受けられた。南区自衛消防隊連絡協議

会会則では、決裁印として複数種類の印鑑の利用が禁止されているわけではない。しか

し、不適正支出等の防止の趣旨に鑑みて、同一人による決裁印は１種類のみの使用とす

ることが望まれる。 
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②（結果）納品後になされた支出伺の決裁について 

監査対象部局名 消防局警防部警防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

消防団連合会の、出初式費で支出した「出初式ファイ太くんぬいぐるみ」に関して、

「福岡市消防団連合会支出伺」（以下「支出伺」という。）における購入意思決定に係る

決裁は平成 26年２月６日であるにもかかわらず、「支出伺」における納品確認日付は平

成 25年 12月 25日、業者からの請求書の日付は平成 26年１月 30日となっている。す

なわち、書類上、納品及び業者からの請求書を受領した後に購入意思決定の決裁を受け

ている。 

この点につき担当者にヒアリングを行ったところ、市消防局予防課は、平成 26年１

月 11日に開催した出初式で使用するファイ太くんぬいぐるみを、その他の出初式に要

する各種消耗品等とまとめて発注した。本件については、事前に口頭で支出の確認を行

っていたが、消防団連合会（事務局は警防課消防団係）の支出伺を作成する際、確認を

行った日を支出伺の起案日及び決裁日とすべきところ、誤って記載していたとのことで

ある。 

【関係図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※出所 「支出伺」「納品伝票」「請求書」及びヒアリング内容を基に監査人作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団連合会 警防課消防団係 

予防課 業者 

②発注 

①発注依頼 
③納品 

(H25.12.25) 

③請求 

(H26.1.30) 

⑤「支出伺」起案(H26.1.30) 

            決裁(H26.2.6) 

⑥支払 

(H26.2.10) 
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各種書類の記載状況は次のとおりである。 

【納品日付及び金額】 

納品日付 金額 

H25.12.25 179,550円 

※出所「納品伝票」 

【請求日付及び金額】 

請求日付 金額 

H26.１.30 179,550円 

※出所「請求書」 

 

【支出伺における費目、内容、決裁日】 

福岡市消防団連合会支出伺 

＜費目及び内容＞ 

費
目 

款 事業費 

項 事業費 

目 出初式費 

内容 出初式（ファイ太くんぬいぐるみ） 

 

＜購入意思決定＞ 

起案日 H26.１.30 

決裁日 H26.２.６ 

金額 179,550円 

 

＜支払に関する決裁日＞ 

支出日 H26.２.10 

 

＜納品に関する確認＞ 

納品確認日 H25.12.25 
 

 

 

【指摘事項】 

「福岡市消防団連合会交付金事務処理要領」（以下「事務処理要領」という。）によれ

ば、「４ 支出伺い」の項目で決裁に関して次のように定めている。 

【支出伺による決裁の方法】 

 支出伺いの様式において、まず、「支出してよろしいか」で支出の決裁を受け、「支

払ってよいか」で支払いの決裁を受けた後、実際に支払を行うこと。 

※出所「福岡市消防団連合会交付金事務処理要領」 

 

事務処理要領に従えば、①支出の決裁⇒②発注⇒③納品⇒④請求書受領⇒⑤支払の決

裁⇒⑥実際に支払、という順序で事務を行っていくこととなる。 

しかし、本件の場合では、①と②③④の順序が逆転している。 
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このように、購入（発注）前に書面で決裁を受けなければ、適切な指示に基づいて購

入（発注）されたものかどうか、不明確となる。 

また、このような事後的な決裁を容認すると、決裁を受けていなくても発注すること

が可能となり、不正の温床となる可能性がある。 

したがって、事務処理要領に従い、適切に支出の決裁を受けた後、発注の手続を行う

必要がある。 
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③（結果）消防団連合会支部における備品管理台帳への記帳漏れについて 

監査対象部局名 消防局西消防署警備課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

消防団連合会各支部において、１件 10万円以上の備品等を購入した場合は、備品管

理台帳に記帳し、適正に管理しなければならない。 

【備品管理台帳に記帳する場合】 

第 14条第２項 

１件 10万円以上の備品等を購入した場合は、備品管理台帳に記帳し、適正に管理しなければな

らない。 

※出所「福岡市消防団連合会事務局 事務処理要領」 

 

消防団連合会西支部の平成 25年度支出伺及び備品管理台帳を査閲したところ、次の

支出項目について備品管理台帳に記帳がなかった。 

【取引内容】 

費目 

款 事業費 

項 事業費 

目 その他の事業費 

内容 衣装代（正絹羽二重半纏） 

金額 115,500円（消費税込） 

納品日付 平成 26年３月 24日 

支払日付 平成 26年３月 24日 

※出所「支出伺」 

 

備品管理台帳に記載がないことについて、担当者にヒアリングを行ったところ、備品

管理台帳の用紙に消防団長の承認印をもらうため回付していたが、回収が漏れていたと

のことであった。 

 

【指摘事項】 

「福岡市消防団連合会事務局 事務処理要領」では、１件 10万円以上の備品等を購

入した場合には、備品管理台帳に記帳することとなっているが、監査を行った時点（平

成 26年８月）で備品管理台帳への記帳は確認できなかった。 

消防団長の承認印をもらうために備品管理台帳の用紙を回付中とのことであったが、

当該備品等の納品から監査まで５か月程度経過しており、備品管理台帳に記帳されてい

ない期間が長くなっている。適時に備品管理台帳として事務局に備え置き、適正に備品

等の管理をすべきである。また、承認のため回付した備品管理台帳の用紙は、記帳漏れ

を防止する意味でも、遅滞なく回収すべきである。 

なお、「福岡市消防団連合会事務局 事務処理要領」第６条第２項に規定されている

とおり、備品管理台帳は監事による監査の対象であるが、本件の備品管理台帳は監事に

よる監査から漏れている。年度末に購入した備品等であっても、適時に備品管理台帳を

備え置き、監事による監査を受ける必要がある。 
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④（結果）消防団連合会各分会の備品管理台帳の作成について 

監査対象部局名 消防局警防部警防課、各消防署 

関連部局名 － 

 

【現状】 

消防団連合会各支部において、１件 10万円以上の備品等を購入した場合は、備品管

理台帳に記帳し、適正に管理しなければならない。 

【福岡市消防団連合会事務局 事務処理要領】 

第 14条第 2項 

 1件 10万円以上の備品を購入した場合は、備品管理台帳に記帳し、適正に管理しな

ければならない。 

※出所「福岡市消防団連合会事務局 事務処理要領」 

 

消防団連合会では備品を購入した場合、備品を購入した分会が備品管理台帳を作成す

ることとしている。各分会が備品管理台帳を適切に作成していることを把握するために

アンケートを実施した。アンケート結果は次のとおりである。 

全 64分団中２分会から 10万円を超える備品等が存在するにもかかわらず、備品管理

台帳を作成していないとの回答を得た。 

【各分会に対するアンケート】 

質問 

内容 

<分会で購入した備品等があることを前提とした質問> 

分団では購入した物品についての一覧表（以下、「備品

台帳」という。）を作成していますか。 

Ａ．作成している⇒(a) にご回答ください 

Ｂ．作成していない（10万円以上の備品等は無い） 

Ｃ．作成していない（10万円以上の備品等は有る） 

Ａ ９（14.1％） 

Ｂ 45（70.3％） 

Ｃ ２（3.1％） 

未回答 ８（12.5％） 

計 64（100％） 

※出所 アンケート結果をもとに監査人集計 

 

【指摘事項】 

「福岡市消防団連合会事務局 事務処理要領」では１件 10万円以上の備品を購入し

た場合には、備品管理台帳に記帳することとなっているが、備品管理台帳自体を作成し

てない分会が見受けられた。 

備品管理台帳を作成していない場合、備品の詳細事項の把握や備品の管理が困難とな

り、仮に備品を紛失した場合、紛失に気付かない可能性や紛失した事実を適時に把握で

きない可能性がある。 

このため、消防団連合会事務局は全ての分会に対し 10万円以上の備品等が存在する

場合は備品管理台帳を作成するよう指導を徹底すべきである。 

なお、備品管理台帳と現物の整合性を確かめるために、全ての分会において備品管理

台帳と現物を照合するよう指導することが望ましい。 
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エ．福岡市自衛消防連合会（各区自衛消防隊連絡協議会）、福岡市火災科学調査研究会

及び福岡市防火管理協会について 

≪団体概要≫ 

団体名 福岡市自衛消防連合会（各

区自衛消防隊連絡協議会） 

福岡市火災科学調査研究会 福岡市防火管理協会 

事務局 消防局予防部予防課 

（各消防署予防課） 

消防局予防部予防課 消防局予防部予防課 

設立 昭和 59年４月 

（各区自衛消防隊連絡協

議会は昭和 58、60、61年） 

昭和 43年９月 昭和 46年 11月 

活動目的 事業所における自衛消防

隊の活動機能を高める、自

主防災体制の確立を図る

ために設立された各区自

衛消防隊連絡協議会の連

絡調整を図り、円滑な事業

運営を行うことを目的と

する。 

（事業所における自衛消

防隊の活動機能を高める

ために、消防と事業所及び

事業所間の連携を密にす

ることで、自主防災体制の

確立を図ることを目的と

する。） 

火災原因に関する研究を

助成するとともに、火災原

因の調査、鑑識、研究活動

に相互協力して、火災科学

調査の向上、促進を図るこ

とを目的とする。 

防火管理者の防火管理技

術並びに能力の向上発展

に寄与し、防火対象物を火

災等の災害から保護する

ことを目的とする。 

会員数 21事業所 

（各区自衛消防隊連絡協

議会の合計 1,017事業所） 

５部会 26事業所 ５部会 454事業所 

年会費 各区自衛消防隊連絡協議

会に加入する事業所数に

1,500 円を乗じた額 

（各区自衛消防隊連絡協

議会 12,000円） 

１口 2,000円で１口以上 １口 2,000 円で１口以上 

主な事業内容 

 

 

 

・屋内消火栓操法大会 

・救命講習 

・防災研修 

・火災予防運動への協力 

・広報誌の発行 

（各区自衛消防隊連絡協

議会は、上記及び視察研修

を実施） 

・火災調査研修 

・救命講習 

・視察研修 

・広報誌の発行 

・救命講習 

・火災予防運動への協力 

・視察研修 

・会報の発行 

収入決算額 

(平成 25年度) 

1,828 千円 

（各区自衛消防隊連絡協

議会の合計 14,777千円） 

1,185 千円 3,012 千円 

支出決算額 

(平成 25年度) 

1,630千円 

（各区自衛消防隊連絡協

議会の合計 13,227千円） 

637千円 2,013 千円 
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＜発見事項＞ 

①（意見）防火協力団体に係る組織の統合再編等の検討について 

監査対象部局名 消防局予防部予防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市消防局予防部予防課に事務局が設置されている防火協力団体として、福岡市自衛消

防連合会（以下「自衛消防連合会」という。）、福岡市火災科学調査研究会（以下「火災

科学調査研究会」という。）及び福岡市防火管理協会（以下「防火管理協会」という。）

の３団体がある。 

それぞれの団体で規約、規程等を定めて活動しているが、いずれも防火管理に必要な

知識及び技術の向上を活動目的とする点で共通するとともに、救命講習や広報誌の発行

など、主な事業内容が一部重複している。 

また、各区自衛消防隊連絡協議会を含む各団体の会員のうち、重複して会員となって

いる事業者もある。 

各団体における事業内容及び会員事業者の重複状況は次のとおりである。 

【事業内容及び会員事業者の重複状況】 

重複する事業内容 

・救急救命講習の開催（火災科学調査研究会、防火管理協会、自衛消防連合会） 

・広報誌又は会報の発行（火災科学調査研究会、防火管理協会） 

・視察研修（火災科学調査研究会、防火管理協会） 

・火災予防運動への協力（防火管理協会、自衛消防連合会） 

重複する会員事業

者数 

組み合わせ 重複する会員事業者数 

防火管理協会と各区自衛消防隊連絡協議会 257 

防火管理協会と火災科学調査研究会 １ 

※出所 市作成資料を基に監査人作成 

 

【課題】 

防火協力団体という共通する活動目的の団体であっても、組織が別々であれば、総会

や理事会、決算業務等の管理業務がそれぞれ必要である。上記に記載した３団体の各事

務局は全て市消防局予防部予防課に置かれているため、管理業務に係る事務が煩雑にな

っており、事務が非効率となっている可能性を対外的に否定できないと考えられる。 

また、複数の団体に重複して加入している会員事業者が存在しており、このような場

合は加入するそれぞれの団体に対し会費を納入することになるため、会員事業者に対し

て一定の経済的負担が生じている可能性も考えられる。 

 

【改善案】 

課題に記載したとおり各団体の事業内容は重複しており、かつ重複して加入している

会員事業者が存在している。また、各団体とも設立から 30年以上が経過し、その間の
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経済状況の変化や防災事業に関する社会からの意識の高まり等についても変化が見ら

れるところである。 

このため、現在の３つの防火協力団体について、組織の統合再編等を含め、業務内容

のあり方、会員団体及び市民への影響等を十分に再検討することが望ましい。 

これによって、事務局業務の削減による業務効率化、会員の経済的負担の軽減が期待

できると考えられる。さらに、統合再編等が行われれば一事業当たりの予算規模を増や

す余地もあると考えられるため、創意工夫を凝らした取組みや先進的な取組みなども実

施できる可能性も高まると考えられる。 
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②（意見）講師謝金の算定根拠の明確化について 

監査対象部局名 消防局予防部予防課、各消防署予防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

防火協力団体として、自衛消防連合会があり、自衛消防連合会の下部組織として、各

消防署ごとに自衛消防隊連絡協議会（以下、「連絡協議会」という。）がある。自衛消防

連合会の事務局は市消防局予防部予防課に置かれており、連絡協議会の事務局は各消防

署の予防課に置かれている。 

連絡協議会は、会員からの会費を主な収入として各種の事業を行っている。 

平成 25年度において、東消防署、博多消防署、中央消防署及び南消防署における各

連絡協議会では、協議会事業の一つとして設立 30周年記念行事をそれぞれ開催してお

り、同行事における記念講演のために講師を招き、講師に対して講師料等を支払ってい

る。 

講師料等の支払の内容は次のとおりであり、各消防署における講演料等の支出金額に

大きく差異が生じている。このため、連絡協議会資料を査閲し公演料等の支出金額の算

定根拠を確かめたが、明確な算定根拠を記載した文書は見受けられなかった。 

【各消防署における 30周年記念行事の決算状況】            （単位：円） 

 東署 博多署 中央署 南署 

収入の部合計 1,130,943 2,150,353 1,742,062 432,982 

支出の部合計 911,808 2,150,353 1,729,198 372,285 

うち、講演料等 100,630 250,000 787,500 30,000 

うち、講演料等 

が占める割合 

11.0％ 11.6％ 45.5％ 8.1％ 

収支差額 219,135 0 12,864 60,697 

※出所「市提出資料」を基に監査人作成 

 

【各消防署における講演料等の内容】                 （単位：円） 

 東署 博多署 中央署 南署 

講演料等 100,630 250,000 787,500 30,000 

うち交通費 50,000 

東京から講師を招

いたため航空賃発

生 

査閲資料からは不明 - 

市内から講師を招

いているため出演

の報酬及び講演の

利用許諾料のみ発

生 

査閲資料からは不明 

講演者の人数 １人 １人 １人 査閲資料からは不明 

講演者の職種等 コンサルタント テレビキャスター 野球評論家 査閲資料からは不明 

講演時間 60分 査閲資料からは不明 75分 査閲資料からは不明 

※出所「市提出資料」を基に監査人作成 
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【課題】 

【現状】に記載のとおり、各消防署における講演料等について、支出した金額は各消

防署間で大きく差異が生じている。講演内容や講演者の職種等により差異が生じるのは

想定されるものの、講演料等に関して明確な算定根拠を記載した文書が見受けられなか

ったため、経済的かつ効率的な算定がされているか判断できない。特に、中央署は 75

分で 78万円とかなり高額となっている。これは野球評論家へ支払がなされたものであ

るが、明確な算定根拠を記載した文書が無いため、防火協力団体という連絡協議会の事

業目的に沿った支出であるか、有効性の観点からも疑念が生じかねない。 

 

【改善案】 

自衛消防連合会の事務局は市消防局予防部予防課に置かれており、連絡協議会の事務

局は各消防署の予防課に置かれていることから、講演料等の算定について市基準による

講演料等を事前に算定した上で、この金額から乖離するのであれば、合理的な根拠を明

確にし、講演料等を決定することが望ましい。 

なお、各連絡協議会の経理規程を査閲したところ、今回の講演料等のように当該規程

に明確な記載がない項目については、「この規程に定めるもののほか、必要な事項は、

事務局長が別に定める」という規定が適用されると考えられる。このため、当該規定を

踏まえ、講演料等の算定に当たっては、透明性のある適切な支出を行うためにも、算定

根拠を決裁文書等に明確に記載することが望ましい。 

【雑則の規定】 

（雑則） 

第 16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別に定める。 

※出所「東区自衛消防隊連絡協議会 経理規程」 
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③（意見）現金の適切な管理について 

監査対象部局名 消防局南消防署予防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

自衛消防隊連絡協議会は、市内の各事業所において組織されている自衛的な消防隊を

構成員として市の各区に設置されている団体であり、毎年、消防操法大会や防火研修を

開催するなどの活動を行っている。 

南区に設置されている南区自衛消防隊連絡協議会において、構成員に対する案内状等

の送付を行った取引について、送料を普通預金から現金を引き出し、その後運送業者に

支払うまでに通常要すると考えられる日数以上の日数が経過しているものが２件発見

された。 

１件目は、支出書による支出の決裁を受けた後、普通預金からの現金の引出しは平成

25年７月 11日であったが、実際に業者に支払ったのは平成 25年８月 30日であった（取

引①）。２件目は、支出書による支出の決裁を受けた後、普通預金からの現金の引出し

は平成 25年７月 23日であったが、実際に業者に支払ったのは平成 25年８月 30日であ

った（取引②）。 

支払の決裁を受けるための支出書、預金通帳及び領収証における各日付は次のとおり

である。 

【取引①に係る各日付等】 

内容 日付、金額等 書類名 

1. 決裁の日付、金額

及び内容 

決裁日 平成 25年７月 11日 支出書 

金 額 2,640 円 

内 容 送料 

2. 支出の確認 確認日 平成 25年８月 30日 支出書 

3. 普通預金通帳の引

出日等 

引出日 平成 25年７月 11日 普通預金通帳 

金 額 2,640 円 

4. 業者への支払日等 領収日 平成 25年８月（注１） 領収証 

金 額 3,200 円（注２） 

 

【取引②に係る各日付等】 

内容 日付、金額等 書類名 

5. 決裁の日付、金額

及び内容 

決裁日 平成 25年７月 22日 支出書 

金 額 560円 

内 容 送料 

6. 支出の確認 確認日 平成 25年８月 30日 支出書 

7. 普通預金通帳の引

出日等 

引出日 平成 25年７月 23日 普通預金通帳 

金 額 560円 

8. 業者への支払日等 領収日 平成 25年８月（注１） 領収証 

金 額 3,200 円（注２） 

（注 1）日付の記載なし 

   （注 2）７月 11 日及び７月 22日決裁分の送料については、「７月分」として８月に 

請求がなされたため、まとめて支払った 
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【課題】 

普通預金から現金を引き出し、その後、運送業者へ支払うまでに１か月以上も時間を

要している。 

この理由について担当者に確認したところ、７月発送分の送料について担当者は送付

の都度、運送業者に支払うものと認識し、その都度普通預金から現金を引き出したが、

７月送付分の送料は後日まとめて請求がなされたため、引き出し後すぐに支払うことが

できなかった。また、引き出した現金は元の普通預金に預け入れず、手許で保管してい

た、とのことであった。 

しかし、このような理由があったとしても、南区自衛消防隊連絡協議会では現金出納

帳を作成していないため、普通預金から現金を引き出して業者に支払うまでの日数が長

くなった場合、当該期間中における現金の入出金状況やあるべき残高が不明確となると

ともに、実際に業者に支払われるまでの期間中に、不正に流用される可能性がある。 

 

【改善案】 

現金の入出金状況やあるべき残高を明確にして、不正に流用される可能性を減少させ

るために、例えば次のような対策を講じることが望まれる。 

① 支払日まで、普通預金から現金を引き出さない。 

② 普通預金から引き出したら、速やかに業者に支払う。引き出した後、すぐには支

払わないことが判明した場合には、速やかに元の普通預金に預け入れる。 

③ 引き出した現金を預け入れない場合は、現金出納帳を作成するとともに現金の入

出金の状況を適時に記載し、あるべき残高を常に明確にする。現金出納帳の残高

と実際現金は定期的に突合し、上席者は確認印を押印する。 
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オ．福岡市少年消防クラブ消防少年団について 

《団体概要》 

【各区消防少年団の概要】 

団名 
東 

消防少年団 

博多 

消防少年団 

中央 

消防少年団 

南 

消防少年団 

早良 

消防少年団 

西 

消防少年団 

設置範囲 
東区 博多区 中央区 南区 早良区、 

城南区 

西区 

所管消防署 東消防署 博多消防署 中央消防署 南消防署 城南消防署 西消防署 

活動目的 

少年消防団は、少年少女に防災の知識、技術を修得させるとともに、団体活動の規律と

行動をとおして健全な社会的徳性を養い、合わせて地域の自主防災思想の普及をはかる

ことを目的とする。 

活動内容 

（１） 防災知識の学習（火災予防の学習、人工呼吸等の救護法） 

（２） 消防施設の見学（地下街等の防災設備の見学） 

（３） 社会奉仕（公共施設等の奉仕、老人施設等の訪問） 

（４） 情操教育（体育等の運動競技、キャンプ等の野外活動） 

（５） 行事参加（火災予防運動その他の行事参加） 

（６） その他（親子防災体験学習 等） 

地区隊数 ３隊 ３隊 ３隊 ３隊 ３隊 ３隊 

団員数 67人 89名 56人 83人 61人 84人 

収入決算額 665 千円 892千円 580千円 797千円 807 千円 949千円 

支出決算額 585 千円 755千円 573千円 755千円 457 千円 851千円 

収支差額 80千円 136千円 7千円 42千円 349 千円 98千円 

※出所 収支決算報告等を基に監査人作成 

 



126 

＜発見事項＞ 

①（意見）消防少年団の収支報告書に関する確認体制の構築について 

監査対象部局名 消防局各消防署予防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市消防局では、「福岡市少年消防クラブ消防少年団設置要綱」に基づき、各消防署の

管轄区域内ごとに福岡市少年消防クラブ消防少年団（以下「消防少年団」という。）を

設置している。現在、消防少年団は市内に６団体設置されており、さらに各消防少年団

には下部組織として各々３つの地区隊が設置されている。また、消防少年団の事務局は、

各管轄消防署の予防課内に置かれている。 

消防少年団の決算及び会計に関する事務等については「福岡市少年消防クラブ消防少

年団事務処理要綱」（以下、「事務処理要綱」という。）において次のように定めがあり、 

消防少年団の会計は事務局が行い、収支については会計簿により明細に記帳することと

されている。 

このため、事務局は具体的な収支内容を把握する必要があると考えられる。 

【決算及び会計に関する事務等の規定】 

（趣旨） 

１ この要綱は、福岡市少年消防クラブ消防少年団（以下「消防少年団」という。）の消防少年団本部

委員会会則及び消防少年団本部則並びに消防少年団団則に基づき、消防少年団に関する事務処理につ

いて必要な事項を定める。 

（中略） 

（決算、会計監査） 

９ 団長は、年度終了後すみやかに収支報告書（様式第 15号）を作成し、会計監査を受けなければな

らない。 

(1) 団長は、あらかじめ幹事の中から会計監査員 2名以上を選任しておくこと。 

(2) 会計監査員は、監査終了後会計監査報告書（様式第 16号）により団長に報告すること。 

（会計） 

10 団の会計は、次により団事務局で行うものとする。 

(1) 団事務局の会計責任者は、予防課長とする。 

(2) 収支については、会計簿により明細に記帳すること。 

(3) 団員は、入団時に入団金を幹事を通じて団長に納入すること。 

(4) 団員は、団長が定める期日及び納入方法により、団費を納入すること。 

(5) 領収書を発行する場合は、団長名とすること。 

※出所「福岡市少年消防クラブ消防少年団事務処理要綱」 

 

消防少年団の支出決算額のうち大きな割合を占める経費として地区隊活動費がある。 

これは地区隊の活動にかかる経費を負担する目的で消防少年団から下部組織である

各地区隊へ支払われているものである。しかし、上記に記載した事務処理要綱等におい

て地区隊における収支報告書の作成は求められていない。 
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【各消防少年団の地区隊活動費】 

団名 
東 

消防少年団 

博多 

消防少年団 

中央 

消防少年団 

南 

消防少年団 

早良 

消防少年団 

西 

消防少年団 

支出決算額 585千円 755千円 573千円 755千円 457 千円 851千円 

うち地区隊活動費支出 346千円 426千円 403千円 619千円 299 千円 610千円 

支出決算額に占める 

地区隊活動費支出の割合  
59.1％ 56.4％ 70.3％ 82.0％ 65.4％ 71.6％ 

※出所 収支決算報告等を基に監査人作成 

 

消防少年団事務局が設置されている各消防署予防課で地区隊活動費に係る支出書類

を査閲したところ、次のような事項が見受けられた。 

 

【消防少年団事務局における事項】 

① 各地区隊に支払った地区隊活動費については、各地区隊代表者の受領印が記載され

た受取書があるのみで、各地区隊で地区隊活動費をどのように活用したか使途内訳

が分かる文書は見当らなかった。また、使途についての領収書等の添付もなかった。 

 

このため、各消防署予防課に対して、事務局から各地区隊の出納に関する確認体制、

各地区隊における収支報告書の作成状況等を把握するためにアンケートを行ったとこ

ろ、次のような結果であった。なお、アンケート結果は以下のとおりである。 

 

【消防少年団事務局における事項】 

① 事務局から各地区隊に対して収支報告の基資料となる領収書等の確認を実施してい

るという回答は１事務局のみ（16.7％）であり、領収書等の確認を実施していない

又は一部の主な領収書のみ確認を実施しているという回答が合わせて５事務局

（83.3％）からあった。 

② 事務局は消防少年団の会計に関する事務を行うため預金通帳を保有していると考え

られるが、会計年度が終了する年度末に銀行残高証明書を入手していないと回答が

４事務局（66.7％）からあった。 

 

【各地区隊における事項】 

① 地区隊において収支報告書を作成していない、又は作成している地区隊と作成して

ない地区隊があるという回答が合わせて４事務局（66.7％）であった。これらのう

ち、正式な収支報告書は作成していないが、収支内容を消防団分団長等に報告して

いる地区隊もあるという回答も見受けられた。 

② 地区隊において、地区隊が保有する「現金」と「小口現金出納帳の残高」、及び「金

券等（タクシーチケット等）」と「物品出納簿の残高」の照合を実施しているものの

事務局への報告はしていないという回答が４事務局（66.7％）からあった。 
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【消防少年団に関するアンケート結果①】 

質問 

内容 

各地区隊で収支報告を作成

していますか。「Ａ．作成し

ている」又は「Ｂ．一部作成

している」とご回答の場合に

は、該当資料の写しをご恵与

ください。 

Ａ．作成している⇒(a),(b)

にご回答ください 

Ｂ．作成している地区隊と作

成してない地区隊があ

る⇒(a),(b)にご回答く

ださい 

Ｃ．作成していない 

(a) 各地区隊に会計

担当はいますか。 

 

 

 

 

Ａ．会計担当はいる 

Ｂ．一部の地区隊のみ

会計担当がいる 

(ｂ)各地区隊は収支報告の基資料と

なる領収書等の添付資料すべてを管

理してますか。事務局はそれらを確

認していますか。（収支報告書を作成

していない場合も、領収書の管理に

ついてご回答をお願いいたします。） 

Ａ．確認している 

Ｂ．一部確認している 

Ｃ．確認していない 

Ａ ２（ 33.3％） ３（100.0％） １（ 33.3％） 

Ｂ １（ 16.7％） －（   －％） １（ 33.3％） 

Ｃ ３（ 50.0％） －（   －％） １（ 33.3％） 

回答無し －（   －％） －（   －％） －（   －％） 

計 ６（100.0％） ３（100.0％） ３（100.0％） 

 

【消防少年団に関するアンケート結果②】 

質問 

内容 

各地区隊、又は各事務局は年度末に、保有し

ている「現金」と「小口現金出納帳の残高」、

及び「金券等（タクシーチケット等）」と「物

品出納簿の残高」の照合を実施していますか。

また、各地区隊が照合している場合は実施結

果を事務局に報告していますか。 

Ａ．各地区隊が実施している。また、報告も

している 

Ｂ．各地区隊が実施している。しかし、報告

はしていない 

Ｃ．事務局が実施している 

Ｄ．実施していない 

事務局は年度末（３月 31日時点）に消防少年

団が有する口座の銀行残高証明書を入手して

いますか。 

 

 

 

Ａ．入手している 

Ｂ．入手していない 

Ａ －（   －％） ２（ 33.3％） 

Ｂ ４（ 66.7％） ４（ 66.7％） 

Ｃ ２（ 33.3％） －（   －％） 

回答無し －（   －％） －（   －％） 

計 6（100.0％） 6（100.0％） 

※出所 アンケート結果をもとに監査人集計 

 

【課題】 

事務処理要綱において、消防少年団事務局は活動に係る収支を会計簿により明細に記

帳することが求められている。しかし、消防少年団から各地区隊に支払った地区隊活動

費について、どのように活用されたか使途内訳が不明である以上、明細な記載があると

は言えないと考えられる。 

また、消防少年団事務局の多くは各地区隊に対して収支報告の基資料となる領収書等

の確認も実施しておらず、地区隊の多くは「現金」と「小口現金出納帳の残高」、及び

「金券等」と「物品出納簿の残高」の照合結果を消防少年団事務局へ報告していないこ
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とから、各地区隊における収支内容や現金等の現物管理について実質的にも把握してい

ない消防少年団事務局が多いと考えられる。 

さらに、地区隊においては収支報告書を作成していないという回答も見受けられ、地

区隊活動費が目的に沿って活用されているか不明瞭である可能性を否定できない。 

これらは、事務処理要綱等において、地区隊における収支報告書の作成に関する規定

がなく、及び消防少年団事務局が各地区隊に対して適正な会計が行われるよう指導する

などの一定の関与をする規定がないところに主な要因があると考えられる。 

また、消防少年団事務局によっては会計年度が終了する年度末に銀行残高証明書を入

手していない。銀行残高証明書を入手せず預金通帳のみで残高を把握すると、預金が不

正に引き出されていても気付かない可能性がある。 

 

【改善案】 

事務処理要綱等において、地区隊における収支報告書の作成に関する規程、及び消防

少年団事務局が各地区隊に対して適正な会計が行われるよう指導するなど一定の関与

をする規程を定めることが望ましい。 

これにより、各地区隊は収支報告を正式に作成して、消防少年団事務局に報告を行い、

消防少年団事務局は各地区隊に対して統一的な内容で会計指導を行い収支状況を適切

に把握することができるため、消防少年団の活動目的に沿った支出を担保することが可

能となる。   

消防少年団事務局が各地区隊に対して行う収支状況の具体的な把握としては、①収支

報告書の確認を行う際に根拠となる領収書等との突合を実施する、②現金と小口現金出

納帳の残高及び金券等と物品出納簿の残高の照合結果の報告を義務付ける等が考えら

れる。 

また、消防少年団事務局は会計年度末の預金残高を正確に把握するため、銀行残高証

明書を入手することが望ましい。 
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②（意見）消防少年団貸与物品の適切な管理について 

監査対象部局名 消防局予防部予防課、各消防署予防課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市消防局は、「福岡市少年消防クラブ消防少年団設置要綱」に基づき、各消防署の管

轄区域内ごとに消防少年団を設置している。現在、消防少年団は城南区を除く各区ごと

に設置されており、設置数は６団体である。 

消防少年団の団員は、小学校４年生から６年生までの少年少女で構成されており、団

員は、指導員(消防団･消防職員)のもと、下記の活動を行っている。 

【消防少年団の主な活動】 

①防災知識の学習(火災の原因、消防のしごと、応急救護法等の学習、規律訓練、ロープ結索、三角巾

の結び方) 

②施設見学(消防署や防災設備の見学) 

③社会奉仕(老人施設の訪問、環境美化運動への参加) 

③行事参加(消防行事への参加、地域行事への参加) 

⑤情操教育(体育活動、野外キャンプ) などの活動を実施しています。 

※出所「福岡市ホームページ」 

 

市消防局では、次の要綱に基づき、消防少年団の活動のために必要な制服等の貸与等

を行い、団員が退団した際には貸与品の返納を受けるようになっている。 

【福岡市少年消防クラブ消防少年団の制服等に関する要綱】 

資料 3-1 

（貸与等） 

第 4条 消防少年団員には、予算の範囲内で次の被服等を貸与又は支給する。 

（１） 貸与するもの 

ア 制帽 

イ 制服 

ウ ネッカチーフ 

エ ベルト 

オ き章 

カ 防寒衣 

（２） 支給するもの 

ア 靴下 

イ 手帳 

２ 消防少年団の指導員には、予算の範囲内で制帽を貸与する。 

３ 前 2項の貸与及び支給の要領は、別に定めるところによる。 

 （中略） 

（貸与品の返納） 

第 7条 被貸与者等は、途中で退団したときは、貸与を受けていた被服等を返納しなければならない。 

※出所「福岡市少年消防クラブ消防少年団の制服等に関する要綱」 
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消防少年団への貸与物品の管理方法について消防少年団を所管する各消防署へアン

ケートを実施した結果、各消防署ともに貸与物品については漏れなく適切に物品管理を

行っているとのことであるが、消防署間でその管理方法が統一されていないことが発見

された。 

【アンケート①】 

問 1. 少年団の貸与物品について、事務局は物品管理を行っていますか。 

「Ａ．貸与物品は漏れなく適切に物品管理している」とご回答の場合には、管理帳の写しをご恵与く

ださい。 

Ａ．貸与物品は漏れなく適切に物品管理している 

Ｂ．貸与ではなく、支給しているため管理はしていない 

【アンケートに対する各署からの回答】 

署名 回答 

東 Ａ 

博多 Ａ 

中央 Ａ 

南 Ａ 

城南 Ａ 

西 Ａ 

（注）早良消防署には所管する消防少年団がないため上表には含まれない。 

 

【アンケート②】 

問 2. 物品管理をしている場合、管理帳と貸与物品の整合性はどのように確認していますか、具体的な

内容をご記入ください。 

【アンケートに対する各署からの回答】 

署名 回答 

東 常時、在庫（実物）と管理表を突き合わせ物品管理している。 

博多 貸与物品については、管理帳は無いが入団している団員数分のみ貸与しているため、

把握できている。また、毎月行われる活動時に着用させ点検することで管理している。 

中央 年に数回（不定期）物品の在庫数を確認している。 

南 （回答無し。） 

城南 年に一度物品と管理台帳を照合している。 

西 定期的に実物と管理帳を照合している。 

（注）早良消防署には所管する消防少年団がないため上表には含まれない。 

 

【課題】 

消防少年団における貸与物品は、市の保有する物品である以上、適切に把握・管理す

る必要がある。 

各消防署で何らかの物品管理を行っているものの、管理台帳と現物の照合が不定期で

あるなど、管理方法が統一されていない。 

管理台帳を整備していないと物品管理が適切に行われていることを市民等の第三者

に説明することは難しい。また、管理台帳と現物の照合が不定期であれば、担当者によ
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っては照合の間隔が長くなり結果として照合を実施しない年度があり得る等の可能性

もある。 

このように管理方法が統一されていない理由は、管理方法に関するマニュアル等が規

定されてないためと考えられる。 

 

【改善案】 

貸与物品の管理方法に関するマニュアル等を規定することが望ましい。このマニュア

ル等には管理台帳の整備、並びに貸与物品の現物と管理台帳の照合の時期及び方法につ

いて規定することが考えられる。 

このようにマニュアル等を規定し、その内容について周知することで、各消防署間で

同水準の管理を行えるようにし、貸与物品に関して適切な管理が行えるようにすること

が望ましい。 
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（３）契約について 

＜発見事項＞ 

①（意見）随意契約を行う場合の理由の文書による明示について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

地方自治体が売買、貸借、請負その他の契約を行う場合、原則として一般競争入札に

より行うが、例外として指名競争入札または随意契約等が認められている（地方自治法

第 234条第１項第２項）。 

随意契約は例外的な契約方法であるため、地方自治法施行令に定める場合に該当する

ときに限り選択できる。具体的には、予定価格が一定金額未満であるとき（地方自治法

施行令第 167条の２第１項第１号）や、契約の性質または目的が競争入札に適しないも

のをするとき（同条項第２号）等に該当する場合が挙げられる。 

また、福岡市契約事務規則では、随意契約ができる予定価格が契約の種類ごとに定め

られており、例えば、委託契約の場合は 100万円以下となる（福岡市契約事務規則第

22条第６号）。 

【契約の締結方法】 

（契約の締結）  

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は

せり売りの方法により締結するものとする。  

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、こ

れによることができる。 

（以下省略） 

※出所「地方自治法」 

【随意契約ができる事例】 

（随意契約）  

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる

場合は、次に掲げる場合とする。 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額

又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通

地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。  

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入

に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しない

ものをするとき。 

（以下省略）  

※出所「地方自治法施行令」 
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【金額基準による随意契約の内容】 

（随意契約ができる予定価格の額） 

第 22条 令第 167 条の 2第 1項第 1号に規定する予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類

ごとに当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 工事又は製造の請負 250万円 

(2) 財産の買入れ 160万円 

(3) 物件の借入れ 80万円 

(4) 財産の売払い 50万円 

(5) 物件の貸付け 30万円 

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 

※出所「福岡市契約事務規則」 

 

随意契約は、前述のとおり例外的な契約方法であるため、競争入札を採用しない理由

を随意契約業者選定伺等で明確にする必要がある。 

しかし、市民局防災・危機管理部において平成 25年度になされた随意契約による業

務委託契約を全件検証した結果、予定価格が 100万円を超えているもののなかに、競争

入札でない理由が随意契約業者選定伺等において明確に記載されていないものがあっ

た。その契約の概要は次のとおりである。 

【競争入札でない理由が不明確な事例①】 

契約件名 福岡市土砂災害ハザードマップ作成、避難対策検討業務委託 

予定価格 12,394,200 円 

契約金額 8,032,500 円 

見積業者数 ７者 

契約方法 随意契約（地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号） 

＜その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき＞ 

業者選定理由 委託内容に関連する業種の事業者を抽出し、委託内容の実績調査を行い、委

託内容の実績が多い経験豊富な業者を選定。 

※出所「業務委託契約書」「委託随意契約伺」「随意契約業者選定伺」を基に監査人作成 

 

【競争入札でない理由が不明確な事例②】 

契約件名 福岡市津波・高潮ハザードマップ作成、避難対策検討業務委託 

予定価格 13,618,500 円 

契約金額 12,579,000 円 

見積業者数 ９者 

契約方法 随意契約（地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号） 

＜その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき＞ 

業者選定理由 委託内容に関連する業種の事業者を抽出し、委託内容の実績調査を行い、委

託内容の実績が多い経験豊富な業者を選定。 

※出所「業務委託契約書」「委託随意契約伺」「随意契約業者選定伺」を基に監査人作成 
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【競争入札でない理由が不明確な事例③】 

契約件名 福岡市業務継続計画（震災対策編）検討業務委託 

予定価格 5,749,522 円 

契約金額 3,990,000 円 

見積業者数 ６者（うち１者辞退） 

契約方法 随意契約（地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号） 

＜その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき＞ 

業者選定理由 委託内容に関連する業種の事業者を抽出し、委託内容の実績調査に基づき、

経験豊富な業者を選定。 

※出所「業務委託契約書」「委託随意契約伺」「随意契約業者選定伺」を基に監査人作成 

 

これらの契約は、いずれも随意契約を実施する根拠として、その性質又は目的が競争

入札に適しないことを理由に、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号によるもの

としている。しかし、なぜ契約の性質または目的が競争入札に適しないものであるか、

その理由が委託随意契約伺や随意契約業者選定伺に記載されていない。 

そこで、これらの契約について、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号を根拠

としている理由（契約の性質または目的が競争入札に適しない理由）を市民局防災・危

機管理部に確認したところ、次のような回答を得た。 

しかし、見積書を徴した業者の選定理由について、事業者の抽出過程や委託内容の実

績調査の方法及び結果について、委託随意契約伺や随意契約業者選定伺には記載されて

いなかった。 

【契約の性質または目的が競争入札に適しない理由】 

契約名称 回答 

福岡市土砂災害ハザードマップ 

作成、避難対策検討業務委託 

両委託契約は、当課で事前に実績調査を実施し、過去に

同様の業務実績を有する事業者で構成したリストを基に複

数者見積あわせを行っており、市の場合、契約課が作成し

た登録業者名簿に依らない、独自の実績調査等により作成

した業者リストを基に契約を行う場合の取扱いは、設計額

に関わらず随意契約で行うこととなっている。 

両業務の委託契約については、それぞれハザードマップ

の作成と合わせて避難対策の検討を行うものであり、業者

選定にあたっては、同様の業務実績を十分有していること

が当該業務の目的を達成するために必要であると考えた。 

しかし、競争入札では価格競争において、当課が求める

業務実績のほとんどない事業者による落札の可能性が多分

にあるため、両委託契約の目的が競争入札によって達成し

えないおそれがある（適しない）と判断した。 

福岡市津波・高潮ハザードマップ 

作成、避難対策検討業務委託 

福岡市業務継続計画（震災対策編） 

検討業務委託 

当契約の業者選定については、業務実績を十分有してい

ることが当該業務の目的を達成するために必要となる。そ

のため、委託内容に関連する事業者を抽出し、委託内容の

実績調査に基づき、経験豊富な業者を選定した。競争入札

では、価格競争において、当課が求める業務実績に対応で

きない事業者による落札の可能性があるため、随意契約（見

積り合わせ）を行った。 

※出所 市の回答を基に監査人作成 
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【課題】 

【現状】に記載した市民局防災・危機管理部からの回答は、地方自治法施行令第 167

条の２第１項第２号を根拠としている理由（契約の性質または目的が競争入札に適しな

い理由）として、実施する事業に特殊性があり業務の品質を確保するという観点から、

一定の合理性は認められる。 

しかし、これらの内容は、随意契約業者選定伺等の決裁文書には記載がなく、契約の

性質または目的が競争入札に適しない理由が文書化されていない。 

 

【改善案】 

本来、随意契約は、適切な競争により業者が決定されているかという競争性、特定の

業者に不当に利益がもたらされることがないかという公平性、業者選定の手続が明確で

あり必要な情報が公表されているかという透明性に課題のある契約方式である。 

このため、市民局防災・危機管理課は、随意契約の特殊性を踏まえ、業者との契約行

為について、原則として競争入札により行うこととし、随意契約による場合であっても

随意契約の方法によった理由並びに業者選定の理由及び課程について文書化を行い、明

確にすることが望まれる。 

また、競争性を確保した上で、業務の品質を確保する観点からは、公募型プロポーザ

ル方式による業者の選定を検討する余地もあると考えられる。 
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②（意見）低価格入札における業務実施可能性の検討及び文書化について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課、 

消防局総務部管理課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市消防局総務部管理課及び市民局防災・危機管理部における平成 25年度の業務委託

契約を全件検証した結果、予定価格に対する契約価格の比率が低いと考えられるものが

見受けられた。 

市消防局における平成 25年度「消防学校外 43か所点検業務委託」の指名競争入札に

ついて、予定価格が 4,664千円であるのに対し、落札金額は 1,417千円であり、落札率

は約 30％である。 

市民局防災・危機管理部における平成 25年度「福岡市土砂災害ハザードマップ作成、

避難対策検討業務委託」の随意契約について、予定価格 14,070千円であるのに対し、

契約金額は 8,032 千円であり、落札率は約 57％である。 

また、平成 25年度「福岡市業務継続計画（震災対策編）検討業務委託」の随意契約

について、予定価格 5,749千円であるのに対し、契約金額は 3,990千円であり、落札率

は約 69％である。 

【予定価格及び契約価格並びにその比率】 

契約件名 所管部局 契約方法 
予定価格 

① 

契約価格 

② 

比率 

（②÷①） 

消防学校外 43か所点検

業務委託 

市消防局総

務部管理課 
指名競争入札 4,664千円 1,417 千円 約 30％ 

福岡市土砂災害ハザード

マップ作成、避難対策検

討業務委託 

市民局防

災・危機管

理部 

随意契約 14,070千円 8,032 千円 約 57％ 

福岡市業務継続計画（震

災対策編）検討業務委託 

市民局防

災・危機管

理部 

随意契約 5,749千円 3,990 千円 約 69％ 

※出所「業務委託契約書」「予定価格」を基に監査人作成 

 

市消防局総務部管理課及び市民局防災・危機管理部は、これらの委託業務がこのよう

な低価格で仕様のとおりに実施可能かについて、契約締結前に、落札業者へのヒアリン

グや積算見積の検討などを行っていない。 

 

【課題】 

予定価格と比べて大幅に低い金額で落札した場合、受託した業者の業務実施に係る品

質に問題がある可能性がある。このため、契約締結前に、業務の実施可能性について検

討及び文書化を行っていないと、仮に委託業務が仕様のとおりに実施できなかった場合、

その契約が妥当であったか問題となる可能性があり、市民に対する説明責任を果たせな

くなる。 

また、国土交通省「低価格入札に対する対応について」によれば、低価格入札の問題

点について次のように述べている。 
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【低価格入札の問題点】 

いわゆるダンピング受注は、工事の質の低下を招くだけでなく、下請企業・労働者へのしわ寄せ

や安全管理の不徹底を招き、建設業の健全な発展を阻害するものであることから、根本的には、価

格だけでなく、技術や品質を含めた評価の下で健全な競争が行われるよう、入札契約方式の改革を

促進することが必要である（以下略） 

※出所 国土交通省ホームページ 中央建設業審議会資料「低価格入札に対する対応について」 

 

【改善案】 

市は、前述の委託業務の完了後、成果物等の検証により、業務が仕様のとおりに実施

されたことを確認しており、これらの委託業務については結果的に問題なかったといえ

る。 

しかし、事後的にではなく事前に契約の妥当性を担保するために、契約締結前に落札

業者へのヒアリングや積算見積の検討などを実施することにより、委託業務が実施可能

であることを確認するとともに、文書化を行うことが望まれる。 
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③（意見）長期継続契約の契約方法について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 財政局財政部契約監理課 

 

【現状】 

市民局防災・危機管理部では、福岡市長期継続契約要綱運用指針に基づき、以下の賃

貸借契約を締結している。 

【契約内容】 

契約件名 パーソナルコンピュータ賃貸借契約 

履行場所 福岡市民局生活安全・危機対策部防災・危機管理課 

（現：福岡市民局防災・危機管理部防災・危機管理課） 

履行期間 平成 22年３月１日から平成 27年２月 28日まで（60か月） 

委託先 Ａ株式会社 

予定価格 61,845円/月額（予定価格は税抜き額である。）  

契約金額 56,910円/月額（税込み）、54,200 円/月額（税抜き） 

契約総額 3,414,600 円（税込み）、3,252,000 円（税抜き） 

契約方法 随意契約（福岡市契約事務規則第 22第３号） 

＜物件の借入れについて、予定価格が 80万円未満のとき＞ 

※出所「賃貸借契約書」を基に監査人作成 

 

本契約は随意契約により実施されている。随意契約による理由として、「随意契約伺」

では、福岡市契約事務規則第 22条第３号によるとされており、同条によれば物件の借

入れの予定価格が 80万円未満であれば随意契約が可能である。 

【福岡市契約事務規則】（下線は監査人が追加） 

（ 随意契約ができる予定価格の額） 

第22条 令第167条の２第１項第１号に規定する予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類ごとに

当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 工事又は製造の請負 250万円 

（２） 財産の買入れ 160万円 

（３） 物件の借入れ 80万円 

（４） 財産の売払い 50万円 

（５） 物件の貸付け 30万円 

（６） 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 

※出所「福岡市契約事務規則」 

 

福岡市長期継続契約要綱運用指針によれば、福岡市契約事務規則第 22条を適用する

場合に判定する予定価格の額は、物品の賃貸借契約で予定価格を月額で設定している案

件については 12月分の金額相当分として取り扱うとされている。 

本契約はこれに該当し予定価格を月額で設定しているため、契約期間（60か月）に

おける契約総額は税込みで 341万円となり 80万円を超えているものの、予定価格の 12

月分は 68万円（56,910円/月×12月＝68万円）となり 80万円未満となることから随

意契約としている。 
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【福岡市長期継続契約要綱運用指針】 

5.入札・契約事務等 

（２）入札等の執行について 

入札書等に記載する金額は、履行期間（契約期間）に見積もる総額の 108 分の 100を契約期間

で除し、原則、物品の賃貸借契約は月額で、委託契約では年額で入札等を行う。 

（３）予定価格の設定について 

予定価格の設定については、物品の賃貸借契約については月額、委託契約については年額を基

準に設定するもの。 

（４）契約方法について 

福岡市契約事務規則（以下、「規則」という。）第 22条で定める予定価格の額については、物

品の賃貸借契約で予定価格を月額で設定している案件は12月分の金額相当分として取り扱う。 

従って、予定価格の年額相当分が規則第 22条各号で定める金額を超えるときは、入札を執行

することとなる。 

※出所「福岡市長期継続契約要綱運用指針」 

 

【課題】 

【現状】に記載のとおり、福岡市長期継続契約要綱運用指針において、物品の賃貸借

契約で予定価格を月額で設定している案件については、随意契約の判定は 12月分の金

額相当分で行うとされている。このような取扱いをしている理由について、市財政局財

政部契約監理課に対して質問を行ったところ、予算単年度主義に基づき、随意契約の判

定にあたっては複数年にわたるような長期継続契約であっても１年分、すなわち 12月

分の金額相当分で判定するとしているとのことである。 

しかし、仮に本契約物件につき賃貸借契約ではなく購入するとした場合に契約総額で

随意契約が可能か判断すると、本契約物件の契約総額は 341万円であり、福岡市契約事

務規則第 22条第２号物件の買い入れ 160万円を越えているため随意契約とはならず原

則として競争入札となる。 

賃貸借契約と購入では支払期間が長期にわたるか否かという違いは有るが、市が賃借

物件の経済的利益を実質的に享受するという意味では経済的実態は同じである。 

随意契約は、適切な競争により業者が決定されているかという競争性、特定の業者に

不当に利益がもたらされることがないかという公平性、業者選定の手続が明確であり必

要な情報が公表されているかという透明性に課題のある契約方式である。 

したがって、長期継続契約の賃貸借契約について、随意契約の判定を 12月分の金額

相当分で行うという取扱いは、公正性、競争性、透明性が確保されないといった観点か

ら望ましくない。 

 

【改善案】 

経済的実態が同じであれば、購入又は賃貸借契約のいずれであっても契約方式は同じ

であることが望ましい。このため、長期継続契約の賃貸借契約は 12月分の金額相当額

ではなく、契約総額で判定することが望ましい。 

他自治体では、登録業者に対して、長期継続契約を行うことにより契約金額が増加し、

契約方式の変更が発生する可能性があることを注意喚起している例がある。これは随意

契約が可能かどうかの判断を契約総額で行うことを前提としていると考えられる。 

 



141 

【長期継続契約拡大のお知らせ】（下線は監査人が追加）＜登録事業者の方への留意事項＞ 

 これまで単年度ごとに締結していた上記の契約については、今後、3～5年度分をまとめて締結でき

るようになりますが、これに伴い、契約金額も増加することから、随意契約や見積り合わせを行って

いたものが競争入札を行うようになる場合があります。 

また、競争入札を行うに当たっては、複数年度にわたる契約の見積期間や、入札から履行開始まで

の準備期間を考慮して、入札等を従来よりも早い時期に行う場合がありますので、入札に指名をされ

た事業者の方は、御承知おきください。 

 なお、長期継続契約は、「各年度の予算の範囲内で給付を受けることを条件として、複数年度にわ

たる契約を締結する」という法律上の制約により、いったん契約を締結しても、その後にその予算が

削除又は縮減された場合には、契約を解除又は変更する可能性があるものですので、このことについ

ても御承知おき願います。 

※出所「いわき市ホームページ」 
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（４）財産管理について 

＜発見事項＞ 

①（結果）備品現在高一覧表等と備品の現物との確認について 

監査対象部局名 消防局東消防署警備課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

福岡市会計規則では、備品現在高一覧表及び重要物品現在高一覧表（以下「備品現在

高一覧表等」という。）の確認について次のように定めている。 

【備品現在高一覧等の確認の実施について】 

(備品現在高一覧表) 

第 127条 会計管理者は、備品の出納記録により、9月 30日及び 3月 31日現在における備品現

在高一覧表を作成し、その一部を当該備品に係る物品出納員又は区物品出納員に送付しなけれ

ばならない。 

2 前項により送付を受けた物品出納員又は区物品出納員は、その確認を行わなければならな

い。 

3 会計管理者は、第 1項の備品現在高一覧表をその作成日の属する月の翌月の末日までに市長

に提出しなければならない。 

 

(重要物品現在高一覧表) 

第 128条 会計管理者は、重要物品の出納記録により、年度末現在における重要物品現在高一覧

表を作成し、その一部を当該重要物品に係る物品出納員又は区物品出納員に送付しなければな

らない。 

※出所「福岡市会計規則」 

 

会計管理者（会計室会計管理課所管）は、当該規定に基づき、年に２回、各部局に備

品現在高一覧表等を送付し、各部局において財務会計システムから備品ごとに「所属」

「名称」「品名」「備品企画」「設置場所」等が記載された明細（以下、「備品リスト」と

いう。）を出力のうえ、備品の現物との確認を行うよう求めている。 

【備品現在高一覧表等の概要】 

 

備品現在高一覧表 

区分 
前年度繰越 

本年度異動 
現在高 

増 減 差 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 

           

           

合計           
 

※出所「備品現在高一覧表」を基に監査人作成 

 

 

 



143 

【備品リストの概要】 

 

備品リスト 

所属名称 小分類 備品品名 備品規格 設置場所 数量 金額 取得日 

        

        
 

※出所「備品リスト」を基に監査人作成 

 

市消防局東消防署において、備品現在高一覧表等における本年度異動（増加及び減少）

の金額と備品リストにおける当期増加分の整合性を確認しているが、過年度に取得した

備品も含めた現物と備品リストとの照合確認については実施していなかった。 

福岡市会計規則に規定しているとおり、定期的（年に２回）に備品の現物との確認を

実施しないと、財務会計システムへの登録が漏れていても、それに気が付かないおそれ

がある。登録が漏れた場合、現物は使用しているのに備品リストに記載がされていない

状態になり、物品の管理及び責任の所在等が不明確となる。また、登録が適切に行われ

たとしても、万が一備品の現物が紛失または盗難されても気付かない可能性がある。 

実際、市消防局東消防署では、登録処理が漏れていても長期間（２年以上）気付かな

いケースがあった。 

市消防局東消防署において備品現在高一覧表等及び財務会計システムから出力した

備品リストを査閲したところ、平成 22年度（平成 23年３月 11日）に購入した貨物自

動車２台について、平成 25 年度中の増加として処理されていた。 

これは当該貨物自動車２台について、市消防局総務部管理課で購入後、市消防局東消

防署へ払出し処理を行い、本来であれば市消防局東消防署において払出し処理後に速や

かに登録処理すべきところ、当該登録処理が漏れていたため、平成 25 年度に登録した

とのことであった。 

しかし、市消防局東消防署では、備品リストと備品の現物との確認は特に行ってはお

らず、その結果、適時に登録漏れに気付くことができなかった。 

 

【指摘事項】 

前述のとおり、定期的（年に２回）に備品リストと備品の現物との確認を実施しない

と、財務会計システムへの登録漏れに気付かないリスクや現物の紛失または盗難に気付

かないリスク等が発生する可能性がある。 

これらのリスクを回避するために、福岡市会計規則に従い、備品現在高一覧表等及び

財務会計システムから出力した備品リストは、定期的に備品の現物と確認する必要があ

る。 
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②（意見）消防署における改修を要する機器、設備等の把握について 

監査対象部局名 消防局総務部管理課、各消防署 

関連部局名 － 

 

【現状】 

各消防署では、改修の必要がある機器や設備等が発見された場合、消防局総務部管理

課へ改修依頼書を提出し、依頼を行っている。これを受けて消防局総務部管理課は、改

修の緊急度を判断し優先順位が高いと考えられるものから随時、修繕等の対応を行って

いる。 

ただし、出動指令や訓練時の安全確保に係るような緊急度の高い改修依頼については、

電話連絡等を行い、早急な対応を図ることとしており、併せて、他の消防署へも同様の

設備等について改修の必要がないか状況確認の通知を出している。 

次に、施設の状況把握に関しては、建築基準法に定められた、業者委託による建築物

定期点検（年１回）を実施している。また、消防局総務部管理課によれば、各消防署の

庁舎管理を所管する予防課職員によって日常的な点検を行っており、これを補完するた

め、消防局総務部管理課職員が各種用務で各消防署に出向いた際に改修が必要なものが

ないか併せて点検を行っているとのことである。 

しかし、職員による点検に関しては、点検項目のチェックリストが整備されておらず、

実施した点検結果に関する書類も保管されていない。 

 

【課題】 

各消防署予防課及び消防局総務部管理課の点検では、担当職員の視点を画一化できる

点検項目チェックリストが整備されておらず、点検を行う担当者間でチェック項目にば

らつきが生じる可能性がある。 

 

【改善案】 

点検項目チェックリストを作成し、これを用いて定期的に点検することで、機器や設

備等の点検を行う担当者の経験年数に関わらず、一定の水準を保持した点検が可能とな

る。 

なお、非常備設備については、消防分団車庫・格納庫一覧表にて、下記のような調査

表を用いて点検を行っている。点検項目チェックリストのメリットを理解し、常備設備

についても非常備設備のように点検項目チェックリストを整備し実施することが望ま

しい。 

【消防分団車庫・格納庫一覧表】 

H25年度調査表 

ホース乾燥台の状態 シャッターの

状況 

階段の状況 塗装状況 その他の 

状況 腐食状況 下からの操作のみ

で可能かどうか 

※出所「消防分団車庫・格納庫一覧表」 
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③（意見）消防署備品に係る棚卸実施要領等の整備運用について 

監査対象部局名 消防局各消防署 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市は、福岡市会計規則において、備品現在高一覧表の送付を受けた物品出納員又は区

物品出納員は、その確認を行わなければならないと定めている。 

このため市消防局各消防署においては、９月 30日及び３月 31日に各消防署保有の備

品現在高を確認する必要があるが、確認の実施状況は下表のとおりであり、消防署間で

差異が生じている。なお、確認を実施している消防署においては、備品の現物確認のた

めに棚卸を実施しているが、棚卸の実施記録は残っておらず、棚卸実施に係るマニュア

ルもないとのことである。 

【会計規則】 

(備品現在高一覧表) 

第 127条 会計管理者は、備品の出納記録により、9月 30日及び 3月 31日現在における備品現在高

一覧表を作成し、その一部を当該備品に係る物品出納員又は区物品出納員に送付しなければなら

ない。 

２ 前項により送付を受けた物品出納員又は区物品出納員は、その確認を行わなければならない。 

３ 会計管理者は、第１項の備品現在高一覧表をその作成日の属する月の翌月の末日までに市長に

提出しなければならない。 

※出所「福岡市会計規則」 

 

【各消防署での備品現在高一覧表の確認状況】 

署名称 備品現在高一覧表の確認状況 

東 備品現在高一覧表等と備品リストにて、当該年度の増加及び減少した内容を書面上確認

しているが、過年度に取得したものも含め現物の確認は実施していない。棚卸マニュア

ルの整備もない。 

博多 半期ごとに備品現在高一覧表と現物の確認のために棚卸を実施しているが、証跡は残し

ていない。棚卸マニュアルの整備もない。 

中央 半期ごとに備品現在高一覧表と現物の確認のために棚卸を実施しているが、証跡は残し

ていない。棚卸マニュアルの整備もない。 

南 半期ごとに備品現在高一覧表と現物の確認のために棚卸を実施しているが、証跡は残し

ていない。棚卸マニュアルの整備もない。 

早良 半期ごとに備品現在高一覧表と現物の確認のために棚卸を実施しているが、証跡は残し

ていない。棚卸マニュアルの整備もない。 

城南 半期ごとに備品現在高一覧表と現物の確認のために棚卸を実施しているが、証跡は残し

ていない。棚卸マニュアルの整備もない。 

西 半期ごとに備品現在高一覧表と現物の確認のために棚卸を実施しているが、証跡は残し

ていない。棚卸マニュアルの整備もない。 

 

【課題】 

備品の現物の確認を行っていない消防署に対する意見は結果①のとおりであるが、確

認のために棚卸を行っている消防署においても、棚卸を実施したことの証跡等の記録が

http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000313.html#e000003086
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000313.html#e000003086
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残されていない。このため、実施した現物確認の実施結果について、その内容を確かめ

適切な実施が行われているか検証ができなかった。 

また、棚卸に関する実施マニュアル等の整備はされておらず、棚卸を行う担当者によ

って備品のカウント方法等の棚卸の実施方法に差異が生じる可能性があるため、各消防

署において一定水準以上の効果的な棚卸の実施という点では課題があると考えられる。

さらに、棚卸の実施方法について、具体化かつ明確化がされていないと無駄な作業等が

発生する可能性があり、棚卸が効率的に実施できず、業務の省力化が図れないおそれが

ある。 

 

【改善案】 

棚卸の趣旨を理解し、効果的かつ効率的に棚卸を実施するためには、棚卸手順等を明

文化した下記のような棚卸実施要領等を作成し、それにしたがって棚卸を実施すること

が望まれる。 

また、実施した現物確認の手続について、実効性を確保し、かつ透明性を担保するた

めに実施した証跡等の記録を残すことが望ましいと考えられる。 

これにより、誰が実施しても一定水準以上の効果的な棚卸が実施可能となり、また、

無駄な作業も省くことができるため、業務の効率化を図ることも可能となる。 

【棚卸実施要領例】 

棚卸実施要領（例） 

1. 棚卸しの目的 

・・・・を目的とする。 

2. 棚卸実施日 

毎月末日とする。ただし、休日の場合は前日とする。 

3. 棚卸対象品 

当日所有、または保全する全資産を対象とする。 

4. 棚卸表の作成 

棚卸表の作成は次のとおりとする。 

(ｱ) 棚卸表 

(ｲ) 棚番号票 

(ｳ) ・・・・・ 

5. 棚卸しの準備 

(ｱ) 準備 

(ｲ) 倉庫の整理整頓 

(ｳ) ・・・・・ 

6. 棚卸実施日の棚卸方法 

(ｱ) 緊急入出庫の取扱い 

(ｲ) 実地棚卸の方法 

(ｳ) ・・・・・ 

7. 整理・集計 

(ｱ) 棚卸の回収 

(ｲ) 台帳への記載 

(ｳ) ・・・・・ 
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④（意見）備蓄資機材の適正保有量の見直し及び棚卸実施要領等の整備運用について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

  市民局防災・危機管理部では、災害等の有事の際に使用する食糧、資機材等の備蓄及

び施設の設置等防災対策を推進する目的で、市内に防災倉庫を設置し、運用している。  

  防災倉庫の沿革及び、防災倉庫の概要は次のとおりである。 

【防災倉庫の沿革】 

1.平成 14年３月 12日 福岡地所（株）と防災倉庫寄付について覚書を締結。 

2.平成 15年 10月 31日 （株）呉服町ビジネスセンタービルへ所有権移転に伴い、市・福岡地

所（株）および（株）呉服町ビジネスセンタービルの３者間で平成 14

年３月 12日の覚書の履行等について、覚書を締結。 

3.平成 15年 10月 31日 市と（株）呉服町ビジネスセンタービル間で防災倉庫に関わる引渡し

等について協定書を締結。 

4.平成 15年 12月 15日 住友信託銀行（株）へ呉服町ビジネスセンターの所有権が移転したた

め、市・（株）呉服町ビジネスセンタービルおよび住友信託銀行（株）

の３者間で協定書の履行について覚書を締結。 

5.平成 24年７月 23日 4,5において締結した協定書及び覚書について社名及び印鑑変更及び

協定書第９条２の一部変更合意書を締結。 

※出所「防災倉庫について」 

 

【防災倉庫の概要】 

所在地 福岡市博多区上呉服町 10番 10号 地下１階 

規模 延面積 1,048.04 平方メートル（317.03 坪） 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート 

※出所「㈱呉服町ビジネスセンタービル間で防災倉庫に関わる引渡し等に関する協定書」を基に監査人作成 

 

また、平成 26年８月末日現在で、市が防災倉庫にて保管している備蓄資機材は次のと

おりである。市民局防災・危機管理部が保管する備蓄資機材のほか、各局区等が保管す

る備蓄資機材もある。 

【防災倉庫における備蓄資機材一覧（抜粋）】 

物資名 単位 箱数 合計 管理部局 

五目飯 50食 10 500 市民局 

災害時要援護者支援ハンドブック 240冊 27 6,480 市民局 

災害時要援護者支援ハンドブック 80冊 1 80 市民局 

ヘルメット 1個 100 100 市民局 

パン缶詰 24缶 16 384 市民局 

白粥 50袋 8 400 市民局 

白粥 10袋 2 20 市民局 

保存水 24本 21 504 市民局 

乾パン 24缶 10 240 市民局 

サージカルガウンセット（ゴーグル） 30個 256 7680 保健福祉局 

Ｎ９５マスク 83個 80 6640 保健福祉局 

３３４ＡＦゴーグル 35個 32 1120 保健福祉局 

ウルトラサージカルガウン 60枚 163 9780 保健福祉局 
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物資名 単位 箱数 合計 管理部局 

クリーンガード（ブーツカバー） 200枚 100 20000 保健福祉局 

クリーンガード（ＹＫズボン） 24着 67 1608 保健福祉局 

ルームエアコン（室外機付き） 1台 7 7 保健福祉局 

枕 1個 80 80 保健福祉局 

敷き布団 1枚 98 98 保健福祉局 

掛け布団 1枚 37 37 保健福祉局 

トラロープ（１００ｍ） 5本 20 100 保健福祉局 

トラロープ（２００ｍ） 3本 14 42 保健福祉局 

トラロープ（２００ｍ） 5本 9 45 保健福祉局 

防水シート 10枚 20 200 保健福祉局 

アルミマット 12枚 14 168 保健福祉局 

車いす（アイソレーター付き） 1台 5 5 保健福祉局 

炊き出し用大鍋 1セット 1 1 保健福祉局 

ポリバケツ（大） 1個 9 9 保健福祉局 

ポリバケツ（中） 1個 6 6 保健福祉局 

長机 1台 24 24 保健福祉局 

パイプいす 1脚 31 31 保健福祉局 

エアテント（大） 1梁 8 8 保健福祉局 

エアテント（小） 1梁 7 7 保健福祉局 

多目的空気清浄機 1台 7 7 保健福祉局 

発電機（２．２ｋｗ） 1台 7 7 保健福祉局 

電搭エアコン用架台 1台 12 12 保健福祉局 

ミカン箱 1箱 70 70 保健福祉局 

サージカルマスク 1000枚 30 30000 保健福祉局 

マイペット（住宅用液体洗剤） 30本 6 180 保健福祉局 

オムツ 30枚 8 240 保健福祉局 

マスク（Ｎ９５） 240枚 8 1920 保健福祉局 

ブファンキャップ（未滅菌） 500枚 20 10000 保健福祉局 

感染防護具 50セット 7 350 保健福祉局 

災害用毛布 10枚 20 200 保健福祉局 

電気ポット 1台 20 20 保健福祉局 

オムツ 54枚 35 1890 保健福祉局 

ハイター（漂白剤） 24本 5 120 消防局（救急課） 

ハイター（漂白剤） 1本 40 40 消防局（救急課） 

キューマスク 600個 12 7200 消防局（救急課） 

足カバー 100枚 20 2000 消防局（救急課） 

Ｎ９５マスク 240枚 4 960 消防局（救急課） 

感染防止着 1着 80 80 消防局（救急課） 

エタノール（消毒液） 20本 6 120 消防局（救急課） 

消毒剤 10個 5 50 消防局（救急課） 

タオルケット 1枚 100 100 消防局（救急課） 

ゴム手袋 100枚 14 1400 消防局（救急課） 

バケツリレー用バケツ 1個 120 120 消防局（各課） 

災害用毛布（一部東区役所分） 3枚 22 66 博多区役所 

毛布 1枚 1232 1232 博多区役所 

パレット（推定 110cm×110cm） 1枚 18 18 博多区役所 

土のう 1体 2835 2835 博多区役所 

災害救助用毛布 10枚 95 950 日本赤十字社 

毛布 1枚 270 270 日本赤十字社 

山笠資材 1式 その他 

フォークリフト 1台 1 1 その他 

（注）平成 26年８月 31日現在 

※出所「市提出資料」 
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市民局防災・危機管理部では、大規模災害発生直後における対応に備え、食料・水及

び簡易トイレを備蓄している。これらの備蓄数は、福岡県が公表している警固断層直下

型地震の想定避難者数約 25,000人を基に算定されており、食料・水については、想定避

難者数の半数である約 12,500人の３食分にあたる 37,500食分を備蓄することとしてい

る。また、備蓄場所については、各避難所への迅速な対応や備蓄の１か所集中による被

災危険を低減するため、防災倉庫のほか公民館等に分散して備蓄することとしており、

平成 26年３月末時点で防災倉庫にはパンの缶詰 696食分，非常用保存水 840本を保管し

ている。 

防災倉庫における備蓄資機材の棚卸管理は、市民局防災・危機管理部が主体となって

実施している。具体的には、市民局防災・危機管理部で保有する備蓄資機材のほか、各

局区等が保管している備蓄資機材もあることから、市民局防災・危機管理部は年度当初

に前年度の一覧表を関係所管課に送付し、年度当初の所持備蓄数に時点修正させている。

また、備蓄資機材については月次で職員による目視の確認が行われているとのことであ

る。  

 

【課題】 

市民局防災・危機管理部では、大規模災害発生直後における対応の備えとして、想定

避難者数約25,000人の半数である約12,500人の３食分としている。 

一般的に、大規模災害時には、発災から３日間程度は被災地以外からの支援が行き届

かず、被災地のニーズの的確な把握が困難な状況が続くことが想定される。このため、

一般的な保有量の目安と比較する限り、市民局防災・危機管理部の保有量は緊急時に必

要な最低限の量としては少ないと考えられる。 

また、備蓄資機材について、適切な数量が保管されているか確認するために棚卸が実

施されているが、棚卸実施要領等はない。このため、消費期限がある食料品や飲料品に

ついての取扱い、廃棄物がある場合の取扱いなどの取り決めがない。 

また、災害発生時等で実際に備蓄資機材を活用する必要性が生じた場合に、備蓄資機

材の保管状況によっては直ちに使用できないものや消費期限が到来した食品等があれば、

これらの備蓄資機材を活用できない状況となり、市民に多大な影響を及ぼす可能性があ

る。 

 

【改善案】 

防災倉庫で保管する備蓄資機材の保有量については平成26年3月に策定された福岡県

の備蓄計画を踏まえ、今後、市民局防災・危機管理部としても備蓄計画を作成していく

中で、関係局と調整しながら検討していくとのことである。このため、保有量の検討に

当たっては、大規模災害発生の対応の備えとして一般的な保有量の目安と比較して適正

な保有量を見直すことが望ましい。 

また、備蓄資機材を備蓄する目的、内容、数量及び金額から考えて、市民にとって重

要性があることから、市は備蓄資機材を適切に管理する必要がある。 

市は備蓄資機材をいつでも使用できる状態にし、実際に活用する必要性が生じた場合

に迅速かつ十分な対応ができるよう、棚卸手順等を明文化した下記のような項目が記載

されている棚卸実施要領等を作成し、それに従って棚卸を実施することが望まれる。 

さらに、実施した現物確認の手続について、実効性を確保し、かつ透明性を担保する

ために実施した証跡等の記録を残すことが望ましいと考えられる。 
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これにより、誰が実施しても一定水準以上の効果的な棚卸が実施可能となり、また、

無駄な作業も省くことができるため、業務の効率化を図ることも可能となる。 

【棚卸実施要領例】 

棚卸実施要領（例） 

8. 棚卸しの目的 

・・・・を目的とする。 

9. 棚卸実施日 

毎月末日とする。ただし、休日の場合は前日とする。 

10. 棚卸対象品 

当日所有、または保全する全資産を対象とする。 

11. 棚卸表の作成 

棚卸表の作成は次のとおりとする。 

(ｱ) 棚卸表 

(ｲ) 棚番号票 

(ｳ) ・・・・・ 

12. 棚卸しの準備 

(ｱ) 準備 

(ｲ) 倉庫の整理整頓 

(ｳ) ・・・・・ 

13. 棚卸実施日の棚卸方法 

(ｴ) 緊急入出庫の取扱い 

(ｱ) 実地棚卸の方法 

(ｲ) ・・・・・ 

14. 整理・集計 

(ｱ) 棚卸の回収 

(ｲ) 台帳への記載 

(ｳ) ・・・・・ 
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⑤（意見）固定資産台帳の整備について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課、 

消防局総務部管理課 

関連部局名 － 

 

【現状及び課題】 

市では、総務省より示されている「総務省方式改訂モデル」を採用し、資産・負債を

適正に管理していくことを目的として、平成 20年度決算から新公会計制度に基づく財

務書類として、「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算

書」の４表を普通会計及び連結会計で作成している。 

しかし、現在の新地方公会計制度に基づく財務書類は、基準モデルや総務省方式改訂

モデルといった複数のモデルが存在したため、各団体間の比較ができないなどの課題が

ある。 

そのため、総務省は各地方自治体に対して、平成 26年４月に「今後の新地方公会計

の推進に関する研究会報告書」を公表し、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提

とした財務書類の作成に関する統一的な基準を示したところである。また、総務省は平

成 26年５月に「今後の地方公会計の整備促進について」を公表し、原則として平成 27

年度から平成 29年度までの３年間で全ての地方公共団体において当該新基準による財

務書類を作成するよう要請する予定であることを通知し、また固定資産台帳の整備を進

めることを示している。 

今後の地方公会計の整備促進に係る具体的な内容は次のとおりである。 

【今後の地方公会計の整備促進について】 

 

※出所「総務省公表 今後の新地方公会計の整備促進について別紙 2」 

  

市は保有している建物・土地等のストック情報を管理するために、地方自治法で定め

られている公有財産台帳を整備しているところである。固定資産台帳と公有財産台帳は

明確に異なるものと位置づけられるものであり、固定資産台帳の整備が求められるとこ

ろである。市では、固定資産台帳の整備等へ向け、本業務の所管部署である財政局財産

有効活用部財産活用課が、庁内の体制整備に着手している。 
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公有財産台帳と固定資産台帳の相違点として総務省が公表しているものは次のとお

りである。 

【固定資産台帳と公有財産台帳の主な相違点】 

 公有財産台帳 固定資産台帳 

管理の主眼 財産の保全、維持、使用、収益等

を通じた現物管理 

会計と連動した現物監理 

対象資産の範囲 建物・土地・備品等が中心（道路、

河川など同台帳上の整備されてい

ない資産もある） 

全ての資産 

資本的支出と修繕費 明確な区分なし 区分あり 

付随費用 明確な区分なし 区分あり 

金額情報 なし（原則） あり 

減価償却 なし あり 

※出所「総務省公表 資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」 

 

【改善案】 

市では今後、高齢化社会となり、税収減少の時代が遠からず到来すると予想される。

そのような状況の中で公共施設の全てを更新していくことは難しいため、コストや地域

性を考慮して施設の選択と集中を検討していく必要があると考えられる。 

このような状況を踏まえ、総務省は公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基

本的な方針等について「公共施設等総合管理計画」の策定を地方公共団体に要請したと

ころである。固定資産台帳は、公共施設等の廃止や統合の検討、維持管理、修繕、更新

等に係る中長期的な経費の見込みを算出に活用することが可能である。 

そのためには、市にとっても保有している全ての資産の情報を管理するための固定資

産台帳の整備は必須であり、重要な課題であるといえる。 

したがって、市民局防災・危機管理部及び市消防局においても、市全体において固定

資産台帳の整備が本格化した際には、関係部局と協力しつつ、全ての資産の棚卸を行い

固定資産台帳を整備するよう留意されたい。 

また、固定資産台帳は最初に整備するだけではなく、継続して更新管理することが必

要となるため、各資産を効果的・効率的に把握・管理していくことが望まれる。 

固定資産台帳の具体的な整備方法について、総務省は平成 26年９月に「資産評価及

び固定資産台帳整備の手引き」を公表しており、その中で、固定資産等の評価方法や固

定資産台帳の整備手順等の実務的な取扱いを示している。固定資産台帳の整備手順等に

ついては下表のとおりである。 
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【固定資産台帳整備の流れの例】 

項目 内容 

庁内の整備体制 ＜全庁的な推進体制の確立が重要＞ 

庁内の体制整備は、各部署で管理している資産データを公会計で採用する

台帳（固定資産台帳）形式に一元的に取りまとめる必要があること、各部

署の固定資産管理の状態を把握したうえで、現実的な一元管理の方法を定

める必要があることなどから、必須と言えます。庁内の体制整備では、ま

ず作業の事前段階に、全体のとりまとめを担当する財政課等をはじめ、デ

ータの管理･評価を担当する管財課等、公有地評価に関連する各部署の担

当者、及び実際に施設を管理する部署等が参画し、財産整備の状況・評価

の現状を確認するとともに意見交換を行うことが重要です。また、庁内に

委員会・ワーキンググループ（ＷＧ）等を設置することにより、より有効

に各部署間の連携を図ることができます。 

↓ 

① 計画・準備 整備推進担当課（またはＷＧ等）及び資産を保有している関連部署合同で、

打ち合わせを実施し、現在の資産の管理状況等を把握し、台帳整備の方針、

スケジュール等を策定します。 

↓ 

② 様式の作成 現在の台帳整備状況を踏まえ、固定資産台帳に記載すべき事項を決定し、

あわせて、各部署にて調査を実施するための調査様式（シート）を作成し

ます。この際、一から固定資産台帳を作成するのではなく、現在保有して

いる公有財産台帳など、既存データを基礎にして必要なデータを追加して

作成することが近道です。ただし、各台帳が部門毎に個別に管理され、現

在の状況を正しく反映しているとは限りませんので、台帳の統合等を行う

際は、台帳同士の照合を行うことが必要です。 

↓ 

③ 資産の棚卸 各主管部署において、公有財産台帳を基礎として、その他庁内各部門で独

自に管理している台帳等と照合します。この際、固定資産の実地調査を行

うことで、現物の棚卸と台帳上の記録の整合性を図ることが望まれます。 

↓ 

④ データ作成 各主管部署において、作成した調査様式に基づき資産データを作成（入力）

します。 

↓  

⑤ データ統合 各主管部署で作成した調査様式を回収し、資産区分毎に１つの台帳データ

に統合します。 

↓  

⑥ 開始時簿価の算定 統合した台帳データを基に開始時簿価を算定します。 

↓ 

⑦ 固定資産台帳の作成 固定資産の実地調査を固定資産台帳に反映させ固定資産台帳を完成させ

ます。 

（注）固定資産台帳の管理の手順としては、新規取得・異動があった資産について、③～

⑦の流れを行うことが基本となる。 

※出所「総務省公表 資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」を基に監査人作成 
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（５）文書管理について 

①（結果）支出負担行為書の管理状況の不備について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市では、「財政状況の公表に関する条例」に規定されているとおり、毎年５月及び 11

月に財政状況を公表しなければならず、財政状況の事項の一つである歳入歳出予算の執

行状況を明らかにするため、歳入歳出決算調書を作成している。 

【財政状況の公表に関する条例】 

第 1条 地方自治法第 243条の 3第 1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定める

ところによる。 

第 2条 財政状況の公表は、毎年 5月及び 11月にこれを行うものとする。 

天災その他避けることのできない事故の為、前項により難いときは、市長は、事故の止んだときか

ら 1月以内にこれを公表しなければならない。 

(昭和 39条例 41・一部改正) 

第 3条 前条第 1項の規定により 5月に公表する財政状況においては前年 10月 1日から 3月 31日ま

での期間における、次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び市長の財政方針を明らかにする

ものとする。 

(1) 歳入歳出予算の執行状況 

(2) 財産の状況 

(3) 市債の状況 

(4) 一時借入金の現在高 

(5) その他市長が必要と認める事項 

前条第 1項の規定により 11月に公表する財政状況においては、4月 1日から 9月 30日までの期

間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の決算の状況を明らかにするものとする。 

市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その

附表として添付することができる。 

(昭和 39条例 41・一部改正) 

※出所「財政状況の公表に関する条例」 

 

歳入歳出決算調書における予算上の区分である各節の支出済額は、４月１日から３月

31日までの支出負担行為書4に記載されている予算執行額の各節の合計と一致するは

ずである。 

また、支出負担行為書は公文書であるため、「福岡市公文書規程」に規定されている

とおり、決裁により完結した支出負担行為書を成冊し、目次を付した上で保管されてい

る必要がある。 

                                                   
4 支出負担行為書とは、普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為を行う際に作成する

文書をいう。 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000300.html#e000000025
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000300.html#e000000025
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【福岡市公文書規程】（下線は監査人追加） 

(完結日) 

第 33条 公文書が完結する日(以下「完結日」という。)は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、

当該各号に定める日とする。 

(1) 議案 議会の議決を経た日 

(2) 議会提出文書 議会に提出した日 

(3) 専決処分書 専決処分をした日 

(4) 条例、規則、訓令、告示及び公告 公布、公表又は公示をした日 

(5) 照会、申請等の往復文書 それらに対して回答、許可等を発送し、若しくは送信し、又はこれら

が到達した日 

(6) 帳簿類 当該帳簿の閉鎖の日 

(7) 訴訟関係書類 当該事件が完結した日 

(8) 出納に関係する書類 当該出納のあった日 

(9) 契約関係文書 当該契約の期間が満了する日 

(10) 決裁を必要とするもの(前各号に掲げるものを除く。) 当該決裁が完了した日(ただし、当該公

文書が次号に該当する場合は同号に定める日とする。) 

(11) 供覧又は回覧を必要とするもの その供覧又は回覧が終わった日 

(12) 台帳類のうち決裁等の処理を要しないものであって、主管課長が常時使用するものとして指定

したもの 常時使用しなくなった日 

(13) その他の公文書 当該公文書が施行された日 

(完結時の処理) 

第 34条 文書管理システムにより電子決裁を行った公文書が完結したときは、同システムに完結日を

記録するとともに、次条第 1項に規定する文書ファイルに綴じ込まなければならない。 

2 財務会計システムにより電子決裁を行った公文書が完結したときは、次条第 1項に規定する文書フ

ァイルに綴じ込まなければならない。 

3 紙決裁を行った公文書が完結したときは、次の各号に定めるところにより処理をしなければならな

い。 

(1) 成冊し、その背表紙には、文書の名称、完結年度、保存期間、文書分類記号及び主管課名を記載

した文書保存シールを貼ること。 

(2) 年間の発生件数が少ないものは、文書分類表上の節及び保存期間が同一の文書に限り、合冊でき

ること。 

(3) 目次を付すこと。 

(4) 文書の成冊に当たっては、当該文書の保存期間に耐えるよう製本その他の適切な措置を講じるこ

と。 

(5) 起案用紙(様式第 1号及び様式第 1号の 2に限る。)による起案を行ったものであるときは、前 2

項に規定する処理を行うこと。 

4 第 18条第 1項第 4号の規定により文書を電磁的記録に変換したときの当該文書(法令その他刊行物

等を除く。)の整理については、前項各号の規定の例による。 

5 公文書の整理は、会計年度ごととする。ただし、暦年ごとに整理する必要がある場合は、この限り

でない。 

※出所「福岡市公文書規程」 

 

これらを踏まえ、市民局防災・危機管理部の支出負担行為書が綴じられている支出関

係書類ファイルを査閲した。 

その結果、「第 11節需用費の細節である印刷消耗品費」において、歳入歳出決算調書

の支出済額（以下「Ａ歳入歳出決算調書の支出済額」という。）と支出関係書類ファイ
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ルに綴じられている支出負担行為書の予算執行額の合計（以下「Ｂ支出負担行為書綴り

の予算執行額」という。）が一致していなかった。 

また、支出関係書類ファイルには目次が付されているが、「第 9節旅費」及び「第 11

節需用費の細節である印刷消耗品費」において、目次に記載された予算執行額の合計（以

下「Ｃ目次上の予算執行額」という。）は、Ａ歳入歳出決算調書の支出済額及びＢ支出

負担行為書綴りの予算執行額のいずれにも一致していなかった。 

結果として、支出負担行為書の管理状況に不備があったと言える。 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第 9節旅費」及び「第 11節需用費の細節である印刷消耗品費」別の内容を整理す

ると次のとおりである。 

 

① 第 9節 旅費                           

次のとおり、Ａ歳入歳出決算調書の支出済額及びＢ支出負担行為書綴りの予算執行

額はいずれも 1,317,710円であるが、Ｃ目次上の予算執行額は 1,392,910円であり、

75,200円不一致である。 

 【各書類別予算執行額の整理】                    （単位：円） 

内容 金額 備考 

Ａ歳入歳出決算調書の支出済額 1,317,710 本来あるべき金額 

Ｂ支出負担行為書綴りの予算執行額 1,317,710  

Ｃ目次上の予算執行額 1,392,910  

※出所「歳入歳出決算調書」、「支出関係書類ファイル」を基に監査人作成 

 

これは、目次に記載すべき支出負担行為書の金額が単純に誤っていたこと、支出関

係書類ファイルに綴じられていた支出負担行為書が網羅的に目次に記載されていな

かったことにより生じたものである。差額内訳は次のとおりである。 

Ａ歳入歳出決算調書の支出額 
Ｂ支出負担行

為書綴りの予

算執行額 

Ｃ目次上の 

予算執行額 

歳入歳出決算調書 
目次 支出負担行

為書綴り 

支出関係書類ファイル 
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【差額要因】                            （単位：円） 

No 差異要因 金額 

1 市民局防災・危機管理部負担ではなく、市民局総務部負担の旅費であるため、集計

は不要であったもの。目次に記載すべき支出負担行為書の金額が誤っていた。 

△78,380 

2 目次では 1,860 円と集計されていたが、綴じられている支出負担行為によると

3,520円であった。差額 1,660円の目次への記載が漏れていたもの。 

1,660 

3 目次では 900円と集計されていたが、綴じられている支出負担行為によると 2,420

円であった。差額 1,520円の目次への記載が漏れていたもの。 

1,520 

合計 △75,200 

 

② 第 11節需要費 細節 印刷消耗品費               

次のとおり、Ａ歳入歳出決算調書の支出済額、Ｂ支出負担行為書綴りの予算執行額

及びＣ目次上の予算執行額の全てが不一致である。 

【各書類別予算執行額の整理】                    （単位：円） 

内容 金額 備考 

Ａ歳入歳出決算調書の支出済額 7,790,226 本来あるべき金額 

Ｂ支出負担行為書綴りの予算執行額 6,142,964  

Ｃ目次上の予算執行額 3,858,710  

※出所「歳入歳出決算調書」、「支出関係書類ファイル」を基に監査人作成 

 

Ａ歳入歳出決算調書の支出済額 7,790,226 円とＢ支出負担行為書綴りの予算執行

額 6,142,964円の差額 1,647,262円は、本来、完結後の支出負担行為書は支出関係書

類ファイルに綴じられるべきであるにも関わらず、個人で保管していたことにより生

じたものである。差額内訳は次のとおりである。 

【差額要因】                                                  （単位：円） 

No 差異要因 金額 

1 個人で保管していたため、支出関係書類ファイルに綴じられていなかったもの。

用品名：じぶんのみをまもるために 外 2件 
1,144,500 

2 個人で保管していたため、支出関係書類ファイルに綴じられていなかったもの。

用品名：点字版福岡市浸水ハザード防災マップ 
130,240  

3 個人で保管していたため、支出関係書類ファイルに綴じられていなかったもの。

用品名：点字版福岡市浸水ハザード防災マップ 
10,820  

4 個人で保管していたため、支出関係書類ファイルに綴じられていなかったもの。

用品名：点字版福岡市浸水ハザード防災マップ 
6,580  

5 用品伝票で別管理しているもの。 355,122 

合計 1,647,262 

 

また、Ｂ支出負担行為書綴りの予算執行額 6,142,964円とＣ目次上の予算執行額

3,858,710円の差額 2,284,254円は、支出関係書類ファイルに綴じられていた支出負

担行為書が網羅的に目次に記載されていなかったことにより生じたものである。差額

内訳は次のとおりである。 
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【差額要因】                                                       （単位：円） 

No 差異要因 金額 

1 支出関係書類ファイルには綴じられているが、目次に載っていなかったもの。 

用品名：Ｗｉｎ７対応応用メモリ他一式  

64,050 

2 支出関係書類ファイルには綴じられているが、目次に載っていなかったもの。 

用品名：非常用保存飲料水 外２件 

2,220,204 

合計 2,284,254 

 

【指摘事項】 

Ａ歳入歳出決算調書の支出済額、Ｂ支出負担行為書綴りの予算執行額及びＣ目次上の

予算執行額について、それぞれ不一致が生じていたことは、公文書である支出負担行為

書の管理状況に不備があったと言わざるを得ない。また、歳入歳出決算調書作成時にお

いてもこれらの金額は照合されていなかったと考えられ、結果的に平成 25年度決算確

定時にも支出関係書類ファイルの管理状況は改善されずそのままとなっていた。 

議会や市民に対して誤った情報開示が行われないためにも、歳入歳出決算等の公表さ

れる情報の基礎となる公文書について、福岡市公文書規程に則り適切に整理、保管等の

事務処理をすべきである。そのためにも、市民局防災・危機管理部は公文書を作成した

際に、上席者が適切な事務処理が行われていることを適時適切にチェックする等の公文

書の管理体制を確立することが望まれる。 
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②（意見）公文書管理に関する業務効率化について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課、消防局 

関連部局名 － 

 

【現状】 

市は、2005年から 2007年度の３年間で電子申請・届出の受付サービスの開始などを

柱とした高度情報化を推進し、電子申請システムと文書管理システム、財務会計システ

ムの３つをシステム整備の重点に位置づけ、電子決裁の機能を整備し業務処理の効率化

を図ってきた。 

市では、福岡市公文書規程において、原則として物品購入、工事請負手続等に係る文

書に関して、起案、決裁、保存、廃棄その他の事務処理は財務会計システムにて電子に

よる起案、決裁等（以下「電子決裁等」という。）により行っている。 

しかし、市民局防災・危機管理部及び市消防局における物品購入、工事請負手続等に

関する文書を査閲した際、電子決裁等について画一的に運用されていないと考えられる

事例が見受けられた。 

電子決裁が完了した文書は、財務会計システム上で文書記号及び文書番号が付され、

同システム内の文書ファイルで保管される。そのため、通常であれば電子決裁等を行っ

た物品購入、工事請負手続等に係る起案文書は紙で出力する必要はなく、財務会計シス

テム内で完結するものである。 

しかし、電子決裁済の起案文書を紙で出力し、決裁権者へ再度回付し決裁印を残して

いるものが多数見受けられた。 

紙で回付している起案文書について決裁日が空欄となっている文書も散見されたが、

これは決裁日の情報は電子決裁済みであり財務会計システムで保存されているため、管

理上必ずしも記載は必要ないとのことであった。 

【電子決裁等における文書管理の流れ】 

業務の流れ 業務内容 関連条文番号 

(福岡市公文書規程) 

起案 ・起案は原則として電子起案によるものとする。 

・起案年月日，文書分類記号，保存期間，決裁区分及び起案の

理由を登録するとともに，関係法令その他参考となる事項を

明らかにする資料を添付すること。 

第 18条 

決裁 ・決裁を要する公文書は，上司の承認を受けた後，決裁権者又

は専決権者の決裁を受けなければならない。 

・電子起案を行った案件については電子決裁によるものとす

る。 

第 20条 

文書記号及

び文書番号

の処理 

・起案文書の決裁が完了したときは，決裁年月日を財務会計シ

ステムに記録し，文書記号及び文書番号を付す処理しなけれ

ばならない。 

第 23条 

公文書完結

時 

・財務会計システムにより電子決裁を行った公文書が完結した

ときは、文書ファイルに綴じ込まなければならない。 

第 34条 

文書ファイ

ル及び文書

・各課は，完結した公文書を綴じ込むため，財務会計システム

上に文書ファイルを設けなければならない。この場合におい

第 35条 
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業務の流れ 業務内容 関連条文番号 

(福岡市公文書規程) 

ファイル管

理簿の設定 

て，文書ファイルの設定は，文書分類表に定められた名称ご

とに行い，完結年度，保存期間その他必要事項を入力するも

のとする。 

文書の保存 ・完結した公文書(以下「完結文書」という。)は，文書分類表

の区分に従い保存しなければならない。 

・完結文書(電磁的記録に限る。)は，財務会計システムに記録

された電磁的記録にあっては審査課長が適正に保存し，及び

管理しなければならない。 

第 37条、第 38条 

※出所「福岡市公文書規程」を基に監査人作成 

 

【課題】 

電子決裁とは、電子化された文書をあらかじめ決められた作業手順に従い、決裁権者

が電子上で承認し決裁処理を行うことである。 

各種文書の承認手続を電子化することで、スピードの向上、業務処理の効率化、承認

プロセスの標準化や決裁履歴の保存による内部統制の強化にもつながるメリットがあ

る。 

しかし、市民局防災・危機管理部及び市消防局では、電子決裁済の起案文書を紙で出

力し紙による承認手続を実施していたため、二重に決裁に関する事務処理が生じている。 

このため、スピードの向上、業務処理の効率化といったメリットが十分に享受できて

いないと考えられる。 

また、電子決裁された文書が紙で出力されていることは、不要な用紙代が発生するこ

とにもなる。 

 

【改善案】 

高度情報化の取組の本来の趣旨を理解し、業務処理の効率化を推進するためにも、電

子決裁の運用について周知徹底を行い、電子決裁等を行った文書については、同文書を

再度紙で出力せず、紙による決裁を受けることがないようにすることが望ましい。 

これによって申請から決裁までの期間短縮、ペーパーレス化による意思決定の迅速化

や、承認者への回付等の作業時間短縮による事務作業の効率化、業務プロセスの標準化

や決裁履歴の保存による内部統制の強化といった電子決裁のメリットを十分に享受で

きることとなる。また、紙を出力しないことにより用紙代のコスト削減にも繫がる。 

 

 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B1%BA%E8%A3%81&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99
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（６）情報システムについて 

＜発見事項＞ 

①（結果）完成図書の未作成について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 － 

監査対象システム 防災気象情報システム 

 

【現状】 

市民局防災・危機管理部では、平成 25年度に次のような情報システムに関する改修

業務を委託している。 

【委託契約の概要】 

契約件名 防災気象情報システム改修業務委託 

契約期間 平成 25年６月４日から平成 25年６月 14日まで 

契約金額 630,000円（税込み） 

委託業務の概要 はん濫危険水位などの設定が道路下水道局により見直されたことに伴い、

防災気象情報システム等の関連箇所への変更が反映されるようにシステ

ムを設計すること等を目的とする。 

※出所「委託契約書」 

 

上記委託業務に係る仕様書において、情報システムの改修の内容は明記されていたが、

完成図書の作成及び納品について明記されていなかった。通常、完成図書にはシステム

構成、図面、仕様書、プログラム等が記載されると考えられるが、本業務委託では完成

図書が作成及び納品されていないため、情報システムのどの部分にどのような改修が加

えられたのか確認することができない状況にある。 

情報システムについて、情報資産の保管並びに管理記録及び作業の確認に関して「市

情報セキュリティ共通実施手順」では、次のように定められている。情報システムにつ

いて、係るネットワーク構成図、情報システム仕様書等は適切に管理される必要がある

とともに、設定変更等の作業を行った場合には作業内容について記録を作成する必要が

ある。 

【情報システムの変更記録について】 

2 情報資産の管理 

（中略） 

（４）情報資産の保管 

（中略） 

③ ネットワーク責任者及び情報システム責任者は、ネットワーク構成図、情報システム仕様書等に

ついて、記録媒体に関わらず、業務上取扱いを許可されていない者による閲覧及び紛失等がないよう

に適切に管理する。 

（中略） 

5 技術的セキュリティ 

（中略） 

（11）管理記録及び作業の確認 

（中略） 

② ネットワーク責任者及び情報システム責任者は、所管するネットワーク又は情報システムの運用
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において、設定変更等の作業を行った場合には、作業内容について記録を作成し、窃取、改ざん等を

されないように適切に管理する。 

Ⅳ 脅威への対応 

（４）人的セキュリティ対策 

操作ミス等の人的ミス、無断持ち出し、ポリシー違反、内部不正行為等の脅威への対策を行う。 

※出所「市情報セキュリティ共通実施手順」 

 

【指摘事項】 

本委託業務において設計図書が作成及び納品されていないことは、市情報セキュリテ

ィ共通実施手順の規定に反している。 

情報システムの開発や改修を行った場合、完成図書がなければ、完成品の詳細を把握

することができない。また、今後の仕様変更等においても、現システムの把握が適切に

行えず、当該システムの開発・改修を行った業者以外による変更が困難となる可能性が

ある。その結果、競争入札による業者選定ができなくなる可能性もある。 

このため、システムの改修業務を委託する際には、完成図書が必ず作成されるように

仕様書等に明記し、業務完了時には適切に検収を行い、完成図書の内容が仕様書等に沿

って適切に作成されていることを確かめるべきである。 
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②（結果）情報セキュリティに関する監査の未実施について 

監査対象部局名 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 総務企画局ＩＣＴ戦略室情報システム課 

監査対象システム 災害対応支援システム 

 

【現状】 

市が管理する情報システムについては、「市セキュリティ規則」において、次のよう

に情報セキュリティ対策として監査を行うことが求められている。 

【情報セキュリティ監査について】 

第 18条 情報セキュリティ統括管理者は、情報セキュリティ対策の実施状況を検証するため、情報セ

キュリティに関する監査を実施しなければならない。 

※出所「市セキュリティ規則」 

 

さらに、「市情報セキュリティ共通実施手順」においても情報セキュリティ監査の定

期的な実施が求められている。 

【情報セキュリティ監査について】 

7 評価及び見直し 

（1）情報セキュリティ監査 

情報セキュリティ統括管理者及び委員会は、規則 18条に定められた情報セキュリティ監査について、

ネットワーク、情報システム及び各所属の情報セキュリティ対策の実施状況を検証するため、定期的

に又は必要に応じて、監査を実施する。 

※出所「市情報セキュリティ共通実施手順」 

 

具体的な監査の実施については、「福岡市情報セキュリティ監査実施要綱」において、

次のとおり、統括責任者により策定される監査計画に基づいて実施されることが規定さ

れている。 

【監査の実施計画について】 

第 7条 監査計画 

1 監査は、原則として監査計画に基づいて実施する。 

（中略） 

4 統括責任者は、中期的な監査の目標、方針、方法等を定めた中期計画を、委員会の承認を得て策定

する。 

※出所「福岡市情報セキュリティ監査実施要綱」 

 

そして、「福岡市情報セキュリティ監査実施要綱」に基づき、平成 24年度から平成

26年度の監査基本方針が「福岡市情報セキュリティ監査中期計画」として策定されて

おり、監査の実施方針について次のとおり定められている。 

【監査の実施方針について】 

４ 実施方針 

（中略） 

(2)「重要度 A」に分類される情報システム等について 

「重要度 A」（情報セキュリティ上、極めて重要な情報システム等）については、本計画期間中（24～
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26年度）において少なくとも 1回は外部監査を実施し、情報セキュリティ対策の改善及び向上を図る。

ただし、21年度～23年度において外部監査及び内部監査を受けた情報システム等は除く。 

(3)「重要度 B」に分類される情報システム等について 

「重要度 B」（情報セキュリティ上、重要な情報システム等）については、本計画期間中（24～26年度）

において少なくとも 1回は内部監査を実施し、情報セキュリティ対策の改善・向上を図る。ただし、

21年度～23年度において外部監査及び内部監査を受けた情報システム等は除く。 

※出所「福岡市情報セキュリティ監査中期計画」 

 

「重要度Ａ」及び「重要度Ｂ」に分類される情報システムについては平成 24年度か

ら平成 26年度の間で少なくとも１回は監査を実施することと定められている。 

災害対応支援システムは、災害時要援護者データ等の重要な個人情報も含まれている

ため、情報セキュリティ上、極めて重要な情報システムであり、「重要度Ａ」に該当す

る。 

しかし、災害対応支援システムについては、外部委託事業者等による外部監査、市職

員（総務企画局ＩＣＴ戦略室情報システム課等の職員）による内部監査のいずれも平成

16年度から運用を開始して以降、一度も実施されていない。 

これは、総務企画局ＩＣＴ戦略室情報システム課が市の各部局に対して毎年実施して

いる「情報セキュリティ監査実施に係る調査」の際に、防災・危機管理部防災・危機管

理課の申告に漏れがあっために、本来「重要度Ａ」として分類されるべき災害対応支援

システムが情報システム課では把握されていなかったためである。 

 

【指摘事項】 

災害対応支援システムは、上記のとおり災害時要援護者データ等の重要な個人情報も

含まれているため、不正アクセスや個人情報の流出を防止するためにも、情報セキュリ

ティ対策は非常に重要である。 

情報セキュリティポリシーが策定されていても、情報セキュリティの監査が実施され

なければ、情報セキュリティポリシーが適切に運用されているかどうかを評価すること

ができず、問題点があっても必要な見直しや改善がなされない可能性がある。 

災害対応支援システムについても、他の情報システムと同様に外部監査及び内部監査

により定期的に情報セキュリティ監査を実施し、情報漏洩等の事故を未然に防止するた

めにも、情報セキュリティ対策の運用状況を適宜検証すべきである。 
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③（意見）バックアップ媒体の安全な保管について 

監査対象部局名 消防局予防部指導課 

関連部局名 － 

監査対象システム 予防業務管理システム 

 

【現状】 

情報システムには過去からのあらゆる情報とノウハウが蓄積されているため、データ

の消失は業務の停止にも繋がる可能性があり、「市情報セキュリティ共通実施手順」で

も、技術的セキュリティ対策5として、次のようにサーバ記録の定期的なバックアップ

が求められている。 

【サーバ記録の定期的なバックアップについて】 

５ 技術的セキュリティ 

（10）サーバの管理 

（中略） 

⑤ 情報システム責任者は、サーバの二重化対策に関わらず、ファイルサーバ等のサーバに記録

された情報について、消失した際の影響が大きいと考えられる場合等、必要に応じて定期的に

バックアップをとる 

※出所「市情報セキュリティ共通実施手順」 

 

予防業務管理システムは消防本部及び各消防署において利用されているシステムで

あり、その範囲は広く予防・査察業務全般にわたり、市全体の防火対象物や危険物施設

等の情報管理を行っている。 

予防業務管理システムのバックアップについては定期的に実施されているものの、バ

ックアップ媒体はサーバ本体の同一室内のサーバ本体と同一ラック内に保管されてお

り、災害対策がなされていない。 

 

【課題】 

バックアップ媒体がサーバ本体の同一の場所に保管されていると、万が一の大規模災

害などにより当該システムのサーバ本体が損傷を受けた場合、バックアップデータも同

時に消失してしまう可能性がある。 

 

【改善案】 

サーバが被災してもバックアップデータの無事を確保するため、バックアップ媒体の

一部を地理的に離れた安全な施設に保管することが望ましい。同一施設内に保管せざる

を得ない場合でも、サーバとは別の場所に耐火金庫等を設置してその中に保管すること

が望ましい。 

 

 

 

                                                   
5 技術的セキュリティ対策とは、部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、盗難、漏えい、消去、詐

取等の脅威への対策を行うこと 



166 

④（意見）パスワードの定期的な変更について 

監査対象部局名 消防局予防部指導課 

市民局防災・危機管理部防災・危機管理課 

関連部局名 － 

監査対象システム 予防業務管理システム、災害対応支援システム、防災気

象情報システム 

 

【現状】 

市では、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」において、情報システムの人的セ

キュリティ対策6として、次のようなパスワードの定期的な変更が求められている。 

【パスワードの定期的な変更について】 

４ 人的セキュリティ  

（３）ID及びパスワード等の管理 

（中略） 

⑦職員等は、以下のとおり自己のパスワードを適切に管理する。 

（中略） 

オ 定期的に、又はアクセス回数に基づいて変更し、過去に使用したことのあるものを利用してはな

らない。 

※出所「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」 

 

しかし、今回、監査対象とした各システムでは、定期的なパスワードの変更は実施さ

れておらず、また、アクセス回数の分析も実施されていなかった。 

【各システムの対応状況】 

システム名 所管部局 パスワードの定期的な変更 アクセス回数分析 

予防業務管理システム 消防局 未実施 未実施 

災害対応支援システム 市民局 未実施 未実施 

防災気象情報システム 市民局 未実施 未実施 

※出所 消防局及び市民局へのヒアリングを基に監査人作成 

 

【課題】 

パスワードが定期的に変更されない場合、万が一パスワードが第三者に知られた際に

は、なりすましによる不正アクセスにより、情報漏洩のリスクやシステムへの損害を許

してしまうリスクが長期間にわたることになる。また、パスワードが長期間変更されな

いことにより、不正にパスワードを解読されるリスクも高まる。 

市では、住民の個人情報等の重要情報を多数保有していることから、情報漏洩が生じ

た場合、その被害は深刻なものとなる。 

 

【改善案】 

各システムともに年に１度など定期的にパスワードを変更することが望ましい。 

パスワード設定の際には、適切な長さの文字列にすることや、アルファベットと数字

を混在させることにより、他人に推察されにくく、かつ、ハッキングツール等によって

も解読されにくい適度に複雑なパスワードとすることが望ましい。 

                                                   
6 人的セキュリティ対策とは、操作ミス等の人的ミス、無断持ち出し、ポリシー違反、内部不正行為等

の脅威への対策を行うこと 
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⑤（意見）保守点検結果への対応について 

監査対象部局名 消防局警防部情報管理課 

関連部局名 － 

監査対象システム 指令管制情報システム 

 

【現状】 

市消防局警防部情報管理課では、指令管制情報システムについて、毎年度システムの

保守の委託を行っており、平成 25年度も次のように保守業務の委託契約を締結してい

る。 

【委託契約の概要】 

契約件名 指令管制情報システム保守業務及び技術者常駐等委託 

委託先 Ａ業者 

契約期間 平成 25年４月１日から平成 26年３月 31日まで 

契約金額 101,850,000 円（消費税税込み） 

委託の内容  指令管制情報システムムを円滑かつ安定的に運用するため、同システム

の維持管理、障害復旧、ソフトウェアの保守等の業務を行わせるもの 

※出所「委託契約書」 

 

当該委託業務の成果物であるＡ業者からの提出される保守報告書において、次のとお

り、指令管制情報システムの非常用電源設備のバッテリーの交換が推奨される旨の指摘

がなされている。 

【保守点検報告における指摘事項について】 

【非常用電源設備のバッテリー交換について】 

指令管制情報システムの非常用電源設備（直流電源装置及び無停電電源装置）のバッテリーが、

交換の目安となる時期（2011年 12月）を過ぎており、予防保全の面からも更新が推奨される。 

※出所「保守報告書」 

しかし、市消防局警防部情報管理課では特段の対応をとっておらず、バッテリーの交

換は行われていない。 

 

【課題】 

指令管制情報システムの非常用電源設備である直流電源装置及び無停電源装置は、突

然の停電から情報システムを守るために設置されているものであり、停電等で電気の供

給が止まっても内蔵されているバッテリーから一定期間電気が供給され、情報システム

を継続して稼動させることができる。 

しかし、バッテリーは長年使用していると電気エネルギーを蓄積する能力が徐々に低

下し、その本来の能力を十分に発揮させることができなくなるため、交換時期が定めら

れている。 

指令管制情報システムは、市内各所へ消防・救急隊を迅速に出動させるために必要不

可欠なシステムであり、その安定稼動は、市民の安全を守る上で至上命題となる。 
  

【改善案】 

指令管制情報システムを安定稼動させるためには、停電等の非常時も稼動できる万全

の体制を整えておくことが肝要であり、交換時期を超えて利用している非常用電源装置

のバッテリーについては、適宜交換を行うことが望ましい。 
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⑥（意見）保守業務の再委託の承認手続について 

監査対象部局名 消防局警防部情報管理課 

関連部局名 － 

監査対象システム 指令管制情報システム 

  

【現状】 

市消防局警防部情報管理課では、指令管制情報システムについて、毎年度システムの

保守の委託を行っており、平成 25年度も次のように保守業務の委託契約を締結してい

る。 

【委託契約の概要】 

契約件名 指令管制情報システム保守業務及び技術者常駐等委託 

委託先 Ａ業者 

契約期間 平成 25年４月１日から平成 26年３月 31日まで 

契約金額 101,850,000 円（消費税税込み） 

委託の内容  指令管制情報システムムを円滑かつ安定的に運用するため、同システム

の維持管理、障害復旧、ソフトウェアの保守等の業務を行わせるもの。 

※出所「委託契約書」 

 

当該委託業務の中では、次のとおり業務の一部がＡ業者の関連会社であるＢ業者へと

再委託されており、Ｂ業者から４名の保守員が派遣されている。 

【再委託された業務の概要】 

再委託先 Ｂ業者 

再委託の内容 常駐保守員４名の派遣 

再委託の理由 Ｂ業者は、指令管制情報システムなどの情報システムについて、Ａ業者

の保守・現地工事の担当部門として地域に設立された会社であるため。 

再委託金額 不明 

※出所 市作成資料を基に監査人作成 

 

業務の一部を第三者に再委託する場合は、委託契約書本文の中で次のように制限され

ている。 

【再委託の制限について】 

第 7条 2項 

乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を

得なければならない。 

※出所「委託契約書」 

 

また、委託契約書の個人情報・情報資産取扱特記事項の中でも次のように、再委託の

制限について定められている。 
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【再委託の制限について】 

10 再委託の制限 

乙は、委託業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うものとし、第三者に当該個

人情報及び情報資産の取扱いを委託してはならない。ただし、甲の承認があるときは、この限りでな

い。なお、甲の承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規

定する個人情報及び情報資産の取扱いの義務を遵守させるものとする。 

※出所「委託契約書の添付書類 個人情報・情報資産取扱特記事項」 

 

情報管理課によれば、口頭によりＡ業者からの再委託の申請があり、口頭により市の

承認を行ったとのことであるが、承認を得ている旨や承認を与えている旨を示す書類等

は確認できなかった。 

 

【課題】 

再委託の申請及び承認が口頭でのみ行われ、書面として何も残らない場合、契約書第

７条２項の履行状況が不明瞭となり、市の責任の所在も不明確となる。 

一般的に、再委託業務の内容や範囲について事前に市による確認が確実に実施されな

ければ、再委託先の選定に問題があっても発見されずにそのまま業務が進められてしま

い、業務の質が低下するリスクが生じる。 

また、委託元である市の監督が行き届かなくなり、市から再委託先への業務支持や検

査確認が間接的になるため、業務に係る責任の所在が不明確となるリスクがある。 

さらに、個人情報や情報資産7の取扱いについても再委託先である第三者に委ねられ

てしまうことになり、再委託先における情報の管理状況によっては、委託内容に関する

情報漏洩のリスクが生じる。 

 

【改善案】 

市が再委託の承認を行う際には、委託業者に申請書を書面の形で提出させ、市が再委

託の是非を確実に判断するために、再委託先の名称の他、再委託理由、再委託内容、再

委託期間等を明記させるとともに、個人情報及び情報資産の取扱いの義務についても徹

底させることが望ましい。 

また、市の承認についても、委託業者に対して書面による承認の通知を行い、契約書

第７条２項に抵触していないという記録を残すことが望ましい。 

 

 

  

                                                   
7 情報資産とは、財務情報、人事情報、顧客情報、技術情報などの目に見えない資産であり、コンピュー

タ、記録媒体、紙、または人の記憶や知識など、さまざまな形態をとる 
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【附属資料】 

平成 25年度における消防局及び各消防署、消防団本部及び各分団、各区役所に対し、

消防団連合会等の事務内容の把握や、消防団本部及び各分団の訓練に対する課題、各区

役所と消防局との連携等を把握するために行ったアンケート対象及び調査目的、アンケ

ート内容は次のとおりである。 

なお、調査対象期間は平成 25年度（平成 25年４月～平成 26年３月）としている。 

 

１．市消防局及び各消防署に対するアンケート 

アンケート対象 

市消防局及び各消防署 

・消防団連合会各支部事務局に対するアンケートは消防局警防部警防課消防団係及び各消防署警

備課 

・各署消防少年団・自衛消防隊に対するアンケートは各消防署予防課 

調査目的 

・消防局、消防署が事務局業務を担っている消防団連合会各支部及び消防少年団、自衛消防隊の

事務内容の把握 

・消防署と市区役所の連携の実態の把握 

アンケート内容 

I. 消防局及び消防署に対するアンケート 

【訓練に関する事項】 

各消防署警備課から回答いただきたい事項 

問1. 消防団と合同で実施する訓練8について、①訓練の実施計画の策定、②訓練実施後の課題把

握及び整理、③次回訓練への反映及び④参加できなかった団員等へのフィードバック（目的、

留意事項等の説明。必要であれば再訓練を行う等）をしていますか。 

Ａ．している 

Ｂ．概ねしている（①～④のうち、一部していない） 

Ｃ．特にしていない 

  「Ｂ．概ねしている（①～④のうち、一部していない）」又は「Ｃ．特にしていない」と回

答された場合、理由、及びしていないことについて課題等がありましたら、その課題等の具

体的な内容をご記入ください。 

問2. 各分団から訓練に対する意見や要望等があった場合、その内容を整理し、管理していますか。 

「Ａ．している」とご回答の場合は、関係資料の写しをご恵与ください。 

Ａ．している 

Ｂ．していない 

 

【収入支出に関する事項（消防団連合会支部事務局）】 

消防団連合会各支部事務局（以下「事務局」という。）がある消防局警防部警防課（水上消防団

所管）及び各消防署警備課（その他各分団所管）から回答いただきたい事項 

問1. 「福岡市消防団連合会事務局 事務処理要領」で消防団連合会事務局は以下の簿冊を備え、

                                                   
8 消防団と合同で実施する訓練とは、消防局の消防隊教育訓練計画の「消防分団との合同連携訓練等の実

施について」に沿って計画された訓練と定義します。消防署と消防団の連携を目的として実施するもので、

参加者は消防署員と消防団員で実施する訓練を想定しています。 
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さらに、５年間の保存を求められていますが、以下のすべての簿冊について事務局で適切に

管理していますか。 

消防団連合会関係文書綴、収入・支出経理簿、預金通帳、物品出納簿 

備品管理簿、その他消防団連合会の運営に必要な簿冊 

Ａ．すべて保管している 

Ｂ．一部保管していない（その理由及び内容をご記入ください） 

問2. 各分会の収支報告の元資料となる領収書等の添付資料すべてを事務局が確認していますか。 

Ａ．すべて確認している 

Ｂ．重要性のあるもののみを確認している 

Ｃ．確認していない 

「Ａ．すべて確認している」又は「Ｂ．重要性のあるもののみを確認している」とご回答の

場合には、具体的な確認の内容をご記入ください。 

問3. 事務局は各分会における収支報告の作成が、正確かつ問題なく作成されるように各分会の会

計担当への指導を行っていますか。 

Ａ．定期的に会計担当に指導を行っている 

Ｂ．求められたら行うが定期的には会計担当に指導をしているわけではない 

Ｃ．収支報告を入手しているが、指導までは行っていない 

Ｄ．毎回必ず収支報告を入手している訳ではない 

問4. 事務局は各分会が預金通帳と収入、支出伝票(領収書等)を定期的に照合しているか否か（収

入、支出伝票（領収書等）の金額と、預金通帳上の収入額・支出額が一致しているか否か）

を把握していますか。 

Ａ．把握している（各分会は照合している） 

Ｂ．把握している（各分会は照合していない） 

Ｃ．把握していない 

「Ａ．各分会は照合している、と把握している」とご回答の場合、照合している事実を事務

局はどのように把握していますか。具体的な内容をご記入ください。 

問5. 各分会又は事務局は年度末に、分会が保有している「現金」と「小口現金出納帳の残高」及

び、「金券等（タクシーチケット等）」と「物品出納簿の残高」との照合を実施していますか。 

Ａ．各分会が実施している 

Ｂ．事務局が実施している 

Ｃ．実施していない 

「Ａ．各分会が実施している」とご回答の場合、照合の事実を事務局はどのように確認して

いますか。具体的な内容をご記入ください。 

 

【物品管理に関する事項（消防団連合会支部事務局）】 

消防団連合会各支部事務局である消防局警防部警防課消防団係（水上消防団所管）及び各消防署

警備課（その他各分団所管）から回答いただきたい事項 

問1. 事務局は「福岡市消防団連合会事務局 事務処理要領」に記載されているとおり、物品出納

簿及び備品管理台帳について監事による監査を受けていますか。また、物品出納帳と備品管

理台帳の管理は５年間適切に管理していますか。 

Ａ．監事による監査を受けており、適切に管理している 

Ｂ．監査を受けていないが、管理はしている 

問2. 各分会における備品管理台帳の作成の有無を把握していますか。 
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Ａ．把握している（作成している） 

Ｂ．把握している（作成していない。10万円以上の備品等は無い） 

Ｃ．把握している（作成していない。10万円以上の備品等は有る） 

Ｄ．把握していない 

問3. 各分会は定期的に（年に１度もしくは半年に１度の頻度）備品について備品管理台帳と実物

を照合していますか。 

Ａ．実施している 

Ｂ．実施していない 

Ｃ．事務局が照合している 

Ｄ．把握していない 

問4. （各分会が照合作業を実施している場合）上記照合作業の際に事務局は照合作業をどのよう

に確認していますか。 

Ａ．立会いをしている 

Ｂ．照合したという事実を聞いている（実際に確認はしていない） 

Ｃ．事実も聞いていないし確認もしていない 

問5. （各分会又は事務局が照合作業を実施している場合）上記の照合作業はどのような手順で実

施していますか。具体的な内容をご記入ください。 

問6. 上記の照合において、備品の実際の数量と備品管理台帳上の数量が相違する場合、備品管理

台帳の数量を実際の数量に修正するというように、照合結果を適切に備品管理台帳に反映さ

せていますか。 

Ａ．照合結果を備品管理台帳に反映している 

Ｂ．備品管理台帳と実際の備品の数が相違することはない 

Ｃ．照合作業自体行っていない 

 

II. 消防署に対するアンケート 

【防災に関する事項】 

各消防署からご回答いただきたい事項 

問1. 市民から区役所防災担当へ防災訓練や防災講座等の相談が来た場合、区役所防災担当から消

防署への連絡が来る体制になっていますか。 

Ａ．体制になっている 

Ｂ．体制になっていない 

「Ａ．体制になっている」とご回答の場合には、その具体的な内容及び平成 25年度実績（頻

度等）をご記入ください。 

問2. 市民から消防署へ防災訓練や防災講座等の相談が来た場合、区役所の防災担当への連絡・協

議を行う体制になっていますか。 

Ａ．体制になっており、毎回行っている 

Ｂ．体制になっていないが、必要に応じて行っている 

Ｃ．体制になっていない 

 「Ａ．体制になっており、毎回行っている」と回答の場合には、体制の具体的な内容をご記

入ください。 

問3. 防災関連事業について、市民局又は区役所防災担当と定期的に協議を行っていますか。 

Ａ．行っている 

Ｂ．定期的ではないが必要に応じ行っている 
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Ｃ．行っていない 

 「Ａ．行っている」又は「Ｂ．定期的ではないが必要に応じ行っている」と回答の場合には、

平成 25年度実績が分かる資料の写しをご恵与ください。 

問4. 市民局で実施している講座「福岡市の防災・減災～覚えておこう！災害への対応～」につい

て、ご存知ですか。 

Ａ．講座の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

問5. 消防局で実施している講座「災害に強い地域作り講座」について、ご存知ですか。 

Ａ．講座の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

問6. 市民局で作成している防災関連の冊子「防災の手引き」について、ご存知ですか。 

Ａ．冊子の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

問7. 消防局で作成している防災関連の冊子「新みんなの防災ブック」について、ご存知ですか。 

Ａ．冊子の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

 

【収入支出に関する事項（消防少年団事務局）】 

各署消防少年団の事務局である各消防署予防課からご回答いただきたい事項 

問1. 各地区隊で収支報告を作成していますか。 

「Ａ．作成している」又は「Ｂ．一部作成している」とご回答の場合には、該当資料の写し

をご恵与ください。 

Ａ．作成している⇒(a),(b)にご回答ください 

Ｂ．作成している地区隊と作成してない地区隊がある⇒(a),(b)にご回答ください 

Ｃ．作成していない 

「Ｃ．作成していない」とご回答の場合には、その理由をご記入ください。 

 

(a) 各地区隊に会計担当はいますか。 

Ａ．会計担当はいる 

Ｂ．一部の地区隊のみ会計担当がいる 

「Ｂ．一部の地区隊のみ会計担当がいる」とご回答の場合には、事務局を担当している全地

区隊のうち会計担当係がいる地区隊の割合をご記入ください。 

 

  (b) 各地区隊は収支報告の元資料となる領収書等の添付資料すべてを管理してますか。   

事務局はそれらを確認していますか。（収支報告書を作成していない場合も、領収書の

管理についてご回答をお願いいたします。） 

Ａ．確認している 

Ｂ．一部確認している 

Ｃ．確認していない 
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「Ａ．確認している」又は「Ｂ．一部確認している」とご回答の場合には、いつご確認をし

ているか具体的な内容をご記入ください 

 

問2. 各地区隊、又は各事務局は年度末に、保有している「現金」と「小口現金出納帳の残高」、

及び「金券等（タクシーチケット等）」と「物品出納簿の残高」の照合を実施していますか。

また、各地区隊が照合している場合は実施結果を事務局に報告していますか。 

Ａ．各地区隊が実施している。また、報告もしている 

Ｂ．各地区隊が実施している。しかし、報告はしていない 

Ｃ．事務局が実施している 

Ｄ．実施していない 

「Ａ．各地区隊が実施している。また、報告もしている」とご回答の場合には、照合の事実

を事務局はどのようにご確認しているか、具体的な内容をご記入ください。 

問3. 事務局は年度末（３月 31 日時点）に消防少年団が有する口座の銀行残高証明書を入手して

いますか。 

    Ａ．入手している 

    Ｂ．入手していない 

 

【物品管理に関する事項（消防少年団事務局）】 

各署消防少年団の事務局である各消防署予防課からご回答いただきたい事項 

問1. 少年団の貸与物品について、事務局は物品管理を行っていますか。 

「Ａ．貸与物品は漏れなく適切に物品管理している」とご回答の場合には、管理帳の写しを

ご恵与ください。 

Ａ．貸与物品は漏れなく適切に物品管理している 

Ｂ．貸与ではなく、支給しているため管理はしていない 

問2. 物品管理をしている場合、管理帳と貸与物品の整合性はどのように確認していますか、具体

的な内容をご記入ください。 

問3. 少年団事務局は定期的に（年に１度もしくは半年に１度の頻度）上記の貸与物品以外の備品

について備品管理台帳と実物を照合していますか。 

Ａ．実施している 

Ｂ．実施していない（貸与物品以外の備品はある） 

Ｃ．実施していない（貸与物品以外の備品はない） 

問4. 上記の照合作業はどのような手順で実施していますか、具体的な内容をご記入ください。 

問5. 上記の照合において、備品の実際の数量と備品管理台帳上の数量が相違する場合、備品管理

台帳の数量を実際の数量に修正するというように、照合結果を適切に備品管理台帳に反映さ

せていますか。 

Ａ．照合結果を備品管理台帳に反映している 

Ｂ．備品管理台帳と実際の備品の数が相違することはない 

Ｃ．照合作業自体行っていない 

 

【収入支出に関する事項（自衛消防隊）】 

各署自衛消防隊の事務局である各消防署予防課からご回答いただきたい事項 

問1. 事務局は預金通帳と経理簿を定期的に照合（収入、支出伝票の金額と、預金通帳上の収入額、

支出額が一致しているか否か）していますか。 
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Ａ．照合している 

Ｂ．していない 

 

問2. 事務局は年度末（３月 31 日時点）に各署自衛消防隊が有する口座の銀行残高証明書を入手

していますか。 

    Ａ．入手している 

    Ｂ．入手していない 

 

 

２．消防団本部及び各分団に対するアンケート 

アンケート対象 

消防団本部及び各分団 

調査目的 

・消防団本部及び分団の訓練に対する課題 

・分団で事務が行われている市消防団連合会分会の事務内容の把握 

アンケート内容 

【訓練に関する事項】 

消防団本部及び各分団の双方から回答いただきたい事項 

問1. 消防団が独自に実施する訓練9について、訓練回数、参加予定人数、訓練内容・種類等を定

めた年間計画を、分団ごとに策定していますか。 

Ａ．またはＢ．で「策定している」とご回答の場合は、当該訓練計画の写し（平成 25年度

のもの）をご恵与ください。 

Ａ．消防団本部が分団ごとに策定している 

Ｂ．分団が各自策定している 

Ｃ．策定していない 

 

以下は、各分団から回答いただきたい事項 

問2. 消防団が独自に実施する訓練について分団ごとの年間計画がある場合、当該年間計画どおり

に実施できてますか。 

Ａ．実施している 

Ｂ．実施していない 

  「Ｂ．実施していない」とご回答の場合には、実施していない理由と実施の実態の具体的な

内容をご回答下さい。 

問3. 消防団が独自に実施する訓練について、消防団員の参加人数、参加率は消防団員の知識及び

能力の向上の観点から十分であると思いますか。 

「思わない」とご回答の場合には、その理由や問題点等もあわせてご回答ください。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

問4. 消防団が独自に実施する訓練について、訓練の内容、種類及び回数は火災、自然災害等が発

生した場合の準備として十分であると思いますか。 

                                                   
9 消防団が独自に実施する訓練とは、消防団が主体となって実施する訓練と定義します。つまり、消防局

からの依頼等に基づき実施するものではなく、かつ、参加者は原則として消防団員で実施する訓練を想定

しています。 
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「思わない」とご回答の場合には、その理由もあわせてご回答ください。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

 

問5. 消防団が独自に実施する訓練について、訓練に参加できなかった団員（特に知識や経験が少

ない団員）へ訓練内容のフィードバック（目的、留意事項等の説明。必要であれば再訓練を

行う等）をしていますか。 

Ａ．している 

Ｂ．概ねしている 

Ｃ．特にしていない 

  「Ｂ．概ねしている」または、「Ｃ．特にしていない」と回答された場合、その理由、及び

していないことについて課題等がありましたら、課題等の具体的な内容をご回答ください。 

問6. 消防署と合同で実施する訓練10について、消防団員の参加人数、参加率は消防団員の知識及

び能力の向上の観点から十分であると思いますか。 

「思わない」とご回答の場合には、その理由や問題点等もあわせてご回答ください。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

問7. 消防署と合同で実施する訓練について、訓練の内容、種類及び回数は火災、自然災害等が発

生した場合の準備として十分であると思いますか。 

「思わない」とご回答の場合には、その理由もあわせてご回答ください。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

問8. 訓練の参加率向上や、有事の際の活動等に役立てるため、各消防団員が活動に従事できる曜

日や時間帯を把握し、整理していますか。 

Ａ．している 

Ｂ．特にしていない 

問9. 分団内部での各消防団員の連携が重要な要素の一つであると思います。 

その前提を踏まえつつ、それでもなお、どうしても消防団員の都合により所属分団の訓練に

参加できない場合、消防団員の知識及び能力の向上の観点から、他の分団の訓練への参加は

可能でしょうか。 

Ａ．可能 

Ｂ．可能だが、その実例はない 

Ｃ．可能だが、その必要性はない（その理由もご回答ください） 

Ｄ．不可能（その理由もご回答ください） 

問10. 近隣の分団との合同訓練、情報交換及び有事の際の連携は行っていますか。 

Ａ．行っている 

Ｂ．一部行っている 

Ｃ．行っていない 

「Ａ．行っている」又は「Ｂ．一部行っている」とご回答の場合には連携の具体的な内容を

ご回答ください。 

                                                   
10消防署と合同で実施する訓練とは、消防局の消防隊教育訓練計画の「消防分団との合同連携訓練等の実

施について」に沿って計画された訓練と定義します。消防署と消防団の連携を目的として実施するもので、

参加者は消防署員と消防団員で実施する訓練を想定しています。 
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問11. 各消防団員の都合によって訓練に参加できる頻度、回数が異なると考えます。各消防

団員（特に訓練への参加回数が少ない消防団員）に訓練に参加させるための工夫として、ど

のようなことを実施していますか。 

問12. 「福岡市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例」に基づき、消防団員が訓練等に

参加した場合は、費用弁償を支払うこととなっています。 

(a) 訓練等に参加したすべての消防団員に費用弁償は支払われていますか。 

Ａ．支払われている 

Ｂ．支払われていない⇒(b)にご回答ください 

(b) (a)で「Ｂ．支払われていない」場合は、訓練等に参加したが費用弁償が支払われない

消防団員が存在することになると思われます。その場合、費用弁償の支払対象となら

ない消防団員はどのように決定していますか。 

Ａ．分団長の独断で決定している 

Ｂ．分団内で協議を行うことによって決定している 

Ｃ．本人からの申し出により決定している 

Ｄ．その他（その具体的内容をご記載ください） 

問13. 近年、日本各地で地震、津波、土砂災害、洪水といった従来の想定を超えた災害が発

生していますが、それらに対応するために訓練ではどのようなことを実施していますか。 

問14. その他、消防団の訓練に関して、問題点やご意見等がありましたらご記載ください。 

 

【装備に関する事項】 

問1. 現在、分団に配備されている装備11について、火災、自然災害等が発生した場合の準備とし

て十分であると思いますか。 

「思わない」とご回答の場合には、その理由や問題点等もあわせてご回答ください。 

Ａ．思う 

Ｂ．思わない 

問2. 分団に配備されている装備の一覧表はありますか。装備の一覧表がある場合は、一覧表の写

し（平成 25年度のもの）をご恵与ください。 

Ａ．一覧表はある⇒(a)にご回答ください 

Ｂ．一覧表はない 

(a) 分団では定期的に（例：年に１度、半年に１度）装備の一覧表と現物を照合し、現物

が実在していること、又は備品管理簿等に記載されていない備品はないか等を確かめ

ていますか。 

Ａ．実施している⇒(b),(c)にご回答ください 

Ｂ．実施していない 

(b) 上記の照合作業はどのような手順で実施していますか。具体的な内容をご記載くださ

い。 

(c) 上記の照合結果は消防署又は消防団連合会各支部事務局へ報告していますか。 

Ａ．報告している 

Ｂ．報告していない 

 

【収入支出に関する事項（消防団連合会分会）】 

                                                   
11分団に配備されている装備とは、ポンプ車、ホース、拡声器、無線機といった分団で使用する装備のう

ち消防局から配備されているものを想定しています。 
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問6. 分会は毎月（または、定期的に）預金通帳と収入、支出の伝票（領収書等）を照合し、収入、

支出伝票（領収書等）の金額と、預金通帳上の収入額・支出額が一致しているか否かの確認

をしていますか。 

Ａ．確認している 

Ｂ．特に確認していない 

問7. 分会は年度末に、分会が保有している「現金」と「小口現金出納帳の残高」及び、｢金券類

（タクシーチケット等）」と「物品出納簿の残高」の照合を実施していますか。 

Ａ．実施している 

Ｂ．実施していない 

Ｃ．団本部事務局（消防署警備課内に設置）が実施している 

Ｄ．わからない 

《以下では、分会で購入した物品・備品等（消防局から配備されているものを除く）があること

を想定しています》 

問3. 分団では購入した物品についての一覧表（以下、「備品台帳」という。）を作成していますか。

作成している場合は、写し（平成 25年度のもの）をご恵与ください。 

Ａ．作成している⇒(a) にご回答ください 

Ｂ．作成していない（10万円以上の備品等は無い） 

Ｃ．作成していない（10万円以上の備品等は有る） 

(a) 分団では定期的に（例：年に 1 度、半年に 1 度）備品台帳と現物を照合し、現物が実

在していること、又は備品台帳に記載されていない物品はないか等を確かめています

か。 

Ａ．実施している⇒(b),(c)にご回答ください 

Ｂ．実施していない 

(b) 上記の照合作業はどのような手順で実施していますか。具体的な内容をご記載くださ

い。 

(c) 上記の照合結果は消防団連合会各支部事務局へ報告していますか。 

Ａ．報告している 

Ｂ．報告していない 

 

 

３．各区役所防災事業担当課（総務課防災・安全安心係等）に対するアンケート 

アンケート対象 

各区役所防災事業担当課（総務課防災・安全安心係等） 

調査目的 

・各区役所と消防局との連携の把握 

・区役所防災事業の事務執行の把握 

アンケート内容 

【防災関連に関する事項】 

問1. 区役所で行っている防災関連事業（防災訓練、防災関係の啓発等）はどのようなものがあり

ますか。具体的な内容をご記入ください。また、具体的な内容が分かる資料の写し（平成

25年度実績）をご恵与ください。 

問2. 市民から区役所防災担当へ防災訓練や防災講座等の相談が来た場合、消防署への連絡・協議

を行う体制になっていますか。 
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Ａ．体制になっている  

Ｂ．必要に応じて行う体制になっている（どのような場合に行っているか、ご記入くだ 

さい） 

Ｃ．体制になっていない（その理由をご記入ください） 

問3. 市民から消防署へ防災訓練や防災講座等の相談が来た場合、消防署から区役所防災担当への

連絡が来る体制になっていますか。 

Ａ．体制になっている 

Ｂ．体制になっていない 

問4. 防災関連事業について、消防局又は消防署と定期的に協議を行っていますか。 

「Ａ．行っている」又は「Ｂ、定期的ではないが必要に応じ行っている」と回答の場合には、

平成 25年度の実績が分かる資料の写しをご恵与ください。 

Ａ．行っている 

Ｂ．定期的ではないが必要に応じ行っている 

Ｃ．行っていない 

問5. 市民局で実施している講座「福岡市の防災・減災～覚えておこう！災害への対応～」につい

て、ご存知ですか。 

Ａ．講座の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

問6. 消防局で実施している講座「災害に強い地域作り講座」について、ご存知ですか。 

Ａ．講座の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

問7. 市民局で作成している防災関連の冊子「防災の手引き」について、ご存知ですか。 

Ａ．冊子の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

問8. 消防局で作成している防災関連の冊子「新みんなの防災ブック」について、ご存知ですか。 

Ａ．冊子の概要も知っている 

Ｂ．存在は知っているが、中身は知らない 

Ｃ．知らない 

問9. 各校区等での自主防災活動について、活動の内容を把握していますか。 

Ａ．すべて把握している⇒(a)にご回答ください 

Ｂ．一部把握している⇒(a)にご回答ください 

Ｃ．把握していない 

「Ｂ．一部把握している」又は「Ｃ．把握していない」とご回答の場合には、把握していな

い理由をご記入ください。 

(a) 各校区等での自主防災活動の内容はどのように把握していますか。具体的な把握方法

をご記入ください。 
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【物品管理に関する事項】 

問1. 区役所では、区役所に保管している公的備蓄品の棚卸12を実施していますか。 

  Ａ．定期的に実施している 

  Ｂ．不定期で実施している 

  Ｃ．実施していない 

Ａ．又はＢ．で「実施している」とご回答された場合には、①いつ頃実施しているか、②実

施頻度をご記入ください。 

問2. 公的備蓄品の棚卸について、棚卸実施マニュアル（棚卸を行う場合の規程等）はありますか。 

    Ａ．ある 

    Ｂ．ない 

問3. 備蓄品の棚卸実施方法をご記入下さい。また、実際の数量と管理簿が異なる場合はどのよう

な対応をしていますか。具体的な内容をご記入ください。 

問4. 自主防災組織補助金を使用して各校区等で購入した資機材について、購入した後の各校区で

の使用状況は把握していますか。 

 Ａ．把握している 

  Ｂ．各校区等に任せており把握していない 

「Ａ．把握している」とご記入された場合、区役所では使用状況をどのように把握していま

すか。具体的な内容をご記入ください。 

                       

 

                                                   
12 ここで言う「棚卸」とは、備品の実際数量をカウントし、管理簿上の数量と実際数量が一致している

ことを確かめ、さらに実際と管理簿の数量が異なる場合は、管理簿の数量を修正することを意味します。 


