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第１ 外部監査の概要 

１．外部監査の種類 

地方自治法第252条の 37第1項に基づく包括外部監査 
 
 
２．選定した特定の事件（監査のテーマ） 

（１）選定した特定の事件（監査のテーマ） 

「防災に関する財務事務の執行について」 
 
（２）特定の事件（監査のテーマ）を選定した理由 

我が国は、地震、火山活動が活発な環太平洋変動帯に位置し、また、地理的、地形的、

気象的諸条件から、地震や津波に加え、台風、豪雨等の自然災害が発生しやすく、毎年、

自然災害により多くの人命や財産が失われている。 
昭和30年代前半までは、大型台風や大規模地震により、死者数千人に及ぶ被害が多発

していた。その後、防災体制の整備・強化や、災害対応能力の向上、災害に対する脆弱性

の軽減により、自然災害による被害は減少していたものの、平成 7 年には阪神・淡路大震

災により6,437人の死者・行方不明者が発生し、平成23年には東日本大震災により23,769
人の死者・行方不明者が発生している。また、首都直下地震等大規模地震の発生も懸念さ

れている状況にある。 
災害対策基本法を始めとする日本の災害対策法制では、予防、応急、復旧・復興という

災害のあらゆる局面に応じ、国や地方公共団体等の権限と責任が明確化されており、官民

の関係主体が連携して対策を講じることとなっている。 
町田市は丘陵地帯が多いことから、土砂災害への備えを多くの箇所で行う必要があるとと

もに、市の西端を沿って流れる境川をはじめとする河川の氾濫への備えが必要である。ま

た、多くの乗降客がある鉄道の駅が所在することから、帰宅困難者が生じた場合に備える

必要がある。 
これらを踏まえ、市では町田市地域防災計画を策定し、同計画に沿って多くの活動が行

われているところであり、また、関係する部署も多い。防災に関する財務事務の執行が同計

画に対して有効なものとなっているか、最少の経費で最大の効果が挙げられるような取り組

みが行われているか等、合規性、有効性、経済性、効率性等の観点から検討することは有

用であると考える。 
以上より、防災に関する財務事務の執行を平成 29 年度包括外部監査の特定の事件（監

査のテーマ）として選定した。 
 
 

３．外部監査の対象部署 

防災安全部、学校教育部、道路部、都市づくり部 
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４．外部監査の対象期間 

平成28年度の執行分 
必要に応じて平成27 年度以前または平成29年度の執行分を含む。 

 
５．外部監査の実施期間 

平成29年5月30日から平成30 年1月26 日まで 
 
６．外部監査の補助者 

青山 伸一 公認会計士 中野 一夫 弁護士 
作本 遠 公認会計士 栁原 匠巳 公認会計士 
清水 貴之 公認会計士 山口 剛史 公認会計士 

 
７．利害関係 

外部監査の対象とした事件につき、私は地方自治法第252条の29の規定による利害関

係はない。 
 
８．監査の基本的な視点 

防災に関する財務事務について、以下に挙げる合規性、有効性、経済性、効率性の視

点で監査を実施した。 
 

①各事務の合規性 
防災に関する財務事務は、地方自治法、地方自治法施行令、町田市が定める条例及

びその他の法令等に従い適切に行われているかの視点で監査を実施した。 
特に今回の監査では、防災事業で多数実施される、防災施設や備蓄物資等の整備・更

新に関わる契約事務、消防団運営に関わる事務等について、合規性の検討を実施するこ

ととした。 
 
②各事務の有効性 
防災に関する財務事務について、災害対策基本法を始めとする制度や町田市地域防

災計画に対して有効なものとなっているかの視点で監査を実施した。 
特に今回の監査では、町田市地域防災計画を所与のものとし、同計画に記載された事

項が、現状の備えと緊急時の行動予定等に十分に反映されているか、防災安全部を中心

として市役所内、市民、関係機関との連携が滞りなく行われているか、市の現状の事務の

有効性について検討することとした。 
 
③各事務の経済性、効率性 
経済性、効率性について、通常は、予算の執行がより少ないか、成果に対して最少の
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経費・労力で事業が執行されているかの視点で監査を行うが、防災に関する財務事務の

監査では、防災の性質上、災害発生前には判断が困難なことが多いため、著しく不経済

な事業でないか、また、不効率なものとなっていないかの視点で監査を実施した。 
以上を前提とし、今回の監査では、町田市地域防災計画に記載された事項が、全体とし

て十分に機能するかの視点で検討することとした。 
 

９．実施する主な監査手続 

〇 担当部署等へのヒアリングを実施する。 
〇 関連書類を閲覧し、関連規則等への準拠性を確認する。 
〇 監査対象とした事業の調査・分析等を行う。 
〇 必要と認めた施設、訓練等の現場視察を行う。 
上記の監査手続のうち、必要と認めた施設・訓練等の現場視察については、次表に示

すものを実施した。 
 

表 1 必要と認めた施設・訓練等の現場視察の状況 
監査事項 内容 往査 実施者 

水防図上訓練視察 訓練視察 1か所 監査人：辰巳、補助者：清水 
総合防災訓練視察 訓練視察 1会場3か所 監査人：辰巳、補助者：山口 
備蓄倉庫視察 倉庫現況視察 6か所 監査人：辰巳、補助者：青山・山口 

合計 10か所 ― 
水防図上訓練視察として、訓練視察を 1 か所、総合防災訓練視察として、訓練視察を１

会場3か所、備蓄倉庫視察として、倉庫現況視察を 6か所実施した。 
 
 

１０．監査の「結果」と監査の「意見」 
本報告書では、監査の結論を「結果」と「意見」に分けて記載する。 
監査の「結果」は、法令、条例、規則等に反していると判断される事項や社会通念上著

しく適切性を欠き不当と判断される事項である。 
監査の「意見」は、監査の「結果」以外で、改善・検討を求める事項である。 
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第２ 外部監査の総括 

１．防災に関する財務事務等の総括 

本年度の包括外部監査として、防災に関する財務事務等の考察を行った。 
平成29年は、秋田県での記録的な雨や新潟県の佐渡島での 50年に一度の大雨のよう

に全国的に豪雨に見舞われた一年であった。市においても 10月に台風21号の影響で市

内の一部に避難勧告が出される事態が発生するなど、防災は身近な問題と感じざるを得な

い一年だったといえる。 
防災事業を行うことの至上命題は、市民の生命・財産を守るという極めて重要な事項であ

ることは言うまでもない。災害がいつ、どの程度の規模で発生するかを事前に予想すること

には限界がある。また、防災事業の効果は、災害が発生してみないと効果の測定ができな

い特殊なものである。 
この点、市にあっては、臨海地域が存在しない内陸地のために津波の心配は乏しく、河

川の氾濫による被害が頻発しているわけでもなく、住宅の延焼が心配される木造住宅密集

地も少ないなど、比較的安全な環境にあるといえる。 
そこで今回の監査では、災害対策基本法をはじめとする日本の災害対策法制で要請さ

れている官民の関係主体の連携・対応、防災諸設備の管理に事業を大別し、監査の基本

的な視点から財務事務の考察を行った。主な結果・意見は、以下のとおりである。 
事業の性質 主な結果・意見 頁 

①官民の関係主体の

連携・対応 
○消防団運営事業費 
水火災等出動費の支払時期【結果】 

47 

○消防団運営事業費 
実績報告書について【結果】 

47 

○消防団運営事業費 
消防団員に対する報酬等の支給について【結果】 

49 

○地域防災活動支援事業 
補助金交付に関連する消火訓練の実施状況について

【結果】 

59 

○自主防災リーダー育成事業 
自主防災リーダー育成事業の目的と今後の目標につ

いて【意見】 

65 

○災害時医療救護対策 
市の役割と医師会等との連携について【意見】 

93 

○避難施設（学校）の開設と運営について 
避難施設の開設・運営について【意見】 

95 

②防災諸設備の管理 ○貸与被服等の貸与 
貸与被服亡失等届の提出の必要性【結果】 

54 

○貸与被服等の貸与 
貸与品の返納の記録を残す必要性【結果】 

54 

○消防施設等管理事務 
全ての消防器具置場について定期的に消防設備点

57 
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検を行う必要性【意見】 
○備蓄物資等更新事業、備蓄物資等整備事業 
備蓄倉庫の視察について【意見】 

69 

とりわけ、①の各関係者との連携した災害時対応を行うためには、マニュアルの整備が

重要と考える。実際の災害発生時には、一刻一秒を争う事態が想定されるため、マニュア

ルを頭に入れ、中身を見なくても適切な行動をとれるよう準備・訓練しておくことが必要であ

る。さらに、マニュアルには記載されていないような非常事態が起きる可能性は否めないた

め、マニュアルや今までの訓練の理念・趣旨を理解して、マニュアル等を応用して臨機応

変に行動することが求められる。 
そのためには、普段からどのような災害がいつ発生するかわからないという緊張感と使命

感を持って行動していくことが必要であると考える。 
 
 
 

２．監査の「結果」及び監査の「意見」の数 

本報告書における監査の「結果」の数は 6、監査の「意見」の数は 48となった。 
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第３ 監査の結果及び意見の要約 

Ⅰ．防災安全部  

項目 頁 

１．地域防災計画見直し事業  

意見 ①地域防災計画修正業務委託仕様書の記載及び市の事務の明確化 30 

  

委託業者の中にはビジネスとして請け負っている側面がある。地域防災計画に関す

る市の業務と、委託しうる範囲について検討を行い、必要以上の委託が生じないよ

う、委託仕様書の見直しと市の事務の整理・明確化を行われたい。  

 

２．防災普及事業  

意見 ①自主防災組織による防災訓練と市の関係（訓練参加機会の拡充） 35 

  

自主防災組織ごとに人員や立地の事情等が様々であることから、自主防災組織によ

る防災訓練では実施が難しいものについては、市が行う総合防災訓練に盛り込む

等、広く市民が体験できる防災訓練のあり方について検討されたい。 

 

  ②自主防災組織による防災訓練と市の関係（情報収集） 35 

  

市民の防災訓練については各地で自主的に行われており、自主防災組織の自主性

に委ねられているが、各地で行われている訓練がどのように行われているかを把握

しておくことは、市の防災戦略上不可欠であると考える。自主防災組織が防災訓練を

行う際に市に提出する申請書を情報収集源のひとつとして活用することを求めたい。 

 

  ③自主防災組織による防災訓練の事例紹介 35 

  

地域の特色が現れた訓練や地域の実情に応じて無理のない範囲で開催された訓練

や参加しやすい訓練を紹介していくことも、広く機会を提供するという視点からは、必

要と考えられる。各地の自主防災組織の訓練内容の把握と紹介を行うことで、自主防

災組織の無理のない範囲での継続的な防災活動につなげられたい。 

 

３．ハザードマップ作成事業   

意見 ①土砂災害に対する市の役割についての住民への周知 40 

  

土砂災害が生じた場合の、市の役割と個々人に委ねられることとなる役割について、

土砂災害警戒区域等の指定に関する住民説明会の際に周知する、あるいは、別に

機会を設けて周知する等、関係住民への周知方法のあり方を見直されたい。 

 

４．常備消防費   

意見 ①基準財政需要額委託事務分の根拠となる事業計画書や財政計画案の検討の必

要性 

42 

  

協定で定められた基準財政需要額委託事務分の根拠となる事業計画書や財政計画

案等について、市民等から求められた場合に説明できるように、東京都と協議をして

おく必要があると考える。 

 

５．消防団運営事業   

結果 ①水火災等出動費の支払時期 47 

  【現状・問題点等】  
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町田市消防団に関する条例第14条では、水火災等の職務に従事した費用弁償は、

その出動数に応じ翌月支給すると定めているが、平成28年度の水火災等出動費の

中で翌月に支給された事例は見当たらず、実際にはほとんどが翌々月の支給であっ

た。 

【指摘事項】 

市は消防団に対し消防団員の出動記録の早期提出を求め、条例に定めた期間内に

水火災出動費の支払いを行う必要がある。実態に即して出動の翌々月に支給するよ

うに条例を改めることも一つの方法である。 

  ②実績報告書について 47 

  

【現状・問題点等】 

消防団等が作成し市に提出する町田市消防団運営費等の交付に関する実績報告書

について、（ア）実態を反映していると見受けられる実績報告書が少ない点、（イ）処

理内容が不明のものがある点、（ウ）審査が行われていない点が見受けられた。 

【指摘事項】 

消防団等の実績報告書について、適切に管理、指導していく必要がある。 

 

  ③消防団員に対する報酬等の支給について 49 

  

【現状・問題点等】 

団員への支給されるべき報酬について、市は各分団本部が団員に支払っているか

否かを確認していない。 

【指摘事項】 

少なくとも各分団本部が団員に対して支払っていることを確認できるようにしておくこ

とが必要である。 

 

意見 ①消防団第1分団の団員確保の必要性 49 

  
第1分団の人員が十分とは言い難いため、より一層の消防団募集活動を行う必要が

あると考える。 

 

  ②ヴィーナス隊の活動の活発化の必要性 50 

  

ヴィーナス隊は水火災時の出動実績が 1人平均年間2回と他の分団に対して極端

に低い。市はヴィーナス隊及びヴィーナス隊所属の団員が、より積極的に特色のある

活動に力を入れることができるように働きかける必要があると考える。 

 

  ③消防団員の報酬の見直しの必要性 50 

  

市は消防団の報酬について近隣自治体等との均衡や報酬基準設定時と現在の水火

災等出動回数の変化、地縁団体としての消防団の活動、消防団員の充足率、消防団

活動に必要な装備品の経費等、全体のバランスを勘案して、定期的に見直しを行う

必要があると考える。 

 

  ④実態にあった予算確保の必要性 50 

  

水火災出動費については、過去の実績により当年度の出動回数はある程度予測が

可能であるから、実態にあった予算配当により適切な予算の確保をする必要があると

考える。 

 

  ⑤誤報による水火災出動回数の抑制 51 
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誤報による水火災出動回数を抑制し、消防団員の負担を軽減するよう努めることを要

望したい。まずは、誤報による水火災出動回数の統計情報を入手あるいは作成し、

傾向の把握を行われたい。仮に一定の傾向がある場合には、費用対効果を踏まえつ

つ、減少に向けた対策の検討を行われたい。 

 

  ⑥町田市消防団協力事業所表示制度の活用 51 

  

当該基準において事業主自らが消防団員として積極的に協力している事業所を対象

にする等の基準を明確にし、同表示制度における認定については、現実的な充足要

件とした運用とすることが望まれる。 

 

  ⑦町田市消防団に対する交際費の支払いについて 52 

  
支出の公正性及び透明性を確保するため、消防団運営上の必要な経費として、その

支出及び公開の取扱基準について必要な事項を定めることが望ましい。 

 

６．貸与被服等の貸与  

結果 ①貸与被服亡失等届の提出の必要性 54 

  

【現状・問題点等】 

町田市消防団員被服貸与規程では、貸与品を亡失又は損傷した時は、貸与被服亡

失等届を提出することを求めている。しかし実際には操法訓練中に紛失した階級章

についてその他要望書により新たな貸与品が支給されていた。 

【指摘事項】 

消防団員に対し貸与品の亡失又は損傷にあたっては貸与被服亡失等届の提出を求

める必要がある。 

 

  ②貸与品の返納の記録を残す必要性 54 

  

【現状・問題点等】 

町田市消防団員被服貸与規程では、消防団員は退団した時や貸与期間が満了した

時は、直ちに貸与品を返納する必要がある。一方、市が作成する被服貸与簿等には

貸与品の返納を受けたことの記録が残されていないため、返納の事実を確認するこ

とができなかった。 

【指摘事項】 

団員から被服等の返納を受けた場合はその旨を記録する必要がある。 

 

意見 ①貸与品の貸与期間の管理について 54 

  

町田市消防団員被服貸与規程では貸与品ごとに貸与期間を定め、貸与期間が満了

したら直ちに貸与品を市に返納することと定めている。しかし貸与期間の管理をして

おらず、貸与期間満了時に貸与品の回収をしていない。貸与品については、市の実

態に従って、具体的な貸与期間を定めずに、経年劣化による新たな被服等の要望に

より再貸与をすることが望ましい。その上で、従来の貸与期間については各貸与品の

使用可能期間の目安として内規等で示すことも一つの方法である。 

 

７．消防車両整備事業  

意見 ①消防団として保有すべき車両について 56 

  
町田市消防団の保有すべき車両の検討にあたっては、町田市消防団と町田消防署

及び各出張所の保有する各車両が、市民にとって最も相応しい状態に維持されるよ
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うに町田消防署と十分な協議により決定していることから、消防団として保有すべき車

両については、消防団の意見を十分に踏まえたものとなるよう、今後とも努められた

い。 

８．消防施設等管理事務  

意見 ①全ての消防器具置場について定期的に消防設備点検を行う必要性 57 

  

消防団の施設内にある消防器具置場については保守点検作業を行っていない。し

かし、消防法に定められておらず、消防団関係者のみが出入可能ということは保守点

検をしなくても良いということにはならない。よって市はその他の消防器具置場につ

いても定期的に、第1分団第1部第2小隊の消防器具置場と同レベルの消化器等

の所在と異常のないことの点検業務を行う必要があると考える。 

 

９．地域防災活動支援事業  

結果 ①補助金交付に関連する消火訓練の実施状況について 59 

  

【現状・問題点等】 

市では、スタンドパイプ式初期消火器具購入費の補助金を交付する条件として、一定

回数以上の消火訓練の実施を求めている。消火訓練の実績については、自主防災

組織から提出される「実績報告書」によって確認できる。しかしながら、「実績報告書」

を確認したところ、（ア）補助金申請前に訓練を実施していない防災組織があった点、

（イ）年度4回以上の訓練実施の実績を確認できない防災組織があった点、（ウ）訓練

実施日以前の日付で消防署受付印が押印されている点、（エ）支給翌年度以降に 2

回以上の訓練を実施していない防災組織があった点において課題が見受けられた。 

【指摘事項】 

訓練の実施状況を管理し、適切な訓練の実施指導を行う必要がある。 

 

意見 ①スタンドパイプ式初期消火器具の整備の方法について 61 

  

全自主防災組織は 296団体（平成29年10月15日現在）に対し、本事業を通じてス

タンドパイプ式初期消火器具の整備に関する補助金を交付した団体は 68団体であ

り、23％に過ぎない。他自治体の状況も踏まえ、事業をどのような形で発展させるか

についての継続的な検討が必要であると考える。 

 

  ②補助金の交付額の決定方法 62 

  

当該事業を今後発展的に続ける場合、貸与による普及に加え、例えば、1セットにつ

き上限を設け、加えて購入できるセット数の上限を決めるなどの方法も公平性の観点

から検討の余地がある。スタンドパイプ式初期消火器具購入費補助金の決定方法に

ついて見直されたい。 

 

  ③消火訓練の実施について 63 

  

消火訓練の実績について、自主防災組織から提出される「実績報告書」に関して、

（ア）対象期間についての記載ルールの指導や（イ）補助金交付要綱に訓練参加人

数の明文化を行う必要があると考える。 

 

  ④自主防災組織補助金における実績報告について 64 

  
現状では、多くの組織が何も添えないで実績報告書のみを提出する状況になってい

るが、本来は実績報告書に添える関係書類に領収書等が含まれると解釈した上で、
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支出した実績がわかる領収書等を関係書類として添付するよう、自主防災組織を指

導する必要があると考える。 

10．自主防災リーダー育成事業  

意見 ①自主防災リーダー育成事業の目的と今後の目標について 65 

  
防災技術については年々進歩がなされていることから、研修内容の技術的な進歩へ

の対応に加え、運営面での更なる工夫が必要であると考える。 

 

11．備蓄物資等更新事業、備蓄物資等整備事業  

意見 ①備蓄倉庫の視察について 69 

  

視察した備蓄倉庫はいずれも概ね整然と整備され保管されていた。また、立地場所

に関して災害時に使用困難な状況が予測される等の特段の問題点は、視察した範囲

では検出されなかった。 

重要な指摘事項ではないが、カギの取扱いや現物とリストとの不一致、備蓄品一覧の

記入方法等において、事務を見直されたい。 

 

12．防災情報設備整備事業  

意見 ①契約変更手続の適時化 81 

  

電波伝搬調査に関する予定価格算定のための見積書には、日付の記載がないた

め、変更契約の可否の判断が速やかに行われたかの検証ができない。手続きの妥

当性を検証できるよう、見積書には、作成日付の記載を求めるか、日付の入った受領

印などを押印することが望ましい。また、契約変更については、可及的速やかに行う

ことが望まれる。 

 

  ②聴取困難地域の解消 81 

  

防災行政無線設置・デジタル化事業の推進については、平成28年度分の整備終了

時点で、当初計画より、約80局分の新設局が未整備にとどまっている。当初見込ん

でいた国庫補助が予定通り執行されなかったことを原因としているが、聴取困難地域

の解消については、町田市地域防災計画に新規に目標設定をしたうえで、平成30

年度以降の新たな整備計画を策定、実行していく必要があると考える。 

 

  ③防災行政無線子局設備再構築工事の予定価格の算定方法 81 

  

実質的に製造元に価格決定力がある中で、査定の精度を高めるためには、見積価格

についての経年比較を行うとともに、他の自治体との情報共有を行うことにより、見積

価格の妥当性についてさらに検証することが必要であると考える。 

 

  ④防災行政無線子局設備再構築工事の入札条件 81 

  

防災行政無線子局設備再構築工事においては、入札の参加条件として、沖電気工

業から品質を担保された事業者であることは明記されていないが、品質面、価格面に

おいて、競合他社の競争優位性は考えられないことから、同様の参加条件を付記す

るとともに、グループ会社や特約店等の中から広く入札参加を求めることが必要であ

ると考える。 

 

13．防災情報事業  

意見 ①防災行政無線設備、計測震度計及び全国瞬時警報システム保守点検の委託範

囲 

83 
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委託にあたり、仕様書を性能保証が必要な業務、必要としない業務、また、必要とし

ない業務をさらに内部で実施可能な業務と委託が必要な業務に分割することにより、

入札事業者の増加や内製化による費用逓減の可能性を検討されたい。 

 

  
②防災行政無線設備、計測震度計及び全国瞬時警報システム保守点検業務委託仕

様書の記載 

83 

  

業務委託仕様書において、蓄電池交換に関する記載があるが、実態としては交換時

期に達していないため、平成28年度の本業務は実施が不要のものである。しかし、

契約書そのものではその旨が確認できない。誤解を招かないよう不必要な記載は仕

様書上には載せるべきではないと考える。 

 

14．帰宅困難者対策  

意見 ①町田駅周辺の一時滞在施設における災害時のマニュアルの整備について 91 

  

市が駅周辺の混乱防止策として計画している、駅周辺の一時滞在施設における災害

時マニュアルの作成状況に、改善すべき点が認められる。すべての施設でマニュア

ルが整備されるように、市がリーダーシップをとる必要があると考える。 

 

  ②町田駅周辺帰宅困難者対策協議会との連携について 91 

  

町田駅周辺帰宅困難者対策協議会は平成28年9月1日に設置されたものであるこ

とから、地域防災計画や協議会設置要綱に予定された行動がとれるよう、協議会との

積極的な連携を求めたい。 

 

  ③備蓄食料等の備蓄状況について 91 

  

平成28年度末時点で目標数に対する実際の備蓄充足率は、飲料水は 66.3%、ビス

ケットは 75.5%、エアクッションは 32.5%、ブランケット等は 32.8%である。保管場所別の

状況をみると、平成28年度終了時点で鶴川地域と森野地域の倉庫を利用して備蓄

しているが、それぞれの目標数は計画されておらず、災害時に各地域の一時滞在施

設にどのように配布する予定であるかは不明である。備蓄については、各備蓄倉庫

についての備蓄数量を決め、常に充足率が 100%になるように備蓄することを検討さ

れたい。 

 

  ④備蓄倉庫の備蓄品管理について 91 

  
備蓄品は可能な限り棚卸表を作成し、品目別に数量管理を行い、半年に 1度は、品

質についての検査を実施することが望ましい。 

 

15．災害時医療救護対策  

意見 ①市の役割と医師会等との連携について 93 

  

防災課、保健所、医師会等関係機関との連携の更なる強化と、町田市地域防災計画

が確実に実行されるためにはどのような体制作りを行っていくことが望ましいかにつ

いて、相互に認識を共にし、定期的に計画を見直していくことが望まれる。 
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Ⅱ．学校教育部  

項目 頁 

１．避難施設(学校)の開設と運営について  

意見 ①避難施設の開設・運営について 95 

  

施設管理者である学校長は、避難施設の開設において、様々な役割を担っているこ

とから、施設管理者である学校長も避難施設の開設と運営に関して主体性を持ち、日

ごろから指定職員等との連携を図ることが重要であると考える。市においては、毎年

度数回に亘り連携のための協議会を開催しているが、避難施設の開設・運営につい

て、今後とも、施設管理者である学校長と指定職員等との関係が密となるよう、防災安

全部と学校教育部が連携のうえ、学校長に働きかけ、災害に備えることが重要である

と考える。 

 

２．応急教育について  

意見 ①応急教育の実施について 96 

  

町田市地域防災計画において応急教育の実践が必要と記載があるが、各市立小・中

学校で作成している学校防災マニュアルなどにおいて応急教育に関する記述はな

い。まず、学校教育部として、各学校に応急教育の重要性を認知させるとともに、学

校毎に応急教育に関するマニュアルを作成するか、または既に学校毎に作成してい

る学校防災マニュアルで応急教育に関する事項も追加記載するよう指導する必要が

あると考える。 

 

３．物資の備蓄  

意見 ①帰宅困難者対策条例に関する教職員及び児童生徒用の備蓄について 98 

  学校教育部予算で整備する際にも、適切なタイミングでの更新を要望する。  

４．市立小・中学校での安全確保  

意見 ①市立小・中学校施設の安全性確保について 99 

  

校舎の耐震化については、平成22年度までに全校が完了し、また、体育館におけ

る非構造部材の落下防止対策は平成27年度までに完了している。体育館以外、例

えば教室内にある非構造部材の落下防止については、文部科学省からは特段指針

は出されていないが、児童生徒が主として活動している教室等に落下する恐れのあ

る危険なものがないか、各学校に対し施設の安全性の確認を徹底するよう、要望す

る。 
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Ⅲ．道路部  

項目 頁 

１．狭あい道路拡幅整備事業  

意見 ①狭あい道路拡幅整備事業実施にあたっての目標設定 101 

  
生活道路の確保を主たる目的とした現状の指標に加え、防災上の視点に立った目標

値を追加的に設定し、成果測定を行うことが望まれる。 

 

  ②隅切用地に対する奨励金支払対象者の再検討 101 

  
隅切用地の寄附に関しても対象者を限定し、奨励金支払の対象外とすることも考えら

れるため、この点、検討されたい。 

 

  ③助成金算定上の見積額の妥当性の検証 102 

  

申請者と施工事業者の姓が同一であり、縁戚関係の可能性がある場合は、申請者と

施工事業者の間において特別の利害関係がないかの確認を行うとともに、特別の利

害関係等がある場合には、金額の多寡にかかわらず、市内部での積算を行い、見積

額の妥当性について追加的に検証をすることが望ましい。 

 

  
④狭あい道路拡幅整備助成金交付申請書の提出と助成金決定の年度相違の取扱

い 

102 

  

旧年度の様式を使用し、かつそれが年度により異なる場合には、何年度の様式であ

るかの識別がつくようにあらかじめ記載をしておくことが必要である。また、助成金決

定の年度相違による取り扱いについて、要綱等に定めるよう検討されたい。 

 

  ⑤実勢価額の助成金交付額への反映 102 

  

助成金交付額算定上の単価及び限度額は、実勢価額に対して、過度の助成を行わ

ないことを目的としているものと考えられる。単価や限度額の適用方法を狭あい協議

申出時基準とするか、助成金申請時基準とするかについて再度検討し、要綱等に反

映されたい。 
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Ⅳ．都市づくり部  

項目 頁 

１．耐震改修促進計画事業  

意見 ①特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金の申請書類の確認 104 

  
申請にあたっては、事業計画や予算案を追加的に入手することにより、実質的に意

思決定がなされているかの状況を確認することが望ましい。 

 

  ②啓開道路沿道建築物耐震改修 104 

  

市が指定する啓開道路に関しては、東京都が進めているような緊急時の輸送道路の

沿道建築物に対する耐震化を推進する事業は行われていない。特に災害時におい

て重要性の高い第一次啓開道路に関しては、災害時における影響を想定し、緊急輸

送道路沿道建築物の耐震化が完了した後は、同様の事業を行い耐震化による災害

時の交通の確保を行うべきと考える。 

 

２．住宅耐震促進事業  

意見 ①木造住宅精密耐震診断事業助成金の申請書類 107 

  

木造住宅精密耐震診断事業助成金の申請にあたり、町田市木造住宅簡易耐震診断

表の添付がないため、木造住宅耐震アドバイザーによる精密耐震診断料の概算額が

不明なことから、報酬額の妥当性が判断できないものがあった。申請者より提出がな

い場合でも起案書に添付しておくことが望ましい。 

 

  ②消費税仕入税額控除確認書の検証 108 

  

分譲マンション耐震診断事業の交付の際、補助対象額の計算にあたり、仕入税額控

除を行わない申請者については、消費税額を補助対象額に含めることとしている。そ

のため、該当する申請者については、消費税仕入税額控除確認書に理由を記載し

たうえで、添付書類として提出することとしている。必要な場合、確認書の提出時に確

認を行うか、事後的に消費税の確定申告書を提出させ、控除対象仕入税額への算入

を行っていないか確認すべきであると考える。 

 

  ③分譲マンション耐震化促進アドバイザー助成金の周知 108 

  

平成28年度において、分譲マンション耐震化促進アドバイザー助成金は 1件1回

しか利用されていない。分譲マンション耐震化促進アドバイザーの具体的な利用方

法と期待される効果の紹介等、周知方法の見直しを行うことが望ましい。 

 

  ④木造住宅耐震化啓発業務における委託単価 108 

  

町田市木造住宅耐震相談会における相談業務は、専門性が発揮でき、耐震診断の

申し込みへと繋がる場合も多く成果が上がっている。一方で、本業務に関連して委託

を行っているポスター、DM、アンケートの印刷、送付等の業務についても、単価算定

上、専門家であるアドバイザーと同じ時間単価により設定されている。専門性の低い

単純作業については、単価の引き下げを検討することが望ましい。 
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