
 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 

包括外部監査結果報告書（概要版） 
 

 

～ 防災及び危機管理に関する事務の執行について ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

堺市包括外部監査人 

弁護士 中務正裕 

 

 

  



 

 

 



1 

 

第１ 包括外部監査の概要 

１ 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及び監査対象期間 

(1) 選定した特定の事件 

防災及び危機管理に関する事務の執行について 

 

(2) 包括外部監査対象期間 

原則として令和元年度（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで） 

    ただし、必要に応じて平成 30 年度以前及び令和 2 年度の事務についても対象とした。 

 

３ 特定の事件を選定した理由 

近年、日本各地において地震・台風等の自然災害が頻発している。堺市も例外ではなく、

平成 30 年 9 月には観測史上最大規模の台風第 21 号が上陸し、建造物の倒壊や浸水、停電、

断水などが発生したことは記憶に新しく、また、南海トラフ地震が発生した場合には甚大な

被害が想定されているところであり、地域防災力の向上と災害に強いまちづくりの推進は市

民の生命に直結する自治体にとっての最重要課題といえる。そのため、堺市においても、マ

スタープランにおいて「暮らしの確かな安全・安心を確保する」ことを基本政策に挙げ、平

成 29 年 2 月に「堺市国土強靱化地域計画」を策定し、平成 30 年 2 月、令和 2 年 2 月には「堺

市地域防災計画」を改訂し、それに伴う各種防災計画も制定されている。 

そこで、堺市が取り組んでいるハード面における防災関連事業（食料備蓄事業、住宅・建

築物耐震・防火等改修促進事業、橋りょう耐震強化事業、上下水道管路・配水池の耐震化事

業、浸水対策事業等）が、計画に基づき適切に実施され、事務の執行がなされているか、と

りわけ限られた財源の中で優先度を考慮した管理や執行がなされているかについても検証を

行いたい。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、改めて危機発生時における自治体の役割の重

要性を再認識させた。災害発生時において、堺市の各部局において適切な連携がなされる仕

組みとなっているか、広域自治体や民間、市民との間で実効的な連携ができるよう準備され

ているか、過去や他地域の被災事例における教訓を踏まえた体制がとられているか等の観点

を踏まえ、ソフト面における危機管理体制についても検証を行いたい。 

防災関連事業は、市民にとっても非常に強い関心事項であると考えられ、上記観点に基づ

く外部の視点による検証を加え、課題や改善策を提示することは市民にとって有意義である

と考え、本年度の監査テーマとして選定した。 
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４ 包括外部監査の方法 

(1) 監査の視点（防災・危機管理の問題意識を踏まえて） 

災害が発生した場合、被害をゼロにすることは実際上困難であり、防災・危機管理の対策

においては、平時においていかに事前準備を備えておくか、災害発生時にいかに減災するか、

という「事前準備」と「減災」、災害発生時（危機時）において、いかに即応して初動体制を

とれるか、また、災害後にライフラインを早期に復活させ、住民生活をできるだけ早く元の

姿に戻し復旧していくという「即応性」と「復旧」の 4 つの側面が重要な課題とされて    

いる1。 

また、限られた財源と人員体制において、自治体のみが災害対策を担うことは現実的では

なく、住民が自身を守る「自助」、地域住民が助け合う「共助」、自治体など公的機関が支援

する「公助」の連携という観点が必要であり、堺市において、住民・事業者らの民間や広域・

周辺自治体との協働による対策が有効に機能するか、という観点も肝要である。 

以上を踏まえ、事前準備・減災の観点から、建築物や橋りょう、上下水道管の耐震化とい

ったハード面の事業のほか、災害発生時における危機管理体制、業務継続計画（事業を継続

して行うための計画など）、市民、事業者、他の自治体との連携などソフト面も含めて検証の

対象としたい。 

ハード面での防災事業については、完全に実施するには多額の資金が必要であり、各年度

で行えることは限られてくる。それゆえ、事業に関して優先順位を考慮し、また、採算性や

効率性を考慮する必要がある。従って、各事業について、限られた財源の中で優先度を考慮

した管理や執行がなされているか、効率的かつ効果的に事業が実施されているか、事後的に

モニタリングされているか、という観点も含めていきたい。 

 

上記観点を念頭に、具体的には以下の視点による検証を行うこととした。 

 

視点 1  防災関連事業の各種目標値（耐震化率等）の設定が合理的か、優先順位を考 

慮したものとなっているか 

視点 2  各種目標値の達成度はどうか（大幅に遅れている分野はないか） 

視点 3  所管部局を統括する危機管理室の体制は整っているか 

視点 4  所管部局間の連携はとれているか 

視点 5  広域自治体（大阪府）や周辺自治体との連携はとれているか 

視点 6    自助や共助の前提となる市民・事業者の理解を深めるための方策がとれてい 

るか 

視点 7   地域防災計画が各部署に浸透しているか（実用に即した計画となってい 

るか） 

                                                      
1 中邨章著「自治体の危機管理」（株式会社ぎょうせい）2 頁以下参照 
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視点 8  委託、工事、修繕、物品購入等の契約事務が適正かつ効率的に行われてい 

  るか 

視点 9  施設・設備・備蓄管理が適切に行われているか 

視点 10  事務事業の実施にあたり、経済性、効率性及び有効性を十分に考慮し、十分 

な費用対効果が得られているか。また、これを検証するために適切なモニタ 

リングが実施されているか 

 

(2) 主な監査手続 

① 関係部局に網羅的かつ具体的な質問及び追加質問を重ね、書面による回答及びヒアリ

ングを実施した。 

② ヒアリングに並行して関係書類・帳票類等の閲覧・突合を実施した。 

③ 建設局が所管する内川排水機場、消防局が所管する美原消防署と美原消防団、建築都

市局の防災事業の対象である湊地区の密集市街地、南区における防災訓練、少林寺小学

校及び堺区役所における災害用備蓄倉庫について、現地視察及び現地におけるヒアリン

グを実施した。 

④ 市職員への防災マニュアルの浸透度や防災に関する問題意識を把握するため、令和 2

年 10月、市職員に対するアンケートを実施した。 

 

(3) 監査対象部署 

 危機管理室 

 総務局 

 産業振興局 

 健康福祉局 

 建築都市局 

 建設局 

 消防局 

 上下水道局 

 各区役所 

 その他防災及び危機管理に関する事務に関する部局等 

 

５ 包括外部監査人及び補助者の氏名と資格 

包括外部監査人 弁護士 中務正裕 

監査補助者 弁護士 久保井聡明 

 弁護士 森脇雅典 

 弁護士 山口心平 

 弁護士 赤崎雄作 
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 弁護士 山越勇輝 

 弁護士 西川昇大 

 公認会計士 伊沢敏一 

 公認会計士・税理士 見鳥信吉 

 

６ 包括外部監査の実施期間 

  自令和 2 年 4 月 1 日  至令和 3 年 1 月 31 日 

 

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 に規定する利害関係はな

い。 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 監査の結果の書き分け 

   本報告書においては、以下のとおり監査の結果として指摘事項、意見、要望の３区分に

分けて記載している。 

 

指摘事項 (1)法令、基準等に違反していると認められるもの 

(2)その他適正を欠く事項で是正する必要があると認められるも

の 

意見 (1)事務の執行、事業の管理状況等について、効率性、経済性又は

有効性の観点から検討する必要があると認められるもの 

(2)その他法令、基準等には違反しないが、事務処理上改善する必

要があると認められるもの 

要望 (1)制度、組織等に関する課題のうち、特に要望する必要があると

認められるもの 

 

２ 指摘及び意見等の一覧 

  本報告書において記載した「指摘」、「意見」及び「要望」の概略は次のとおりである。

意見の理由等の詳細については、本編の該当頁を参照されたい。 

 

 概要 頁 

第２ 堺市の防災関連事業の概要 

意見 1  【堺市国土強靱化地域計画等の具体的取組みと事務事業の紐付けについて】  
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堺市国土強靱化地域計画には、124 の具体的取組が施策としてあげられている

が、それぞれにつき事務事業との紐付けを明確にし、その進捗状況について事

務事業総点検シート等の形式にならい、わかりやすく市民に公表すべきである

と考える。また、同国土強靱化地域計画の施策に関する目標設定の指標につい

ては、実績＝目標とするのではなく、当該施策に効果的な指標を再検討すべき

である。 

24 

第３ 堺市の財政状況及び防災関連事業費について 

意見 2 

【防災関連事務事業予算・決算についての透明化について】 

堺市としての防災関連の事務事業の予算額・決算額等につき大きくハード面（耐

震補強工事等）及びソフト面（危機管理体制の整備や防災訓練等）に分け、防災

関連事業についての市の支出状況を分かりやすく明らかにするのが望ましい。

加えて、各事務事業の執行状況、進捗状況についても記載し、「防災白書」のよ

うな形で公表することが望まれる。 

34 

意見 3 

【防災関連事業に関する優先順位及び予算の配分について】 

限られた予算のなか防災関連の施策の選択と集中を図り、費用を縮減しつつ、

効率的に施策を推進するという観点から、各部局間の防災関連施策の予算配分

の優先順位の検討を行う場を設けるべきである。 

35 

第４ 堺市職員の防災意識アンケートについて 

指摘 1 

【防災マニュアルの周知徹底】 

各部局の所属長が防災マニュアルの周知徹底を図り、かつ、所属部局における

災害時の参集ルール等の取組みを確実に実施すべきである。また、これらの取

組みの結果を所属長が各局各区危機管理担当へ報告し、危機管理室において集

約のうえ一元的管理を行うべきである。 

50 

指摘 2 

【各局各区における災害対応マニュアル等の確認及び職員への周知徹底につい

て】 

各部局において、災害発生時における、各職員の役割（情報担当、避難担当、食

料担当、連絡担当等）及び持ち場について明確にしたうえ、各局各区で作成して

いる初動をわかりやすく示した災害対応マニュアル等を各職員に周知徹底すべ

きと考える。また、危機管理室においては、これらを集約し、一元的管理のう

え、いつ発生するかもしれない災害に対し、各部局において混乱が生じない体

制となっているか、平時よりモニタリングすべきであると考える。 

51 

意見 4 

【全職員対象の防災訓練の実施】 

災害発生時を想定した全職員を対象とする防災訓練を定期的に実施するととも

に、職員への防災意識の周知徹底及び意見集約のため、定期的に全職員に対す

る防災に関するアンケートを実施すべきである。 

52 
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第５ 危機管理室 

意見 5 

【危機管理室と各部局との間の業務や役割分担について】 

コロナ禍の拡大という想定外の事態が生じているなか、危機管理室の業務量が

大幅に増え、職員個人へ過大な負担がかかっている状況となっている。自然災

害は突然発生するのであり、そのような危機発生時においても臨機応変に対応

できるよう、各部局が平時より危機発生時、災害時に果たすべき役割、事務内容

を予め整理し、分担を明確に定めておく必要がある。 

55 

要望 1 

【多様な手段、方法を用いた情報発信・啓発活動について】 

現在、堺市では区別防災マップの全戸配布や、SNS を通じた防災関連の情報発

信等を行っているが、これらの情報提供をさらに充実化し、また、SNS 等のイ

ンターネットを通じた情報受領が困難な住民のためにも、テレビ・ラジオ等を

通じた情報発信も積極的に行うことが望ましい。また、学校現場における防災

教育についても積極的に推進すべきであると考える。 

57 

第７ 産業振興局 

意見 6 

防災協力農地登録制度推進事業（農政部・農水産課） 

【現実的な目標設定】 

防災協力農地の農地面積についての目標設定に際しては、現実に履行が極めて

困難な目標値を掲げるのではなく、現実に履行可能な目標値を挙げ、その実施

に向けての効果的な対策を講ずるべきである。 

66 

意見 7 

防災協力農地登録制度推進事業（農政部・農水産課） 

【農地所有者にインセンティブのある制度設計】 

防災協力農地の実績値が極めて低い状況が続いており、農地所有者において、

防災協力農地として登録することにインセンティブを感じるような制度設計

（一定の事業に対する優遇措置等）を検討すべきである。 

67 

意見 8 

防災協力農地登録制度推進事業（農政部・農水産課） 

【実態把握の必要性】 

防災協力農地であることを示す標識の設置状況を確認し、未設置の農地につい

ては設置を積極的に促進する必要がある。また、防災協力農地の現状把握を行

い、有事に避難空間又は災害復旧用資材置場等として利用できる農地であるか

の検討を行う必要がある。 

67 

意見 9 

防災協力農地登録制度推進事業（農政部・農水産課） 

【周知方法の検討】 

防災協力農地の役割及び具体的な防災協力農地の位置情報を含めた有事の避難

場所に関する情報について、市民に対し、より積極的な周知を図るべきである。 

68 

意見 10 土地改良事業（農政部・農業土木課） 70 
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【堺市国土強靱化地域計画における「具体的な取組の内容」についての再検討】 

堺市国土強靱化地域計画において「具体的な取組の内容」として掲げられてい

る「ため池防災ネットワーク水路整備」について、同計画の見直しに際しては、

既に整備がなされていることを前提に、その維持や強化を目的とした取組とな

るよう、その具体的な内容について検討すべきである。 

第８ 健康福祉局 

意見 11 

災害時救急医薬品等備蓄事業（健康部保健所・保健医療課） 

【医薬品等の現地確認】 

①堺市薬剤師会がどこにどの程度の医薬品等を確保できるかについて、従来の

委託契約書別表と同様のリストを作成するなどして、各医薬品等の具体的な数

量を把握することができるようにすべきである。また、②堺市薬剤師会との委

託契約を締結していない現状においても、具体的な実地確認も含め、その備蓄

が適正に確保されていることを確認できるよう、堺市薬剤師会と協議をすべき

である。 

80 

意見 12 

避難行動要支援者調査事業（長寿社会部・長寿支援課） 

【堺市による主体的な一覧表の有効活用促進】 

一覧表について、各校区の自治会等 4 者においてどのような活用がなされてい

るかについて、堺市として把握する仕組みを整えるべきである。その上で、有効

活用事例については、他の地域の自治会等に共有するなど、堺市として主体的

に一覧表の有効活用を促進するための取組をすべきである。 

83 

意見 13 

避難行動要支援者調査事業（長寿社会部・長寿支援課） 

【明確に掲載拒否をした者以外の者を一覧表に掲載することについての検討】 

一覧表に掲載することについての同意を得られない者のうち、明確に掲載を拒

否した者以外の者を一覧表に掲載することについて、その適否も含めて検討を

行うべきである。 

84 

第９ 建築都市局 

意見 14 

住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業（開発調整部・建築防災推進課） 

【耐震改修補助件数に係る目標達成への改善】 

耐震改修補助件数にかかる評価指標について、事務事業総点検シート記載の単

年度の目標に達成していない年度が続いており、堺市耐震改修促進計画におい

て掲げている 10 年 1000 戸の目標を大幅に下回ることが見込まれる。目標実現

のためにより実効的な啓発活動を行っていく必要がある。 

91 

意見 15 

住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業（開発調整部・建築防災推進課） 

【防火断熱補助に係る評価指標の設定と目標達成への改善】 

事務事業総点検シートにおいて、「耐震改修補助件数に対する防火断熱補助件数

91 
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の割合」が本事業の評価指標として設定されているが、実際には防火断熱補助

件数の目標値と実績値及びその割合が記載されており、評価指標との齟齬が生

じていることから、この修正が必要である。 

また、実績値についても非常に低い状況が続いている。堺市の地域特性として

旧基準で建てられた木造住宅の割合が相対的に高いことが指摘されており、災

害発生時における火災拡大の防止の観点から重要度の高い施策であることか

ら、防火断熱工事の実績数を増やすための啓発活動、制度の工夫が必要である。 

意見 16 

住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業（開発調整部・建築防災推進課） 

【超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への

対策について】 

堺市耐震改修促進計画 38 頁においては、「超高層建築物等における南海トラフ

沿いの巨大地震による長周期地震動への対策」を踏まえ対象エリア内の区分所

有建物の改修工事に関する補助金制度を整備する旨定められているものの、未

だ補助金制度の整備がなされていない状況であることから、速やかに同補助金

制度の整備を進めるべきである。 

92 

要望 2 

被災建築物・宅地応急危険度判定実施体制構築事業（開発調整部・建築防災推

進課） 

【職員の被災建築物応急危険度判定士資格者の増加について】 

上町断層地震により堺市に所在する建物に被害が発生した場合の被災建築物応

急危険度判定業務を10日間で完了するために必要な被災建築物応急危険度判定

士数は延べ 1 万 5987 名と想定されているが、令和 2 年 3 月末時点で堺市の職員

の中に被災建築物応急危険度判定士は 150 名しか存在していない。実際に大地

震が発生した場合には自治体や民間から応援を受け入れることになるため、必

ずしも堺市の職員のみで応急危険度判定業務を行うわけではないものの、災害

時における 2 次災害発生を防止する観点からも、可及的速やかに堺市における

被災危険度判定業務を進めるべく、職員の応急危険度判定士資格の取得を促進

するための具体的な施策を講じるのが望ましい。 

96 

意見 17 

がけ地近接住宅除却・移転推進事業（開発調整部・建築防災推進課） 

【がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業による補助金制度の周知・啓発及び

大阪府との協議の推進】 

平成 28 年度から本事業が開始しているものの、依然として住宅の除却・移転又

は待ち受け壁設置に係る補助金の交付が一件も行われていない。したがって、

本事業による補助金制度の周知・啓発活動に取り組むとともに、並行して、本事

業と同様にがけ地周辺の安全を図ることを目的とした大阪府の所管事業であ

る、急傾斜地崩壊防止工事の実施に関し、早急に大阪府との間で協議を進める

99 
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べきである。 

意見 18 

宅地耐震化推進事業（開発調整部・宅地安全課） 

【安全性に関するモニタリング及び市民への説明責任】 

大規模盛土造成地の安全性に影響を与える事象が新たに判明した場合には、必

要に応じて当該変状が確認された大規模盛土造成地の安全性を検証するなどし

て、適切にモニタリングすることを検討すべきである。また、堺市内の大規模盛

土造成地が安全であると判断した根拠について堺市のホームページに掲載する

などして市民に対し具体的に説明すべきと考える。 

106 

意見 19 

宅地耐震化推進事業（開発調整部・宅地安全課） 

【平成 30年度予算要求シートにおける記載の誤り】 

平成 30 年度の本事業の予算要求シートにおいて平成 28 年度決算額の記載に誤

りが存在した。堺市における各事業の予算配分を適切に行うため、予算要求シ

ートに記載する決算額は正確に記載するよう留意し、市民への説明責任を果た

すためにも、誤りがあった場合は訂正すべきである。 

107 

意見 20 

密集住宅市街地整備事業（新湊地区）（都市整備部・都市整備推進課） 

【購入地の避難路利用について】 

堺市が主要生活道路・避難路の整備延長のために購入した土地について、境界

部に金属製の高いフェンスが設置され空き地となっている箇所が散見された。

道路の拡幅のためには長期間要することが想定され、その間に災害が発生した

場合、かかる購入土地について避難通路にもならず、一時的な避難場所ともな

らない。第三者の不法占有を防止するためとの理由は理解できるものの、本来

の購入目的を考慮し、道路の拡幅が完了するまでの期間においても、災害時の

避難通路や一時的な避難場所にもなり得る検討を行われたい。 

119 

意見 21 

密集住宅市街地整備事業（新湊地区）（都市整備部・都市整備推進課） 

【主要生活道路・避難路の整備延長に向けた実効的な啓発活動の実施】 

主要生活道路・避難路の整備延長の評価指標について、平成 28 年度以降、単年

度目標を達成していない状況が続いているため、より実効的な啓発活動を検討

すべきである。 

119 

意見 22 

密集住宅市街地整備事業（新湊地区）（都市整備部・都市整備推進課） 

【避難確率の増加にかかる評価指標の設定について】 

本事業の評価指標の一つに設定されている、建物倒壊時等に被災場所から地区

外に避難できる確率の増加について、平成 28 年度以降 4 年連続で同一の目標値

が設定され、かつ、かかる目標値が達成されていないため、事業年度毎に適切な

成果指標を設定すべきである。 

120 

第１０ 建設局 
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要望 3 

内川排水機場維持管理事業（土木部・河川水路課） 

【運転管理者委託について】 

内川排水機場の運転管理業務は、3 年毎の長期継続契約による委託契約で民間事

業者が行っているが、同委託業務についての一般競争入札による入札参加者は、

平成 24 年度以降、平成 30 年 4 月の契約時まで 1 者のみとなっている。排水機

場の管理という特殊業務性は認められるものの、排水機場を維持するためには

不可欠な業務であることから、複数候補者からの応募がなされ、また、入札参加

者がゼロとなるような事態とならないよう、公募開始時期を早めて公募期間を

伸長したり、従前の管理業務の詳細や課題等を積極的に公表し、入札時の資料

として公表したりすること等、新規参入が容易となる工夫を引き続き検討する

よう要望する。 

123 

要望 4 

内川排水機場維持管理事業（土木部・河川水路課） 

【施設の維持管理について】 

設置から 35 年以上経過している内川排水機場では、平成 23 年 3 月に策定され

た長寿命化計画に基づき、補修・整備及び更新を行うことでトータルコスト縮

減と施設の延命化を図っている。施設の維持管理にあたっては、年度ごとの点

検結果に基づき、機器の整備等を計画的に行い、機能を維持しているものの、老

朽化は否めない状況にある。平成 30 年度には、機場本体について、液状化を考

慮した耐震性能照査を実施したところ、耐震補強が必要という結果が出ており、

今年度に補強工事が実施される予定である。 

近年の大規模水害や大型化した台風による風水害に備えるため、今後も適切に

施設の点検・整備・更新を行い、維持管理していくよう要望する。 

123 

要望 5 

無電柱化推進事業（道路部・道路計画課） 

【無電柱化率の向上】 

令和 2 年 8 月に堺市無電柱化推進計画が策定されているものの、今後も具体的

な箇所や事業量について別途事業計画を策定する必要があり、無電柱化率が向

上するまでには相当の時間を要する見込みであるといえる。無電柱化率を向上

させるため、早急に事業計画を策定し、無電柱化事業を実施することが望まし

い。 

127 

意見 23 

橋りょう耐震強化事業（道路部・道路整備課） 

【橋りょう管理台帳の整備について】 

橋梁の耐震強化のための調査を完了させ、可能な限り基礎形式、最大支間長、構

造形式、躯体形式、路下条件等の基本的情報の記載についても管理台帳に記載

することが望ましい。 

131 

意見 24 橋りょう長寿命化修繕事業（道路部・道路整備課） 134 
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【橋りょう長寿命化修繕事業の管理サイクルの遵守について】 

堺市公共施設等総合管理計画では、橋りょうについて 5 年に一度のサイクルで

管理点検すると定められているが、一部の橋りょうについては 5 年を超えるサ

イクルで点検されており、5 年に一度の管理点検の遵守を図られたい。 

要望 6 

堺市都市計画道路整備プログラム（道路部・道路計画課） 

【防災性の観点からの早期整備の実施】 

堺市都市計画道路整備プログラムにつき、防災性の観点も十分に踏まえた優先

順位を考慮し、早期整備を検討することが望ましい。 

137 

要望 7 

道路構造物アセットマネジメント事業（土木部・土木監理課） 

【道路構造物アセットマネジメント事業の目標の設定】 

道路構造物アセットマネジメント事業についても、令和 2 年度に引き続き指標

による毎年目標設定を行い、その進捗管理を行っていくことが望ましい。 

139 

第１１ 消防局 

意見 25 

(仮称)堺市総合防災センター整備事業（総務部・総務課） 

【防災センター各施設の運営管理の在り方】 

堺市総合防災センターは、堺市が直営にて運営管理を行う予定であるが、市民

向けの防災に関する研修・訓練機能を有する施設（研修訓練施設棟）などについ

ては、民間事業者へのノウハウを活かし、魅力的で効果的なプログラムや啓発

手法を行えるよう指定管理又は委託による運営を行うことも検討することが望

ましい。 

146 

意見 26 

消防団一般管理事業（警防部・警防課） 

【堺市美原消防団の今日的存在意義と非常備消防組織の再編成】 

現在、堺市には非常備消防組織としては、堺市消防局災害活動支援隊（災害活動

支援隊）と美原区における堺市美原消防団の 2 本立てとなっているが、災害活

動支援隊は大規模災害発生時に活動が限られており、美原区以外の区には消防

団は存在しないため、堺市全体としては、地域防災体制における中核的役割（自

助及び共助のリーダー的役割）の担い手が不足しているのが現状である。そこ

で、大規模災害団員として位置づけられる災害活動支援隊のほか、機能別団員

制度を取り入れ、地域防災制度の充実化を図るべきであると考える。機能別団

員制度においては、火災予防・広報団員、OB 団員、バイク隊、女性消防団等、

種々の能力やメリットを活かしながら、地域防災力の担い手となることが期待

されている。とりわけ、女性消防団員や、比較的時間の余裕が見込まれる学生消

防団員、外国人の居住者もあることを踏まえ外国籍消防団員などの導入を積極

的に検討すべきである。他方、消防団における消火活動における実績が乏しい

なか、消防団における消防車両等について、今後、維持及び管理していく費用等

165 
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を再検討すべきである。 

意見 27 

消防団一般管理事業（警防部・警防課） 

【自主防災組織との連携強化】 

美原区以外の地域において消防団が存在しない現況においては、特に美原区以

外の区において、消防局において既存の自主防災組織（民間組織・団体）に訓練

指導などを通じ、消防団に準じた機能が発揮できるよう、平時より連携強化を

図るための具体的施策を講じるべきである。 

167 

意見 28 

消防水利整備事業（警防部・警防課） 

【防火水槽の整備】 

早急に防火水槽の整備計画の策定を進めるとともに、定期的に、公設・私設を問

わず防火水槽の状況を調査の上、改修が必要なものについては適宜改修を実施

又は指導し、大規模災害時に水道が断水し消火栓が使用不可能となった場合に

備える必要がある。 

170 

意見 29 

大規模災害に対する防災対策事業の推進（消防協力事業所）（警防部・警防課） 

【消防協力事務所との連携強化】 

消防局において、「自助」及び「共助」の観点から、消防協力事業所に対して、

同事業所の行う研修事業などの活動を介して、啓発活動をより推進させるとと

もに、地域防災力の担い手である他の自主防災組織との連携強化が図れるよう、

積極的な監督及び指導等が行われることが望ましい。 

174 

第１２ 上下水道局 

意見 30 

業務継続計画による減災対策の推進（経営企画室（危機管理・広報担当）） 

【業務継続計画の周知及び同計画に基づく体制の構築】 

上下水道局職員に対する業務継続計画の周知方法について、引き続き、局内ホ

ームページ上に掲載する方法による周知と併せ、定期的な研修や訓練を行うな

ど、職員への定期的な防災に関する意識付けを行うべきである。 

182 

意見 31 

幹線管の更新（水道部・水道建設管理課、経営企画室） 

【幹線管の更新計画の早急な策定】 

堺市では、現在、幹線管の腐食進行度評価について、他の事業体の調査結果も反

映した新たな評価手法を検討中とのことであるが、平成 24 年に南区若松台にお

いて幹線管の腐食を原因とする漏水事故が発生した経緯もあるため、早期によ

り精度の高い評価手法を確立し、それに基づく効率的な更新計画を立てる必要

があると考える。 

187 

要望 8 

幹線管の更新（水道部・水道建設管理課、経営企画室） 

【耐震化率・耐震適合率の目標達成状況】 

堺市の耐震化率・耐震適合率は、他都市と比べて極めて低い状況となっている。

187 
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目標実現のために、耐震化を進めるべきである。ただし、更新率の上昇幅は約 2

パーセントであり、他都市よりも高い更新率である点は評価できることから、

引き続き耐震化等の更新工事を進める必要がある。 

意見 32 

優先耐震化路線の構築（水道部・水道サービスセンター、経営企画室） 

【優先耐震化路線構築の耐震化目標達成状況】 

水道管路の優先耐震化路線構築の耐震化目標達成状況について、堺市上下水道

ビジョンの当初計画の目標値を下回っているため、目標値を達成するよう早急

に対応を進める必要がある。 

195 

要望 9 

応急給水対策の強化（水道部・水運用管理課、経営企画室） 

【応急給水対策計画の運用】 

備蓄場所の職員に対する応急給水体制の周知及び備蓄状況等の情報共有を引き

続き行うべきである。 

200 

意見 33 

配水池の耐震化事業（水道部・水運用管理課、経営企画室） 

【配水池の耐震化事業の進捗】 

配水池の耐震化率の目標値の設定について、数年にわたって同一の目標値を設

定し続けるのではなく、年度ごとに上昇した目標値を設定した上で、工事を進

めるべきである。 

207 

意見 34 

予算及び決算の計上方法（上下水道局） 

【予算及び決算の計上方法の適切性】 

上下水道局の事務事業における予算の繰越しについて、他の部局と異なる取扱

いを行う場合には、ウェブサイト等において公開する際に注釈を加えるなど、

市民の閲覧者に誤解を与えないように配慮する必要がある。 

216 

第１３ 各区役所 

意見 35 

自主防災活動支援事業 

【各区における防災訓練状況の共有】 

防災訓練については各区内のそれぞれの校区において自主防災組織を中心とし

て実施されているところ、新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえた避難所開

設訓練の実施など先進的な取組については、他校区の自主防災組織に共有する

など、各区においては主体的かつ積極的な情報収集と各区間の連携を更に促進

すべきである。また、危機管理室では全国的な先進事例の収集等に努め、各区の

防災担当者等への情報共有を図るべきである。 

223 
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第３ 総括 

防災・危機管理の対策においては、平時においていかに事前準備を備えておくか、災害発

生時にいかに減災するか、という「事前準備」と「減災」、災害発生時（危機時）において、

いかに即応して初動体制をとれるか、また、災害後にライフラインを早期に復活させ、住民

生活をできるだけ早く元の姿に戻し復旧していくという「即応性」と「復旧」の 4 つの側面

が重要な課題とされている。 

本監査においては、主として「事前準備」「減災」及び「即応性」の側面から、冒頭に挙げ

た監査の視点に基づき、堺市におけるソフト面における危機管理体制が適切に整備されてい

るかという観点と、ハード面における防災関連事業が適切に実施されているかという観点、

加えて市民に対して分かりやすく事業内容が開示され、モニタリングされているかという観

点を中心に検証を行った。 

とりわけ、監査人として市職員全体に対するアンケートを実施したが、自由記載欄の意見

には災害時に具体的にどのような対応をすべきか不安に感じている声が多くなされたことが

強く印象に残っている。防災事業は多岐にわたり、ハード面における事業については、多額

の財源と完了までに長期間を要するものがあることはやむを得ないが、ソフト面における危

機管理体制の整備は、すぐにでも実施できるものであり、いつ発生するかわからない災害に

備え、ことわざにあるように「備えあれば憂い無し」の体制を整える必要がある。 

 

【危機管理体制（ソフト面）について】 

 

1. アンケートからみる危機管理体制の改善点 

監査人において市職員全体に対し、防災に関するアンケートを実施した結果、①防災

マニュアル、②避難所への参集・運営、③災害時の業務体制、④職員への防災情報の周

知・研修・意識付け、⑤災害発生時の備品、⑥市民への周知等について種々の意見が寄

せられた（意見内容については、監査報告書に引用）。中でも災害時に具体的にどのよう

な対応をすべきか不安に感じている声が多く、以下の点に留意され、体制整備を行うこ

とが必要と考える。また、これらの取組みの結果を所属長が各局各区危機管理担当へ報

告し、危機管理室において集約のうえ一元的管理を行うべきである。 

① 各部局の所属長が防災マニュアルの周知徹底を図り、かつ、所属部局における災

害時の参集ルール等の取組みを確実に実施すべき【指摘 1】。 

 アンケート結果によれば、3 割近い職員がそもそも防災マニュアルの存在を

知らず、約 7 割の職員において所属部局において災害時の参集ルール等の確

認を実施していないとの回答がなされており、職員に対して防災マニュアル

の周知徹底がなされていない。 

② 各部局において、災害発生時における、各職員の役割（情報担当、避難担当、食料

担当、連絡担当等）及び持ち場について明確にしたうえ、各局各区で作成してい
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る初動をわかりやすく示した災害対応マニュアル等を各職員に周知徹底すべき

【指摘 2、意見 30】。 

③ 災害発生時を想定した全職員を対象とする防災訓練を定期的に実施するとともに、

職員への防災意識の周知徹底及び意見集約のため、定期的に全職員に対する防災

に関するアンケートを実施すべき【意見 4】。 

④ 市民に対し、多様な手段、方法を用いた情報発信・啓発活動を促進すべき【要望

1】。 

 

2. 危機管理室への過大負担と各部局による役割分担の必要性 

コロナ禍の拡大という想定外の事態が生じているなか、危機管理室の業務量が大幅に

増え、職員個人へ過大な負担がかかっている状況となっている。危機発生時においても

臨機応変に対応できるよう、各部局が平時より危機発生時、災害時に果たすべき役割、

事務内容を予め整理し、分担を明確に定めておく必要がある【意見 5】。 

 

3. 施策の選択と集中 

堺市における防災関連事業費は、令和元年度で約 197 億円となり、うち一般財源とし

て約 43 億円と巨額の支出がなされているものの、すべき事業は多岐にわたっており、現

状、各部局が個別に定める実施計画等に基づき、特に堺市全体としての予算配分の優先

順位はつけられていない。限られた予算のなか防災関連の施策の選択と集中を図り、費

用を縮減しつつ、効率的に施策を推進するという観点から、各部局間の防災関連施策の

予算配分の優先順位の検討を行う場を設けるべきと考える【意見 3】。 

 

4. 消防団の今日的意義と非常備消防組織の再編成に関する提言【意見 26】 

現在、堺市には非常備消防組織としては、堺市消防局災害活動支援隊（災害活動支援

隊）と美原区における堺市美原消防団の 2 本立てとなっているが、災害活動支援隊は大

規模災害発生時に活動が限られており、美原区以外の区には消防団は存在しないため、

堺市全体としては、地域防災体制における中核的役割（自助及び共助のリーダー的役割）

の担い手が不足しているのが現状である。そこで、大規模災害団員として位置づけられ

る災害活動支援隊のほか、機能別団員制度を取り入れ、地域防災制度の充実化を図るべ

きであると考える。機能別団員制度においては、火災予防・広報団員、OB 団員、バイク

隊、女性消防団等、種々の能力やメリットを活かしながら、地域防災力の担い手となる

ことが期待されている。とりわけ、女性消防団員や、比較的時間の余裕が見込まれる学

生消防団員、外国人の居住者もあることを踏まえ外国籍消防団員などの導入を積極的に

検討すべきである。他方、消防団における消火活動における実績が乏しいなか、消防団

における消防車両等について、今後、維持及び管理していく費用等を再検討すべきであ

る。 
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【防災関連事業（ハード面）について】 

 

1. 目標設定の合理性・達成度 

堺市の防災関連事業の基本計画となる堺市国土強靱化地域計画には 124 の具体的取組

が施策としてあげられているが、各事務事業との紐付けが不明確であり、また、指標の

設定においても実績＝目標としているもの等が散見され、指標設定が当該施策に効果的

なものか疑問が残るものもある。具体的かつ合目的的な指標を設定し、その進捗状況を

分かりやすく市民に公表すべきと考える【意見 1】。また、下記の事業については、事務

事業総点検シートにおいて目標値設定の合理性に疑問があり、また、目標値を大幅に下

回っていることから、その啓発活動や制度の工夫が必要である。 

① 防災協力農地登録制度推進事業（産業振興局）【意見 6 から 9】 

② 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業（建設都市局）【意見 14、15】 

③ 密集住宅市街地整備事業（新湊地区）（建築都市局）【意見 21、22】 

④ 無電柱化推進事業（建設局）【要望 5】 

⑤ 幹線管の更新事業（上下水道局）【要望 8】 

⑥ 優先耐震化路線構築事業（上下水道局）【意見 32】 

⑦ 配水池の耐震化事業（上下水道局）【意見 33】 

 

2. 整備・改善が必要な事業 

下記事業については、整備・改善を検討すべきと考える。 

① 超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策

における補助金制度の整備（建築都市局）【意見 16】 

② 職員の被災建築物応急危険度判定士資格者の増加（建築都市局）【要望 2】 

③ 購入地の避難路利用（建築都市局）【意見 20】 

④ 橋りょう管理台帳の整備（建設局）【意見 23】 

⑤ 橋りょう長寿命化修繕事業の管理サイクルの遵守（建設局）【意見 24】 

⑥ 堺市都市計画道路整備プログラムに関する防災性の観点も踏まえた優先順位の考

慮（建設局）【要望 6】 

⑦ 防災センター各施設の運営管理の在り方（消防局）【意見 25】 

⑧ 防火水槽の整備（消防局）【意見 28】 

⑨ 幹線管の更新（上下水道局）【意見 31】 

 

3. 他団体等との連携 

下記事業については、他団体との連携をより強化・促進すべきと考える。 

① 災害時救急医薬品等備蓄事業（健康福祉局）【意見 11】 
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 医薬品等の備蓄について、堺市薬剤師会と協議し、リストの作成、堺市とし

ての確認方法を検討すべき。 

② 避難行動要支援者一覧表の活用促進（健康福祉局）【意見 12、13】 

 現在、堺市では各校区の民生委員、自治連合会等と共有しているが、各校区

の活用事例を把握し、有効活用事例については他の自治会等に共有するなど

して、その有効活用を促進すべき。また、明確に掲載を拒否した者以外の者

を同一覧表に掲載することについても、その適否を含めた検討の実施。 

③ がけ地近接住宅除却・移転推進事業における補助金交付（建築都市局）【意見 17】 

④ 自主防災組織・消防協力事務所との連携強化（消防局）【意見 27、29】 

⑤ 各区における防災訓練状況の共有（各区役所・危機管理室）【意見 35】 

 

4. 防災関連事業の予算額・決算額のわかりやすい形での公表 

防災関連事業については、事務事業が各部局に分かれていることから、その予算額・

決算額の全体像を把握するのは相当に困難であり、ハード面（耐震補強工事等）及び

ソフト面（危機管理体制の整備や防災訓練等）に分け、防災関連事業についての市の

支出状況、進捗状況を「防災白書」のような形で市民に分かりやすい形で公表するこ

とが望ましい【意見 2、34】。 

以上 

 


