第３編 河川及び水防に関する事務

第３編
第１
１
(1)

河川及び水防に関する事務

はじめに
事業の概要
担当部署
大阪府における河川及び水防に関する事業は、大阪府都市整備部河川室が所管して
い る（河川室では、以上のほかにダム、砂防、地すべり及び急傾斜地に関する事業も
扱 っているが、これらは本監査の対象外である）。その実務作業は、河川室の統括の下
に 、出先機関である府内７箇所の土木事務所（池田、茨木、枚方、八尾、富田林、鳳、
岸 和田）、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所において実施されており、個別事
業の工事費用の積算や入札手続、施工業者との契約、工事代金の支払手続も、各事務
所において行われている。

(2)

大阪府が管理する河川
大阪府は、河川法 1 に基づいて、府内 の河川のうち淀川、大和川の２つの一級河川水
系の指定区間と、１６水系の二級河川水系を管理しており、これらについて、整備計
画の策定、河川の整備、管理をはじめとするさまざまな事業ないし事務の執行を行っ
ている。府内の一級河川水系と二級河川水系は次ページのとおりである。
ま た、河川法による河川の区分と河川管理者は以下のとおりである。
区分
一級河川

二級河川

上記以
外の河
川

河川管理者等
国（国土交通大臣）が指定し、管理を行う。国土
交通大臣が指定した区間については、当該区間が
存する都道府県の知事あるいは政令指定都市の長
が管理する。
都道府県知事が指定し、都道府県知事が管理を行
う。都道府県知事が指定した区間については、当
該区間が存する政令指定都市の長が管理する。

市町村長が指定し
河川法の一部が準用され、市町村の長が管理する。
た河川（準用河川）
普通河川
河川法は適用されない。（条例に基づいて市町村
の長が管理する）

*1 河川法では、水系毎にその中小河川までまとめて管理する体制が定められており、基本的に水
系単位で管 理が行われている。
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京 都 府
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大 阪

芦田川

湾

王子川

二級水系

大津川
津田川
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和 歌 山 県
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２
(1)

監査の視点及び監査手続等
監査の視点
河川に関する事業の財務事務の執行の法令等への合規性、経済性・効率性・有効性
の 観点から、以下の項目に留意して監査を実施した。
①

河川整備の基本となるべき方針及び計画である、「河川整備基本方針」及び「河
川整備計画」の策定手続は適切に行われているか。また策定までの経緯に妥当
性・合理性を欠くところはないか。

②

河川整備事業等の河川に関する事業の財務事務は適切に行われているか。特に、
工事請負契約及び委託契約について、業者選定、入札の各事務は適切に行われ
ているか。

③

高潮・地震・津波対策と して実施されている河川整備事業及び水防に関する事
業について、防災の観点からの対策が十分になされているか。

④

河川の管理は適切に行われているか。特に河川占用許可、不法占拠、台帳整備
について適切に行われているか。

(2)

実施した主な監査手続
①

河川整備基本方針」 及び「河川整備計画」の策定手続、策定内容等を質問、資
料閲覧等により把握し、法令等の合規性について検討した。

②

河川整備事業等の河川に関する事業のうち、後記(3)のとおり個別事業を抽出し、
これら各事業に対して次の手続を実施した。
○

富田林土木事務所、岸和田土木事務所を訪問し、事務所概要を把握すると
ともに、抽出した事業の財務事務の内容及び資料の整備状況を検討した。

○

前記（１）の監査の視点に従い、各種資料を閲覧し、検討した。

○

一部の事業を除いて現場視察を行い、工事の実在性、計画との整合性等を
検討した。

さらに、任意に抽出した工事請負契約及び委託契約の落札率（見積率） の状況
を分析し、その妥当性について検討した。
③

高潮・地震・津波対策の実施状況を現場視察（西大阪治水事務所）のうえ、質
問、資料閲覧等により把握し、法令等の合規性について検討した。

④

河川の管理、水防に関する事業の実施状況に関して、質問、資料閲覧等により
把握し、法令等の合規性について検討した。
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(3)

監査対象事業の抽出
上記(2)②で述べ た、監査対象として抽出した個別事業は次のとおりである。抽出理
由としては、まず一級河川に関する事 業を検討するため、大和川水系西除川ブロック
を選択し、西除川に関し て平成１８年度に実施されていた３つの改修事業を対象とし
た。 また、二級河川に関する事業を検討するため、樫井川と近木川を抽出し、これら
に 関して平成１８年度の事業費の規模が大きかった下記各事業を対象とした。
（単位：千円）
土木事務所等 河川名称
富田林

西除川

事

業

名

河川改修事業（光風橋上下流）
河川改修事業（天野工区）
河川改修事業（金剛橋）

岸和田

樫井川

治水対策事業（泉佐野市関連）

近木川

自然再生事業
合

計

平成18年度事業費決算額
うち工事請負費
1,060,370

123,462

9,176

7,265

40,110

18,903

112,076

112,076

42,661

34,151

1,264,393

295,857

なお、これらの個別事業の具体的内容の妥当性等に関しては、後記第２において指
摘する事柄を除き、個別に指摘を行うべき事項は特に見受けられなかった。
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第２
１

各事業の概要と実施状況
河川の改修

(1)

河 川法に基づく事業等の概要

①

意義と目的
河川管理者は、その管理する河川について、河川法に基づく河川改修を行っており、
大阪府も長年にわたって改修事業を続けている。
改修事業の主たる目的は、平成９年改正前の河川法の下では、災害の発生防止（治
水）、河川の適正な利用や流水の正常な機能の維持（利水）の２点であったが、上記の
改 正で、河川環境の整備と保全が目的に加わり、以後は、このような環境面からの整
備 事業も積極的に行われている 2 。
大阪府の河川改修においても、治水事業が中心的な事業であることに変わりはない
が、治水レベルが一定水準にある河川での環境整備事業も実施されている。この点、
本監査において個別に事業の説明を受けた河川についても、二級河川・近木川水系に
おいては自然再生整備事業 が、二級河川・樫井川水系においては浄化浚渫事業が行わ
れ ていたが、これらは、過去に水質が全国ワースト１となったことがある河川に関し、
環境整備を目的として実施されたものであった。

②

方針と計画
河川法は、河川の整備について、河川整備基本方針及び河川整備計画の策定を義務
付けている（河川法１６条、１６条の２）。これらも平成９年の法改正によって規定さ
れたものである。
ア

概要
河川整備基本方針は、長期的視野に立った河川整備の基本となるべき方針を記述
するものとされている。河川整備計画は、上記基本方針に沿って整備を実施する区
間について、２０〜３０年後の河川整備の目標を明確にし、個別事業を含む具体的
な河川の整備内容を明らかにするものとされている。

イ

策定主体
一級河川については、 国（国土交通大臣）が策定主体となるが、指定区域の河川
整備計画は、管理者たる都道府県知 事が、国（国土交通大臣）の認可を得て策定す
る。二級河川については、管理者である都道府県知事が、国（国土交通大臣）と協
議してその同意を得て、河川整備基本方針及び河川整備計画の双方 を策定する。
このため、大阪府は、１６水系の二級河川水系については河川整備基本方針及び

*2 現行の河川法１条・・・「この法 律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止さ
れ、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるよ
うにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、
（次ページに継続）
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河川整 備計画の双方 を、一 級河川水系の 指定 区間につい て は河川整備 計 画を、それ
ぞれ策定すべき責務を負っている。なお、一級河川水系の指定区間の河川整備計画
については 、河川特性を 考 慮し て １０ブ ロ ックに 分けて策 定する ことに なっ ている。
ウ

策定手続 と外部意見 の反 映
河川法上、河川整備基本方針及び河川整備計画は、いずれも制定後遅滞なく公表
することが義務付けられている。特に河川整備計画については、その策定手続に関
し、学識経験者からの意見聴取や、関係 住 民の意 見を反映 させる措置 に 関する 規定
が置かれており、住民参加型の河川事業の実現が目的とされている。
大阪府も、平成１１年から、９名以内の学識経験者たる委員で構成された大阪府
河川整備委 員会を発足 させ、河川整備基本 方針の策 定に関 する調 査審議 、河川整備
計画の策定 に関する意 見聴取を行っている 。
また、 住 民参加に関し て は、大阪府で は 、河川整備基 本 方針策定に あ たって 住民
アンケー ト を行い、河川 整 備計画策定に あ たっては、自 治 会や町会単 位 での河 川懇
談会、住民への説明会の開催と意見募集を、適宜、行っているとのことである。
なお、平成９年の法改正以前は、河川法１６条において河川管理者による工事実
施基本計画の策定が義務付けられていたが、 公表の義務付けや、河川整備計画策定
についての 外部意見の反映のための手続は規定されていなかった。

③

費用の分担
河川に関する、国、都道府県、市町村等の間における費用負担の内容や割合は、河
川法及びその委任を受けた政令において詳細に定められている。
大阪府が行う河川整備事業も、その多くは国の補助を受けて行われているが、事業
規 模や事業内容等の点で国の補助の要件に該当しない事業であっても、府単独事業と
して行われているケースもある。この点、本監査において個別に説明を受けた事業の
うち、二級河川・樫井川水系における治水対策事業（泉佐野市関連）は、府単独事業
として行われて いた。

(2)
①

大阪府における近時の施策と現状
基本計画の概要
大阪府は、平成８年３月に２０２５年（平成３７年）を計画目標とした河川整備長
期計画を策定しており、ここでは、暫定目標としての５０ミリ対策 3 、治水施設計画目
標としての１００年確率対策 4 のほか、超過洪水対策としてのスーパー堤防等の設置や

かつ、公共の福祉を増進することを目的とする」
*3 ５０ミリ対策・・・１時間５０㎜の降水への対策をいう。
*4 １００年確率対策・・・１００年に１度の規模の大雨（１時間約８０㎜の降雨）への対策をいう。
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防災情報システムの完備・充実、さらには環境面への配慮などが記載されている。こ
の計画は大阪府における河川整備計画策定や河川行政の基本理念と位置付けられてい
る。
さらに、平成１３年９月には大阪府都市基盤整備中期計画（案）が計画期間１０年
として策定されており、河川整備に関し 、５０ミリ対策の具体的な目標値、過去に甚
大 な災害を受けた地域等についての１００年確率対策、洪水予報やハザードマップ作
成支援等のソフト施策などが記載されている。但し、同計画（案）は、平成１７年３
月に改定された後、平成１８年１１月に同年９月策定の大阪府行財政改革プログラム
（案）との関係で、「アクションプログラム」の見直しが行われており、建設事業費削
減に伴って計画が見直されている。
②

河 川整備基本方針及び河川整備計画の策定状況
平成２０年１月７日現 在における大阪府の河川整備基本方針及び河川整備計画の策
定 状況は、以下のとおりである。
年度
平成１２
平成１３
平成１４

河川整備基本方針
●佐野川水系
●東川水系
●大津川水系
●津田川水系
●樫井川水系
●石津川水系

河川整備計画
●佐野川水系
●東川水系
●大津川水系

●淀川水系寝屋川ブロック
●淀川水系淀川左岸ブロック
平成１５
●津田川水系
●淀川水系正連寺川ブロック
●淀川水系猪名川上流ブロック
平成１６
●近木川水系
●樫井川水系
●淀川水系淀川右岸ブロック
平成１７
●大和川水系西除川ブロック
平成１８
●淀川水系神崎川ブロック
●西大阪ブロック
●近木川水系
● 春木川水系
◆春木川水系
▲芦田川 水系
▲芦田川水系
平成１９
▲大川水 系
▲大川水系
◆王子川水系
△王子川水系
△大和川水系石川ブロック
淀川水系猪名川下流ブロック
石津川水系
男里川水系
（男里川水系）
見出川水系
平成２０
（見出川水系）
茶屋川水系
以降残
（茶屋川水系）
田尻川水系
（田尻川水系）
番川水系
（番川水系）
（ 注 ）●：策定済み、◆：同意・認可申請済み、▲：関係機関協議中、△：委員会審議中
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大阪府内の一級河川水系ブロックと二級河川水系

淀川水系猪名川上流ブロック

京 都 府

淀川水系淀川右岸ブロック
淀川水系猪名川下流ブロック

兵 庫 県
淀川水系神崎川ブロック
淀川水系
淀川左岸ブロック

淀川水系正蓮寺川ブロック

淀川水系寝屋川ブロック

淀川水系西大阪ブロック

大和川

奈 良 県

淀 川

石津川

大 阪 湾
二級単独水系ブロック

芦田川
王子川

大和川水系
西除川ブロック

大津川
津田川

春木川

近木川

大和川水系石川ブロック

見出川
佐野川
田尻川
樫井川
茶屋川
男里川
番川
大川
東川

和 歌 山 県

（二級河川別「河川整備基本方針」の状況）
策定済み
申請済み
（春木川）
関係機関協議中
（芦田川、大川）
委員会審議中
（王子川）

（注）上図では「河川整備基本方針」の河川別の策定状況（大阪南部を流れる二級河川が
対象）も「策定済み」「申請済み」「関係機関協議中」「委員会審議中」に区分して示した。
なお、「河川整備基本方針」の詳細は後記参照。
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大阪府が管理する一級河川水系の指定区域の河川整備計画については、１０ブロッ
クのうち８ブロックが策定済み、１ブロックが河川整備委員会で審議中、１ブロック
が審議開始前となっている。
また、二級河川水系の河川整備基本方針については、１６水系のうち８水系が策定
済み、 １ 水 系が同意申請済み、２水系が河川整備委員会での審議が終了して関係機関
と協議中、５水系が審議開始前となっている。二級河川水系の河川整備計画について
は、１６水 系のうち６水系が策定済み、１水系が同意申請済み、２水系が河川整備委
員会での審議が終了して関係機関と協議中、１水系が審議中、残る６水系が審議開始
前となっている。
③

改修の実情
大阪府によれば、大阪府管理河川の５０ミリ対策の改修状況は、平成７年度末時点
で８１ ％ 、 平成１７年度末時点８７．８％、平成１８年度末時点８８．０％となって
おり、前記 大阪府都市基盤整備中期計画（案）に沿った進捗状況とな っている。但し、
計画上の目標値は、前記の平成１８年１１月の見直しによって、平成２２年度末目標
が ９０％であったものが８９％に減じられている。
このような計画の見直しに際して、前記計画（案）には、重点化方針として、「過去
の被害実績や現況の治水安全度、災害発生時の影響等を勘案するとともに、地元状況
や関連事業の進捗などから優先順位を決定」することや、５０ミリ対策が遅れている
南河内、泉州地域への重点化を行うことが明記されるに至っている。さらに、事業箇
所選定の考え方も、このような重点化方針によるものとされ、実際の個別的な事業箇
所選定におけるファクターとして、以下の点が挙げられている。
・過去の被災箇所や人家連担箇所の改修・・・西除川、芦田川など
・現状の治水安全度の特に低い箇所の改修・・・穂谷川など
・地元 の熟度が高いもの・・・松尾川、槇尾川など
・関連事業と整合を図るもの・・・芥川、春木川、木野川など

④

総合的・一体的な対策
流域ないし水系が広範囲に及ぶ河川では、各管理者の縦割りの対策ではなく、国や
関係都道府県の 連携による総合的・一体的な対策が重要となる。近時は国の関与の下
に 、この点を意識した施策が行われている。
ア

圏域毎の総合流域防災調整会議
例えば、一級 河川水系においては、国と指定区域の管理者である都道府県等の連
携が重要となるが、大阪府との関係においては、平成１７年に、淀川大阪圏域、猪
名川圏域、大和川圏域について、それぞれ国（近畿地方整備局）と大阪府及び関係
都道府県が参画する総合流域防災調整会議が設立されている。そして、それぞれの
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圏域について、認識を共有し連携を図るための情報として、河川毎の現在の整備目
標 に対する整備水準を示した河川整備状況図が作成され、公表されている。
イ

寝屋川流域水害対策計画
特定都市河川浸水被害対策法に基づき、平成１８年１月１３日に寝屋川流域が特
定都市河川流域に指定されたことから、大阪府は、国及び関係１２市も参加した協
議会において、寝屋川流域 水害対策計画を策定している。これらは、都市部におけ
る一体的な浸水被害対策を目指すもので、河川や下水道の整備、浸水被害の損害拡
大防止措置等が定められている（但し、大阪府が管理する河川の整備自体は、以前
からの計画に基づいて連続性を持った事業として行われているため、本監査の対象
となる平成１８年度を含め現在進められている河川整備事業に関しては、上記寝屋
川流域水害対策計画策定による直接的な影響はないとのことである）。

(3)

監 査の 結果及び意 見

①

河川整備基本方針及び河川整備計画の策定について
ア

大阪府河川整備委員会について
平成１１ 年に設 置され た大阪 府河 川 整備委員会については、防災関係の大学教授
を中心とした委員の構成や委員に支払われる報償費の内容、審議の頻度や内容とい
ったいずれの面においても、特に問題は見受けられなかった。
また、 審議記録 は閲覧 可能で あり 、 平成１５年分からは大阪府のホームページで
も 議事概 要が公表 されて いる。 過去 の 議事概要を見ても、委員からは厳しい意見が
度々呈されており、専門的見地からの意見だけでなく、府民が理解できる表現の要
請や、府民に実際の危険度を知らしめるという観点からの意見も呈されている（例
え ば「この計画でも１００年確率には対応できておらず安全とまでは言えないこと
を分かるように示して、被害軽減の対応策を図れ」といった意見）。このような厳し
い意見を含む活発な審議が、策定に時間を要する１つの原因となっている可能性も
あるが、これはやむを得ないことであり、今後も充実した審議が行われるべきであ
る。
なお、委員の任期は１年であるのに対し、実際には、委員の固定化の傾向（９名
中４名は委員会発足時から委員を務めている）が見られた。限られた条件の下での
適切な人材確保の困難さや円滑な審議遂行の観点からは、ある程度やむを得ないに
しても、常に緊張感を持って審議を行うため、可能な範囲で、適宜の委員の交替を
意識して行うべきであろう（意見）。

イ

住民参加について
前記のとおり、住民参加に関しては、住民アンケートや適宜の河川懇談会、住民
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への説明会、意見募集が行われている。これらについては、要綱やガイドライン、
マニュアル等はなく、特段の予算措置もないとのことである。また、説明会につい
ては、市の広報や各種ホームページに掲載して広報したうえで市民会 館等で実施す
ることが多いが、参加者は数十人にとどまるとのことで、対象地域が狭い整備計画
の場合は、町会で案内ビラを配布してもらう程度の広報になっているとのことであ
る（平成１８ 年度は、神 崎川ブロ ック 整備計 画に関 して ４回 、大川 水 系整 備計 画に
関して２回の説明会が 実 施されて いる）。
以上については、住民参加は平成９年改正時に新河川法が明文で要請するに至った
重要な事柄であるだけに 、改善の 必要 がある ように 思わ れる。 まず 、 住民 参加に関
する取扱全般について、策定単位の大小や河川の特性が異なるが、地域や計画内容
によって不公平、不十分な事態が生じることがないように、最低限行うべき事項に
ついてはガイドライン等で基準を定めておくべきであろう。また、説明会等につい
ては、参加者を増やすことの難しさは理解できるが、今以上に広報活動を工夫する
ことを検討すべきであるし、自治会や町会単位で行われている河川懇談会は有益で
あると思われるので、開催基準を定めるなどして積極的に活用すべきではないかと
思われる。困難な課題ではあるが、住民参加の活性化に関する積極的な取組を望み
たい（意見）。
ウ

策定の遅れについて
河川整備基本方針及び河川整備計画の策定は平成９年の河川法改正で義務付けら
れたものであるが、大阪府の策定状況は前記のとおりであって、策定の遅れを指摘
せ ざるを得ない 面がある。また、今後の策 定に関し ても、具体的な計画を 示す行程
表は存在していない。
但し、策定作業は緊急度や必要性 が高いものから順に行われていることに加え、
前記法改正に伴う経過措置として、改正後の河川法に基づいた方針や計画の策定が
行われるまでは、旧河川法の下で定 められた工事実施基本計画の一部を河川整備基
本方針あるいは河川整備計画とみなして、整備を実施すること が認められているこ
ともあ って、策定の遅れは実務的には河川整備に必ずしも支障を与えているわけで
はないようである。
しか し、環境整備事業に関しては、策定の遅れが、河川法の規定に照らしてやや
問題があるイレギュラーな事態を招いている実例があった。本監査において個別の
説明を受けた近木川における平成１５年度に開始された環境整備事業がそれであり、
樫井川において平成１４年度に開始された浄化浚渫事業も同様であった。すなわち、
これらの事業は旧河川法下の計画にはない新規事業であったため、経過措置を適用
できる前提がなく、本来なら河川整備基本方針及び河川整備計画を策定したうえで
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事業を開始する必要があったところ、いずれも河川整備計画の策定が完了する前に、
国の認可を得て事業が開始されていた。特に近木川については、事業着手が平成１
５年度であるのに対し、河川整備基本方針 の策定完了は平成１６年１０月であり、
河川整備計画は平成１９年１２月に策定完了となっている。この点、大阪府の説明
では、審議が進んで計画が相当程度固まった段階で事業を開始しているとのことで
あり、また、いずれも数年前に相次いで水質が全国ワースト１を記録した河川であ
って、環境整備を目的として打ち出した新河川法の下で早期対応が必要であったこ
とから、国の認可の下に事業を開始したこと自体は、非難されるべきものではない
と言える。それでも、外部意見の反映を含めた所定の手続で当該水系全体の方針や
計画を策定し、これを公表して広く外部の目にさらしつつ、事業に着手することが
河川法の趣旨であることからすれば、以上の事態が決して好ましいもの ではなかっ
たことは、明らかである。
策定の遅れは大阪府だけの現象ではなく、国も同様であり（大和川水系の国の河
川整備基本方針も策定未了である）、前記のような委員会における慎重な審議や住民
参加の要請、さらには審議が終了しても多数の府内や国の関係部局ないし関係機関
との協議に時間を要することも多いとのことである。河川整備の影響の重大さや河
川法の趣旨からして、これらによって策定に時間を要することは、ある程度やむを
得ないことではある。
しかし、諸事情を考慮してもなお、法改正から１０年を経た現在において、大阪府
河川整備委員会の審議も開始されていないものが相当数残存している現状は、問題
がある。個別の改修事業との関係においても、策定未了の水系について、法改正か
ら１０年を経た現在においてなお経過措置を用いて旧河川法下の計画を根拠に事業
を行うことには妥当性の観点から疑問が生じかねないし、前記の環境整備事業のケ
ースのように、策定未了の水系について旧河川法下の計画にもなかった新規事業を
開始してしまうことは、今後は厳に避けられねばならない。そうしてみれば、経過
措置があるとはいえ、策定の遅れが、今後、実際に必要とされる改修事業の実施に
支障を与えるおそれがあることは、否定できないところであると言える。
以上については、国をはじめ大阪府も、早期策定に向けて作業を進めているとのこ
とではあるが、真に早期策定を実現するためにも、策定に関する改善策を検討した
うえで具体的な目標設定を行い、今後の行程表を公表すべきである。改善策として
は、府内や国の関係部局ないし関係機関との協議につき、策定が遅れている現状へ
の理解を得て、協議のスピードアップを図るべきであるし、委員会の審議について
も、委員の増員等により審議の質を落とさずにスピードアップを果たす手段はない
のかが検討されるべきである。また、大阪府の職員だけでは素早い対応が困難な面
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があるのであれば、支障のない範囲での部分的な作業の外注も検討されるべきであ
ろう（意見）。
②

優先順位と府民への開示について
ア

優先順位の考え方
大阪府が管理する河川においては、５０ミリ対策未了の部分が１０％を超えてお
り、１００年確率対策は特に必要性の高い区域でのみ実施されている段階にある。
他方、大阪府の財政状態は引き続き厳しい状況にあり、前記のとおり 、平成１８年
１１月には、建設事業費削減に伴って、河川整備の全体計画についても見直しが行
われている。このような状況であればこそ、どの区域のどの改修事業を優先的に行
うかを的確に判断することは、府民に直接的な影響を与える重要かつ深刻な課題で
あると言える。
この点については、前記のとおり、大阪府都市基盤整備中期計画（案）の見直し
の中でも重点化方針に基づく優先順位や事業箇所選定の考え方が説明されている。
また、現実的には、甚大な水害による被害が生じた地域の対策や万博絡み・関空絡
みといった大規模開発に合わせた改修を行っているだけでも、自然に優先順位の大
半が決まっていってしまう実情があるようで、さら に河川毎で言えば、下流から順
に改修していくという必然的な優先順位もあるとのことである。加えて、各主要河
川の５０ミリ対策に関する改修率や改修状況は、ホームページで公表されている。
しかし、それでもなお、府民から見た場合、多数の区域の中で個々の事業箇所が選
定された理由や、事業未着手の箇所が今後どのように扱われるのかについては、分
かりにくい面があることは否めないように思われる。限られた予算の中で真に適切
かつ公平な選択を行っていることをより明確にするためにも、大阪府における河川
改修の現状の全体像と現在行われている事業の選定理由、さらには今後計画されて
いる事業の現時点における構想を、今以上に分かりやすく具体的に示す工夫を行う
ことが、今後の課題として検討されてもよいように思われる（意見）。

イ

事業コストを含めた開示について
前記のとおり、大阪府は厳しい財政状態の下で適切かつ公平に事業箇所を選定し
て河川整備を進めていくべき立場にあるところ、事業内容や事業箇所選定の妥当性、
さらには事業の効率性を確保するためには、事業コストの開示も重要となる。しか
し、公表されている河川整備基本方針や河川整備計画には、個別の整備事業のコス
トに関する記載はなく、その後の事業実施過程においても、どの程度の費用を費や
して当該事業が行われているのかは、外部からは容易には判明しない。大阪府建設
事業評価委員会の審議対象とされた事業につ いてだけは、同委員会の評価の内容が
公表されており、その中で事業費や費用対効果に関しての記載もなされているが、
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これは審議対象となった事業に限ってのことであるし、河川に関する事業コストの
開示という観点から行われているわけではない。
この点、事業内容（工事内容）自体は、河川整備計画において相当に特定されて
おり、その内容の妥当 性については、前記の外部意見の反映を含む河川法所定の策
定手続によって、確保が図られる仕組 みになっている。また、事業開始にあたって
の予算要求の際には、事業費や費用対効果の検討を行った資料も提示されていると
のことである。しかし、河川整備計画策定 時の外部意見反映の過程では、必ずしも
コスト面からの検討は重視されていないように思われるし、広く府民全体がコスト
を含めた当該事業に関する重要な情報に接することができる前提があってこそ、真
の妥当性、効率性の確保が果たされると言えるはずである。
したがって、これも今後の課題として、前記の河川改修の全体像や選定理由等の公
表とあわせ、予想される各事業のコストや費用対効果の検討結果を、今以上に分か
りやすく具体的に示す工夫を行うことを、検討すべきである（意見）。
③

総合的・一体的な対策
河川整備に関しては、事業の性質上、管理対象河川（区域）の整備や管理を適切に
行うことが最も重要となるため、 国や他の都道府県あるいは他の部署等と連携して総
合的・一体的な対策を講じようとする姿勢は、希 薄になりがちな面があるように思わ
れ る。しかし、これからの防災事業においては、縦割りではない総合的・一体的な各
関係機関の連携に基づく対策を講じることが重要となろうし、少なくとも、各関係機
関が密な情報交換を行うことは不可欠であるはずで、今日の各種技術の進歩は、これ
らを十分可能ならしめる水準に達しているものと思われる。
この点については、前記のとおり、まさに平成１７年〜１８年から、圏域毎の総合流
域防災調整会議の設置や寝屋川流域水害対策計画の策定など、各関係機関が連携して
の取組が開始されているようであるので、今後も、各関係機関の密な連携による今日
的な対策の一層の推進を期待したい（意見）。

２
(1)

高潮、地震、津波対策
大阪府における近時の施策と現状
河川に関する台風による高潮への対策や、地震・津波に備えての防潮堤等の耐震対
策も、河川法等に基づく河川整備事業の一環として行われている。
平成 １８年度において実施中であった事業の実施状況及び今後の実施予定をまとめ
ると次のとおりである。
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項

②地震・
津波対策

目

耐震補強
平成 18 年度
（大水門）
耐震補強
平成 22 年度
（中小水門）
遠隔監視・遠
平成 19 年度
隔操作（水門）
鉄扉の電動化

平成 19 年
度予定

3基

完成

−

4基

2 基完成

事業継続

2基

完成

−

平成 19 年度

27 基

18 基完成

9基

全体計画

平成 20 年度

9基

事業中

2 基完成、
7 基事業継
続

耐震補強
（堤防）

平成 22 年度

11.5km
（緊急対策区
間）

7.6km
（66％）

0.7km(累計
72％)

防災棟建設

平成 19 年度

防災棟建設

本体工事

完成

展示棟建設

平成 20 年度

展示棟建設

展示施設検
討

設計

遠隔監視
（公道鉄扉）

③津波・
高潮ステ
ー ション

平成 18 年
度末まで

全体計画完了
予定年度

（注）カッコに記載した％は進捗割合である。

対策事業の詳細については次に記載する。
①

高潮対策
大阪府で は、特に西大阪 地域が、 地 盤が低く 海 に近い地形的 条 件から高潮 が起こり
やすく、現実にも超大型台風によって被害が生じていたため、昭和４０年度から、伊
勢湾台風と同規模の大型台風が大阪湾に最悪のコース（室戸台風の経路）を通って満
潮時に来襲したことを想定した防潮施設の整備を目標に、事業が推進されてきた。
その結果、３大水門の完成や内水排除用の毛馬排水機場の完成をはじめ、現在まで
に、防潮堤・延長１０６㎞（左右岸計）、防潮水門９門、排水施設４基、防潮鉄扉６１
基の設置がすべて完了している（上記の表に高潮対策に関する事業がないのはそのた
めである）。

②

地震・津波対策
昭和５２年以降は、防潮堤等の耐震補強対策も進められており、西大阪地域をはじ
め、防潮堤が被災すると被害を受けやすい地域から優先的に、耐震対策が進められて
いる。近時の具体的な計画としては、平成１０年３月に地震防災アクションプログラ
ムが策定されて、優先整備区間１０．６㎞の整備が進められており、平成１８年度末
までに７．６㎞の耐震補強が完了している（平成２２年度末完了が目標とされている）。
また、防潮水門の遠隔監視・操作設備も平成１７年度に設置されており、現在実施
中の鉄扉の電動化や遠隔監視設備の設置も平成２０年度には完了する予定である。
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③

西大阪治水事務所と津波・高潮ステーション
西大阪地域を所管する西大阪治水事務所は、府内の他の土木事務所と同様に所管地
域の河川の管理や改修事業も行っているが、前記の西大阪地域の特殊性から、防潮堤
や防潮水門などの施設整備、維持管理をも所管しており、水門や鉄扉の遠隔監視・操
作設備も同事務所に設置されている。
このように同事務所が西大阪地域の高潮防御施設の操作拠点であるのに対し、同事
務所の耐震性には問題があったこ とから、耐震性確保のための建替えが実施され、防
災棟は平成１９年度に 完成している。また、旧事務所部分を利用して、高潮被害や南
海地震津波に関する普及啓発のための展示施設「津波・高潮ステーション（仮称）」の
設置が計画されており、平成２０年度に完成する予定とされている。

(2)

監査の結果及び意見
基本的な高潮対策はほぼ完了しており、現在は、耐震補強が重要な課題として進め
られているほか、対策全般のさらなるレベルアップ（例えば鉄扉が閉鎖できない場合
に備えたバックアップ対策のソフト化、面開発にリンクさせたスーパー堤防の設置な
ど）も進められているとのことである。
本監査において特段の問題は見受けられなかったが、これまでに完成した重要な高潮
防御施設の今後の維持管理等に関しては、万全が期されることを望みたい。なお、津
波・高潮ステーションの設置については、現段階では未完成であるため具体的な意見
を述べることは困難であるが、旧事務所の有効利用は好ましいことであるので、積極
的な広報を行って普及啓発に十分役立てるとともに、費用対効果の観点から常に維持
費と利用実績に配慮したうえでの運営を期待したい（意見）。

３

河川の管理

(1)

日常の管理業務
大阪府による河川の日常管理としては、概ね以下のような業務が実施 されている（な
お、水位等の観測については、前記のとおり、集中監視できるシステムが構築されて
いる）。
①

重点化区間の構造物の劣化の進行状況を年に１回点検を行う。

②

堤防道路を車両で通行してパトロール点検を行う（巡視日誌に記録される）。

③

毎年２月に、河川巡視点検として、関係市町村職員とともに徒歩で堤防や河床な
どの状況の点検を行う（河川安全点検結果報告書に記録される）。

④

大雨の後等に、非常勤務要領に基づき、水防非常勤務職員による点検を行う。

⑤

以上の点検に基づいて、緊急度に応じて補修工事等の必要な措置を行う。
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(2)
①

河川台帳の整備
二級河川水系について
河川法１２条に基づき、大阪府が管理する二級河川水系については、大阪府が河川
台帳を作成、保管している。河川台帳に は、河川全体の図面や工作物、許可状況等の
詳細が記録されており、改修の実施など必要に応じて更新が行われている。実際に本
監査において岸和田土木事務所で提示を受けた河川台帳は、平成１０年度〜１４年度
に更新が行われていた。

②

一級河川水系の指定区域について
一級河川水系については、国が河川台帳を作成、保管している。一級河川水系のう
ち大阪府が管理する指定区域については、大阪府は河川台帳という体裁ではなく、独
自に業務上必要と思われる図書類を作成、保管し、必要に応じて更新している。
なお、前記のとおり、平成１７年からは、一級河川水系の圏域毎に国と大阪府ない
し関係都道府県が参画した総合流域防災調整会議が設置されて、認識を共有し連携を
図るための情報として、河川毎の現在の整備目標に対する整備水準を示した河川整備
状況図が作成され、公表されている。

③

河川台帳の電子化
全国的にＣ ＡＬＳ／ＥＣ（公共事業支援統合情報システム）への取組が行われてい
る中で、大阪府も、建設ＣＡＬシステムを現在整備中であり、これを利用して、河川
台帳の電子化が進められている。
この大阪府の建設ＣＡＬシステムにおいては、設 計積算、入札契約、工事施工、維
持管理といった各プロセスにおける情報の電子化、ネットワーク利用、情報の交換・
共有が目標とされている。そして、各種台帳の電子化は、維持管理のプロセスにおい
て、省力化や的確で迅速な対応を可能とする点で極めて有用であることはもちろん、
そのデータが他のプロセスでも迅速に活用できる効果を有するものとされている。既
にこのシステムは電子入札、電子納品など、順次稼働を開始しており、電子化された
河川台帳についても、平成２０年度当初から利用が可能となるとのことである（但し、
一般の閲覧は、紙媒体によって行われるとのことである）。

(3)
①

占用許可と使用料徴収
占用許可
河川法２３条から２５条において、河川の流水、河川区域内の土地を占用しようと
する者、河川区域内の土地における土石等を採取しようとする者は、河川管理者の許
可を受けなければならないことが規定されている。大阪府では管理している河川にお
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ける流水等の占用等の許可（以下「占用許可」という）を行っており 5 、許可手続につ
いては「大阪府河川管理規則」で規定している。平成１８年度の許可件数は４４０４
件である。占用等の許可にかかる事務の流れについては次のとおりである。

１

占用等の申請希望者が大阪府内の各土木事務所へ申請（占用料免除を希望する者は
同時に免除申請書を提出）

２

土木事務所において形式審査（申請書類が求められた内容を適切に記載している
か、の点について審査）、内容審査（使用許可の可否を審査）を実施。内容審査時
においては「河川占用許可申請に関 する意見書」の同意を河川の所在している市町
村から得る（河川敷地占用許可準 則より）。

３

占用料免除の可否について検討

４

許可決裁を得た者（以下、「占用者」という）に対して、許可書を発行。

５

占用許可期間満了に近づくと、大阪府から申請書を使用者に送付し、占用の使用申
請（占用の許可申請）を促している。なお、期間満了日の 30 日前までに占用者は
再度、占用許可申請書を土木事務所へ提出することとなる。

なお、許可期間は大阪府河川管理規則２条において「特別の理由がある場合を除く
ほか、１０年以内」と規定されている。具体的には、大阪府土木部長通知（平成８年
４月）「河川法に基づく占用許可期間の基準について」により、水道事業、公園施設、
道 路など公共性が高く河川管理に寄与するものと知事が認める目的のために占用する
者の占用許可期間を１０年とし、電気事業、ガス事業等のための施設等を５年とし、
それ以外を３年としている。なお、１０年間とするもののうち、公共性が高く河川管
理に寄与するものと知事が認める場合には、ボランティア団体等が河川環境美化 のた
め に使用する場合（年間１〜２件ほど）等も含まれる。個人等の占用者は、自宅進入
路設置のために堤防外側の法面を利用する場合に多く見られ、その占用許可期間は「３
年間」である。
②

占用許可と危機管理
河川占用許可は防災上、リスクが高い場所の使用許可を与えるのであるから、その
判断は厳密に行われる必要がある。この点に対しては、次のとおり対処しているとの
こ とである。
○占用物件の設置に際しては、河川管理施設等構造令に基づき堤防施設への影響を
極力低くするとともに、管理用通路や防災スペースの 利用時に支障がないか審査
している。

*5 大阪府の管理河川数と占用許可対象河川数・・・大阪府は１５４本の河川（国から指定を受け
た一級河川と、二級河川）を管理しているが、うち３本を大阪市、２本を東大阪市に占用許可事務
等の一部事務委任を行 っているため、占用許可対象の河川数は１４９本となる。
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○河川未改修区域においては、大阪府地域防災計画に伴う河川改修工事へ影響のな
いよう、占用物件の設置箇所及び工法等について改修担当グループと調整してい
る。具体的には、すべての大阪府による占用許可案件（更新案件含む）の占用許
可前に、図面等をもって河川砂防グループが、防災上、問題ないか確認している。
確認後、河川砂防グループ長による承認印を得る。
③

使用料（流水占用料等）
河川法３２条 6 １項を根拠として、大阪府内に存する河川（河川法の適用を受けた河
川）について占用許可を受けた者から大阪府は使用料（以下、「流水占用料等」という）
を徴収することができる。なお、大阪府内に存する河川（河川法の適用を受けた河川）
について占用許可者別の内訳を示すと、次のとおりである。
占用許可
対象河川数

18 本

管理河川数

国
大阪府

149 本

18 本
154 本

大阪市

9本

6本

堺市

4本

4本

東大阪
市
合計

2本

0本

182 本

182 本

摘

要

一級河川。
（国に指定を受けた）一級河川、二級河川。
管理河川 154 本のうち、大阪市へ 3 本、東大
阪市へ 2 本分を占用許可等の一部事務委任。
（国に指定を受けた）一級河川、（大阪府に指
定を受けた）二級河川。
その他、大阪府から占用許可等の一部事務委
任を受けた河川 3 本。
（国に指定を受けた）一級河川、（大阪府に指
定を受けた）二級河川。
大阪府から占用許可等の一部事務委任を受け
た河川 2 本。
182 本すべて、大阪府が流水占用料等を徴収
する。

つまり、これらの河川１８２本すべてを対象として、大阪府は流水占用料等を徴収
し、大阪府の歳入として計上する（河川法３２条３項より）。上表に記載したとおり、
大阪府内には占用許可者が大阪府ではない河川、言い換えると占用許可者と流水占用
料等徴収者が異なる河川が３３本（上表で斜体字のもの）ある。
なお、これら３３本の河川について、国、市における占用許可基準、許可期間は各
自の規則、条例等のもと で設定しており、大阪府における規定とは異なっているが、
大阪府では国、市における規定内容の詳細は不明とのことであ る。

*6 河川法第３２条・・・第１項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について
第２３条から第２５条までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他
の河川産出物採取料を徴収することができる。第２項（省略） 第３項 流水占用料等は、当該都
道府県の収入とする。
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一方、流水占用料等の徴収対象の件数と大阪府におけるその徴収の状況は次のとお
りである。
（単位：件）
項

目

占用許可件数
うち徴収免除件数(注)
差引：徴収対象件数
（調定件数）
うち収入済件数
差引：収入未済件数

大阪府許
可件数

国許可
件数

4,992
3,002
1,990

4,404
2,721
1,683

1,966
24

1,665
18

合計

市許可件数

451
224
227

大阪市
115
43
72

堺市
7
6
1

222
5

71
1

1
0

東大阪市
15
8
7
7
0

（注）大阪府は「大阪府流水占用料等条例」5 条「大阪府流水占用料等条例施行規則」3 条にお
いて、流水占用料等を免除できる場合を規定している。主には国が事業を行う場合、地方
公共団体その他の公共団体が公用等のために占用する場合、かんがい利用の場合、その他
等である。

流水占用料等の平成 18 年度決算における内訳額（調定額 7 の内訳）は次のとおりで
ある。これらは「海岸使用料」（第２編第２、５参照）とともに、「河川海岸使用料」
勘定において、歳入計上がなされている。
（単位：千円）
項
目
流水占用料

根拠法
河川法 23 条

内
容
河川の水の使用料

土地占用料

河川法 24 条

土地の使用料

土石採取料（河川産
出物採取料）

河川法 25 条

川底の砂利等の採
取使用料

合

④

計

平成 18 年度金額
35,224
1,121,077
35,568
1,191,869

流水占用料等の徴収事務について
流水占用料等の徴収事務（調定事務含む）は、各土木事務所において行われ、財務
会計システムにより管理している。
一般的な徴収事務処理の流れとしては、次のとおりである。
１

２
３

占用料徴収対象者（府許可による対象者のみならず、国、市許可による対象者含
む）に対して、納入通知書（大阪府財務規則２５条３項より、徴収期日は納入通
知書発行日から２０日後）を発行し、流水占用料等を徴収（占用料免除者除く）。
占用者が徴収期日に完納しない場合には、納期限後２０日以内に督促状を発行（大
阪府財務規則２２条１項より、発行日の１０日後が徴収期日）。
督促状における納付期日後においても徴収されない場合は、各土木事務所により
電話又は直接訪問により督促する。

*7 調定・・・歳入を収入しようとする場合に、歳入の内容、収入金額等を調査し、決定する行為、
すなわち徴収に関する地方公共団体の内部意思決定の行為をいう。
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一方、「流水占用料等の分割納入の手続きについて」（昭和５４年１２月

大阪府

土木部長通達）の規定に従い、流水占用料等の分納制度を設けている。
⑤

流水占用料等の滞納（徴収未済）の状況
滞納（徴収未済）は毎年２百万円程度が発生している。平成１８年度分の滞納発生
年度別の収入未済額の内訳は次のとおりである。地方自治法２３６条１項に則り、債
権発生後５年経過後に不納欠損処理（時効による債権の消滅又は権利放棄等のため、
既に調定し、納入を告知した歳入が徴収し得なくなった場合において、その収納がな
いにもかかわらず、当該徴収事務を終了させる決算上の処分）がなされている。
（件数：件、金額：千円）
許可者
大阪府
件数
金額
国
件数
金額
大阪市
件数
金額
合計件数
合計金額

平成12年度平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度

合 計

2
114

2
46

2
36

4
1,167

12
2,840

12
2,691

18
2,099

52
8,993

0
0

1
254

1
2,754

3
2,961

3
350

6
3,962

5
540

19
10,821

0
0
2
114

0
0
3
300

0
0
3
2,790

0
0
7
4,128

0
0
15
3,190

0
0
18
6,653

1
11
24
2,650

1
11
72
19,825

件数については、大阪府許可分が大部分（７２％）を占めるものの、金額に占める
割合は、国許可分が大口の滞納者が存在するため５５％となっている。
⑥

占用許可と廃川手続
河川管理上不要となった敷地については、河川法の定めによる廃川手続が行われる。
具体的には、測量・調査と境界確定によって廃川の対象地が特定され、廃川告示・河
川区域変更の公告等の手続がなされて当該敷地は国有普通財産となり、１０か月の管
理期間を経て、国有財産として存置する必要がある場合等を除き、国から大阪府に譲
与が行われる。大阪府は、これを普通財産として売り払い、みずからの歳入とするこ
とができる。大阪府では、このような廃川手続の対象となり得る敷地の調査・把握を
行い、廃川手続のうえで積極的に売払いに努めているとのことである。
占用許可の対象地の中にも、河川管理上不要と考えられるに至っているものがあり、
このような敷地は、漫然と占用許可を継続することなく、売払いに向けて速やかに廃
川手続を実施することが必要となる。この点、平成１８年度末時点においては、上記
のような河川管理上不要と考えられる占用許可の対象地で廃川手続に至っていないも
のが４７箇所（１０４０６．８６㎡）あったが、これらについては、平成２０年１月
末現在において、１１箇所（４８５４．８９㎡）が廃川済み、６箇所（６３１．３９
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㎡）が廃川手続中、３箇所（４０４．７６㎡）が廃川告示準備中であって、残る敷地
についても順次、廃川手続に向けた準備や検討が進められている。但し、廃川手続を
行うには、先行して測量や境界確定を完了させる必要があるため、隣接地の所有・占
有関係の確定や権利者との調整等が難航するケースがあり、このような要因により廃
川手続の着手までに時間を要するものも少なくないようである。（なお、河川に関する
境界確定の問題全般につき、大阪府は平成１８年度から試験的に積極的な境界確定作
業の実施に着手しており、平成２０年度からは、河川 管理上重要な区域から本格的に
境界確定に取り組んでいくとのことである。）

(4)
①

不法占拠等への対処
現状と対処
平成１９年１月末時点の不法占拠の件数は１３２件（３万３６２２㎡）であったが、
その大半はかなり以前からのもので、隣接地あるいは近隣の土地を使用している者に
よる占拠が大半を占めている。逆に、新規案件は少なく、平成１８年度に発生した新
規の不法占拠案件は２件であり（いずれも資材置場として占 拠されたケース）、うち１
件は、後記の監督処分・行政代執行によって早期に排除されている。
不法占拠に対する対処方法としては、パトロール点検等により不法な占用・放置物
件を発見した場合、河川法に基づいて是正の指示を行い、指示に従わない場合は監督
処分を行い、それでも是正措置が行われない場合は、一定の要件の下に行政代執行を
実施できることとなる。平成１８年度には、指示書の発布５５件、監督処分１件、行
政代 執行１件が実施されている。なお、通常は、大阪府の判断だけで行われる行政代
執行よりも、民事訴訟（管理者たる大阪府ではなく所有者たる国が原告となる）を提
起して慎重に 解決が図られるケースの方が多く、平成１８年度の行政代執行の実施は、
緊急性の 高さ（道路整備の支障になっていた）や占拠態様に照らしての執行の容易さ
等の諸事情を総 合考慮して行われたものであった。
建物を建築しての不法占拠や建物の一部分を越境させるなどしての長期にわたる不
法占拠については解決に時間を要することが多く、これが前記の不法占拠の現状につ
ながってしまっているが、近時は、河川改修工事の 支障になっているなどの緊急性の
ある箇所から優先的に、必要であれば訴訟も辞さない構えでの内部協議や交渉が行わ
れているとのことである（平成２０年１月末時点では、不法占拠は１２３件・２万
５３６㎡に減少している）。

②

大川対策
旧淀川（大川）の河川敷においては、戦後の混乱期に被災者等が広範囲に居住を開
始し、大規模な不法占拠の状態が続いていた。そこで大阪府、大阪市は昭和５６年に
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大川対策協議会を設置し（昭和５７年から国も参入）、昭和５７年には大阪市と２分の
１ずつを負担しての移転見舞金の支給要綱を定めるなどして、協力して対策を講じて
きた。
特に平成３年以降は住宅都市整備公団の協力を得て受皿住宅の斡旋が行われて退去
が大幅に進捗し、平成１０年以降は訴訟提起や調停申立てによる解決も行われるよう
になった。さらに平成１５年には、大規模不法占拠者に対して訴訟が提起され、平成
１６年に控訴審での勝訴判決が確定した後、平成１９年４月までに占拠者の退去及び
建物等の物件の撤去がすべて完了している。
以上により、昭和５７年時点では件数１６１、人数５５８であったものが、 平成
１９年７月時点で件数２６、人数５７に減少するに至っており、現在も、残る不法占
拠者に対して法的措置も 視野に入れた退去交渉が続いている。

(5)
①

監査の結果及び意見
河川の日常管理と河川台帳について
大阪府が管理する河川の日常管理や二級河川の河川台帳の整備に関しては、具体的
に 指摘すべき問題は見受けられなかった。
但し、大阪府が管理する一級河川水系の指定区域の河川台帳については、河川台帳の
作成者（国）と河川管理者（大阪府）が異なっているところ、前記のとおり、当該指
定区域に関して大阪府は独自に業務上必要と思われる図書類を作成、保管し、必要に
応じて更新しているとのことで、これらが国の河川台帳に適切に反映されているかに
ついて、若干の不安が感じられた。これは都道府県より国の問題と言うべき側面が強
いものと思われるし、前記の総合流域防災調整会議設置を契機に情報交換が開始され
ているようではあるが、河川台帳の整備の重要性に照らし、大阪府も河川管理者とし
て積極的かつ具体的にその整備状況を確認して、整備に協力することを検討すべきで
はないかと思われる（意見）。

②

大阪府以外の国、市による占用許可について
河川法３２条１項、３項を根拠として、国又は市による占用許可分に対しても、大
阪府は流水占用料等を徴収している。しかし、国又は市はどのような基準で許可して
いるか、大阪府は把握しておらず、河川法３２条４項 8 に基づき、許可内容（占用者、
占用面積等）の通知を受けるのみである。
したがって、市や国が占用許可対象者に対して、許可を得た後に使用料支払義務が

*8 河川法第３２条第４項・・・国土交通大臣又は指定都市の長は、第２３条から第２５条までの
許可をしたときは、速やかに、当該許可に係る事項を当該許可に係る河川の有する都道府県を統括
する都道府県知事に通知しなければならない。（以下、略）
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発生することについて十分に説明をせずに許可を与え、徴収の段階になってから大阪
府が徴収に苦労する、という場合もあるとのことである。一方、国や市許可分で支払
が滞っている者が存在しているが（平成１８年度滞納発生件数は国による占用許可を
受けた者が５件、市による占用許可を受けた者が１件）、その旨について大阪府は国
や市へ報告をしていないとのことである。
国や市許可分で支払が滞っている者のうち、平成１８年度に許可期間が到来し、占
用許可を更新した者が１件（国による占用許可者）ある。当該者に対し、大阪府への
占用料等の支払が滞っている事情があるにもかかわらず、占用許可更新が行われてい
る。
確かに占用者が滞納に至った理由は経済的事情によるものが多く、許可を取り消す
ことは個人の生活、法人の存続等に大きく影響を及ぼす場合があるため、徴収が滞納
しているために占用許可更新を受け付けるべきではないとまでは言うことができない。
しかし、大阪府は占用許可期間終了間際に許可者（国、市）へ滞納状況等を連絡し、
許可更新手続時には滞納状況を占用者に通知させ、徴収を可能な限り促すように協力
を国、市に求めることは可能と考える。大阪府は、国、市との情報連携を行いながら、
徴収率向上への工夫を行うべきである（意見）。
③

流水占用料等の延滞金について
流水占用料等は毎年、徴収しているが、（３）④に記載したとおり、納入通知書発
行日から２０日後を徴収期日として占用者に請求している。さらに、占用者が徴収期
日に完納しない場合には納期限後 20 日以内に督促状を発行し、発行日の１０日後を徴
収 期日として督促状を発行している。したがって、納入通知書発行日からおよそ３０
〜５０日後が督促状の徴収期日となる。
しかし、平成１８年度の徴収状況を閲覧すると、督促状の徴収期日を超過した日に
徴収しているものが多く見られる。あ る土木事務所等における状況は次のとおりであ
る。
納入
期限日
4 月 24 日
4 月 24 日

督促日

督促指定
期限日

実際の
収納日

5 月 12 日
5 月 12 日

5 月 22 日
5 月 22 日

7 月 05 日
7 月 20 日

督促指定期限日
から実際の収納
日までの日数

45 日
60 日

金額
（千円）

占用者

22,627
75,514

Ａ
Ｂ

大阪府はこれらの占用者に対して延滞金を徴収していない。これについて大阪府は、
「許可の時点で『期限内に納付すること』を許可条件としているため、延滞金制度の
設定を認めると許可条件に矛盾した条文となるため、延滞金制度を設けていない」と
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主張している。しかし、河川法７４条５項 9 においては、流水占用料等の延滞金を徴収
することができる旨が定められている。また、督促のための大阪府職員による事務負
担も生じており、期限内の納付を促進するためにも、延滞金制度を定めた条例の制定
を検討すべきである（意見）。
なお、延滞金制度を設けることにより、延滞金の算出、請求等に関する事務の煩雑
化が懸念されるが、これについては、延滞金制度を定める際に、例えば１０００円未
満の延滞金は切り捨てる規定を置くなどの工夫で、ある程度は回避可能と考える。
④

不法占拠への対処について
近時は、新規の不法占拠案件の発生は極めて少なく、発生しても直ちに対処が行わ
れているようであり、既存案件についても、次第に本格的な取組が行われつつあるよ
うに思われる。今後も充実したパトロール点検等によって新規案件発生の防止に努め
るとともに、既存案件についても、案件毎の事情に関して慎重な検討を行ったうえで、
悪質案件については訴訟提起等の断固たる姿勢で臨むなどして、早期の改善を果たさ
れることを期待したい（意見）。

⑤

大川対策について
大川の不法占拠対策は、長い年月を経てようやく終盤を迎えつつあり、現在は、大
阪市と交渉の担当分けを行って、基本的に本庁から２名、西大阪治水事務所から２名
の職員が現地に赴くなどして、退去交渉を行っており、ケースによっては訴訟提起の
準備も進められている。
要綱に基づく移転見舞金には、世帯構成員による見舞金（限度額は１名で６１万
９０００円、２名で８６万５０００円など人数毎に定められている）と物件除去費（限
度額は延床面積１㎡あたり９ ２００円）があるが、ケース毎に査定を行うと不公平感
が生じ、査定額増額を狙った不当行為を招くため、一律に限度額による支払が行われ
ているとのことであった。なお、前記の大規模不法占拠者のように判決が確定して退
去に至ったケースでは、移転見舞金は支払われておらず、強制執行を予告しての粘り
強い交渉によって、自主退去に加えて建物等の自主撤去もなさしめたとのことである。
これまでの全体状況を見れば、戦後の混乱期における不法占拠という特殊事情があっ
たにしても、本格的な対応の開始が大きく遅れており、このことが問題の長期化につ
ながってしまった面があることは否めないように思われる。しかし、平成３年以降は
現実的な対策が実行されており、特にこの１０年は、訴訟提起も行って着実に成果を

*9 河川法第７４条第５項・・・河川管理者は、第１項の規定により督促をした場合においては、
政令に定めるところにより、同項の負担金等の額につき年１４．５％の割合で、納期限の翌日から
その負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する
ことができる。
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上げている状況にあり、現在も、不法占拠者の今後の生活等に一定の配慮は払いつつ、
必要とあれば訴訟を辞さない構えでの交渉が続けられている。今後もこの方向性を維
持しつつ、できるだけ早期の全面解決を目指すべきである（意見）。

４

水防に関する事業

(1)

水防法に基づく事業等の概要
水防に関する施策ないし事業は、水防法及びその関係法令に基づいて行われている
10

。水防法上、各区域における水防の責任は、水防管理団体（市町村又は水防事務組

合 11 ）にあるが、都道府県は、「水防管理団体が行う水防が十分に行われるよう確保す
べき責任」を負っており（水防法３条の６）、後記の大阪府水防計画も、「大阪府は、
府下における水防管理団体が行う水防が十分に行われるよう指導と水防能力の確保に
努める責任を有する」と定めている。
また、水防法７条は、都道府県に対し、水防事務の調整及びその円滑な実施のため
に、当該都道府県の水防計画 を定めることを義務付けており、大阪府も、大阪府水防
計画を策定し、毎年、大阪府水防協議会において外部の意見も聴取したうえで見直し
を行っている。
その他、水防法上、都道府県と関係がある主な規定としては、洪水予報や水位情報、
水防警報に関する定めなどがあるほか、平成１３年の改正によって、国又は都道府県
が指定した河川について気象庁と協議し共同して洪水予報を実施する洪水予報河川制
度や、これらの河川についての浸水想定区域の指定と公表についての定めが置かれて
いる。さらに、平成１７年の改正によって、浸水想定区域 については、円滑かつ迅速
な避難を確保するための措置として、市町村においていわゆる洪水ハザードマップの
作成と住民に周知させるための配布等の措置を講じることなどが義務付けられるに至
っている。

(2)
①

大阪府における近時の施策と現状
大阪府水防計画の概要とこれに基づく主な対策
前記のとおり、大阪府は大阪府水防計画を策定しており、ここには、水防に関する
組織や指揮命令系統、配備体制、予報・警報及び各関係機関を含めた連絡系統、水位
情報等の通報及び公表、施設や資器材の整備及び輸送の確保等について、詳細な定め

*10 水防・・・水防法によれば、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、これによる被害を
軽減することをいう。
*11 水防事務組合・・・水防法３条の２によって複数の市町村が共同して水防を行う区域を定めて
設ける組合である。
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が置かれている。この計画書には詳細な資料が添付されており、大阪府全域を対象と
した水防区域図も添付されている。
大阪府の各部署においても、かかる計画に対応した緊急時の配備や参集に関する定
めが置かれている。前記の西大阪治水事務所では、配備や参集に加えて、水門、鉄扉
の操作に関する詳細なマニュアルや協定が定められており、例えば、鉄扉については、
気象台の津波予報によって閉鎖指令が発令されたものとされ、予め定められた各担当
職員が上司の命令等を待たずに閉鎖作業や閉鎖の確認作業を行うものとされている。
また、大阪府には、水防災情報システム（府内１７３箇所の観測所から雨量や水位
等の１０分毎の最新情報を各土木事務所や府庁で集中監視できる）、洪水予報システム
及び洪水予測システムがあり、これらのデータは後記のおおさか防災ネットやケーブ
ルテレビで府民に提供されている（水防に限らない大阪府の防災情報システム全体に
関しては、第４編第３、２(3)の大阪府防災情報センターに関する記載を参照されたい）。
なお、水防に関する会議組織としては、前記の大阪府水防協議会のほかに、同協議
会の実務担当者による大阪府水防協議会調整会議、大阪府・市町村・水防事務組合の
水防に関する実務担当者を対象とした水防担当者会議、行政・警察・消防・占用者等
をメンバーとする各地域水防災連絡協議会が設置されており、水防に関する協議や調
整、情報交換や連携が行われている。
②

洪水ハザードマップ
ハザードマップとは、被害の想定される区域と被害の程度、さらに避難場所などの
防災に関する情報を地図上に明示したものであり、前記のとおり、平成１７年の水防
法改正によって、浸水想定区域が所在する市町村がこれを作成して配布等を行うこと
が義務付けられている。
この洪水ハザードマップの作成は、国と大阪府が市町村に対し、それぞれ費用の３
分の１を負担する補助事業として行われており、大阪府は、平成１７年度以降、交付
要綱に基づいて、国とともに補助を行っている（平成１８年度の大阪府の補助内容は、
７つの市に対し合計１０４０万円となっている）。
作成状況については、全国的な目標としては平成１７年から５年以内が目処とされ
ているところ、大阪府では重点施策としての取組が行われた結果、対象３４市町のう
ち平成１８年度末時点で２２市町において作成が完了し、平成１９年度中に１１市町
が作成完了予定で、残る１市も平成２０年度に作成を行う予定となっている。
なお、各市町における配布等の措置としては、市町の広報に織り込まれて配布され
るケースが多く、各市町のホームページにも掲載されている。大阪府は、各市町から、
配布した洪水ハザードマップの提出を受けており、その際、どのような配布方法をと
ったかについても口頭での確認を行っているとのことであるが、配布に関して各市町
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から書面による報告は受けていない。
③

おおさか防災ネット
大阪府は、平成１９年３月から、府内の市町村とも連携して、防災に関するポータ
ルサイトである、おおさか防災ネットを運営している（おおさか防災ネットの開設の
経緯等については第４編第３、２(4)を参照されたい）。
ここでは、水防に関しても、前記の水防災情報システム、洪水予報システム及び洪
水予測システムに基づく最新のデータや情報、各種注意報・警報や緊急情報が表示さ
れており、各市町村の防災情報や浸水想定区域図、洪水ハザードマップも閲覧するこ
とができる。

④

水防訓練
大阪府水防計画には、「水防作業は暴風雨の最中しかも夜間に行うような場合が多
いので作業時に混乱をきたさないように十分訓練を行うものとし、実施にあたっては、
特に地元住民の参加を得て水防思想の高揚に努めるものとする」との定めがあり、水
防管理団体や大阪府の出先機関（土木事務所、港湾事務所、農と緑の総合事務所）に
関する訓練実施時期の定めも置かれている。
このうち、指定水防管理団体 12 が行う訓練については、大阪府は毎年水防計画の提
出を受けて協議を行っているところ、この水防計画中に訓練に関する計画も含まれて
いる。これらの指定水防管理団体が行う訓練については、その内容に照らして必要で
あるときは大阪府も参加や助言を行っているとのことである。
他の水防管理団体や各出先機関においても、出水期前に適宜の訓練が行われている
とのことであるが、これらの各団体ないし各出先機関が独自に行っている訓練内容に
ついてまでは、大阪府（河川室）では報告を求めていないとのことであった。
また、前記の水防担当者会議（合同会議と地域会議がある）においては、大阪府（河
川室）、各水防管理団体、各出先機関のうち各土木・治水事務所の実務担当者が参加し
て、年２回の会議でこれらの水防訓練を含めた水防活動に関する情報の交換・共有が
行われ、出水期（６〜１０月）の後である１１月の会議では出水期の活動についての
反省点や改善点の検討、協議も行われているとのことである。
さらに、大阪府は、水防管理団体に対し、水防法に基づいて補助を行うことができ、
設備等の整備や訓練の経費を対象に補助が実施されているが、平成１８年度の補助内
容は４団体に対して合計１０００万円となっており、このうち２団体に対する補助の
一部に訓練に関する補助が含まれていた。さらに、各出先機関についても、訓練につ
いての支出に関し、特段の予算措置は講じられていないとのことであった。

*12 指定水防管理団体・・・水防法４条に基づき、水防上公共の安全に重大なる関係のあるものと
（次ページに継続）
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なお、以上の各水防管理団体や各出先機関が行う訓練とは別に、大阪府における各
種の防災訓練は国や関係各所とも連携して適宜行われており、それらの訓練において、
関係各所との情報伝達訓練や水門・鉄扉の施設操作訓練も実施されている。（これらの
うち危機管理室が主催した主要な訓練については、第４編で検討を行う）

(3)
①

監査の結果及び意見
水防に関する計画・各種システム・府民への伝達について
大阪府では、前記のとおり、詳細な水防計画が定められ、各部署においてもこれに
沿った活動を行うための規定が整備されており、観測や予報に関するシステムも完備
しており、ハザードマップの作成も順調に進んでいる。また、府内の最新の各種防災
情報等がおおさか防災ネットに集約されており、これは府民へのリアルタイムの 防災
情報の開示・伝達の面からも、大阪府を中心とした府内の各自治体の密な連携の実現
という面からも、好ましいことと言える。
今後もかような方向性での取組を続けることで、より一層の水防活動の充実が図られ
ることを期待したい。また、おおさか防災ネットについては、多数の情報が集約され
ているためやむを得ない面があるものの、若干分かりにくい部分もあるため、これを
所管する危機管理室と連携して、より分かりやすい表示に向けての改善を検討される
とともに、第４編でも指摘するとおり、このような充実したサイトの存在を府民に周
知させるために、これまで以上に十分な広報を実施されたい（意見）。

②

水防訓練について
以上のとおり、水防に関する大阪府の計画やシステム等に関しては特段の問題は見
受けられなかったが、それでもなお、実際に水災が生じた際に、果たして予め想定さ
れたレベルの十分な水防活動が実現され得るのかは不安が残るところである。その対
策としては、十分な水防訓練を実施して、関係各所が連携を図りつつ水防能力を高め
ていくことが重要であるはずで、だからこそ大阪府水防計画においても、前記のとお
り水防訓練の規定が設置されているものと考えられる。また、これも既に述べたとお
り、大阪府は、府内の水防管理団体が行う水防が十分に行われるよう、指導と水防能
力の確保に努める責任を有している。仮に地域毎に水防能力に差が生じるようなこと
になれば、府民の安全につき地域による不均衡が生じてしまううえに、大規模災害時
の連携作業等に支障が生じることも危惧されるところである。
このような観点から見た場合には、指定水防管理団体以外の団体や各出先機関が独自
に行う訓練についても、大阪府において逐次報告を受けて内容を把握しておくことが

して都道府県知事が指定した水防管理団体であり、府内に５組合がある。
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必要ではないかと思われた。また、訓練に関する補助や支出の現状については、大阪
府によれば現状においても訓練に支障が生じてはいないとのことであった。支出を抑
えつつ十分な訓練を実現することが最も好ましいことは言うまでもないが、訓練の重
要性に照らせば、常に現状で十分であるか否かを意識したうえで、水防能力の確保や
向上のため必要性が生じた場合には、相応の費用の投下も検討してよいものと思われ
る。
今後も、水防訓練についても大阪府が指導調整役を果たし、日常的な情報交換や水防
担当者会議等における協議を通じて、各水防管理団体や各出先機関との間で水防訓練
に関する情報を共有、蓄積したうえで、適宜の協議や助言を行い、各水防管理団体や
各出先機関における訓練効果の最大化と均一化が図られることを期待したい（意見）。
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第３
１

契約事務
契約主体
府 の契約締結者は知事である（地方自治法１４９条２号）が、大阪府財務規則３条の

規定により契約に関する権限が、予算執行機関である各土木事務所、西大阪治水事務所、
寝屋川水系改修工営所（以下「各土木事務所等」という）に委任されており、それぞれ
の長は自己の責任と名前において契約を締結している（但し、電子入札により入札を実
施したものについては、契約局長名で契約を締結）。
し たがって、河川に関する事業の実施にあたっては、原則として、各土木事務所等で
契約事務を行っている。
契 約事務に関する手続は大阪府全体で定められているものの、契約事務はそれぞれの
各土木事務所等で実施されている。土木事務所では、河川事業のみならず砂防事業、道
路事業、公園管理等の事業を実施している。それぞれの事業においても頻繁に入札をは
じめとする契約事務を行う必要があるため、各土木事務所に契約を担当する部署が設け
られ、土木事務所での契約事務を一括して管理している。そのため、府では土木事務所
単位で契約事務を捉え、契約にかかる情報を管理している。
し かし、各土木事務所では河川事業の契約事務だけを区分してデータ処理がなされて
いるわけではなく、全土木事務所について河川事業の契約事務を網羅的に精査すること
は困難であったこともあり、本監査にあたっては、監査において訪問した土木事務所等
に おける河川事業にかかる契約事務のみを対象とした。すなわち、富田林土木事務所、
岸和田土木事務所、西大阪治水事務所での河川事業にかかる契約事務を監査の対象とし
た。

２
(1)
①

契約状況
入札
監査の対象
平成１８年度締結の入札による工事請負及び委託契約のうち、富田林土木事務所、
岸和田土木事務所、西大阪治水事務所で１０百万円以上のものを監査の対象とした。
対象となる契約区分別件数は次のとおりである。
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契約区分別件数
契約区分
土木事務所等
委託

富田林
岸和田
西大阪治水

②

(単位：件)

公募等
指名競争入札
公募型
一般競争入札
指名競争入札
指名競争入札
−
−
3

合 計
3

工事請負

−

7

12

19

委託

−

−

−

−

工事請負

−

2

8

10

委託

−

−

4

4

工事請負

2

12

33

47

合計

2

21

60

83

監査の結果及び意見
監査対象とした入札契約８３件について落札の状況（参加業者数及び落札率）等を
入札形態ごとに分析したところ、次のとおりであった。

応札業者数と落札率の関係（入札形態別）
50
45
40
35
30

業
者
数

25
20
15
10
5
0

55%

60%

65%

70%

75%
80%
落札率

指名競争入札

85%

90%

95%

100%

公募等入札

８３件の落札率を見ると、８８％以上のものが４２件を占める。一方、落札率が
８０％未満のものが３８件見られ、８８％以上のものと８０％未満のものに２極分化
するという、不思議な現象が生じている。
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この結果を別の角度で分析すると８０％未満のものは一件の例外を除き、いずれも
最低制限価格、 低入札価格調査基準価格（「最低制限価格等落札」）若しくは低入札価
格調査基準価格未満で落札されていることが分かる（下記「応札業者数と落札率の関
係（落札状態別）」参照）。反対に最低制限価格や低入札価格調査基準価格以外で落札
されたもの（「通常落札」）を検討すると、多くは８８％以上の落札となっている。

応札業者数と落札率の関係（落札状態別）
50
45
40
35
30

業
者
数

25
20
15
10
5
0

55%

通常落札

60%

65%

70%

75%
80%
落札率

最低制限価格等落札

85%

90%

95%

100%

低入札価格調査基準価格未満落札

つまり、２極分化のうち８０％未満のものは原則として、当該入札における下限で
あるといえる。すると、ほとんどの入札は下限で落札されるか、８８％以上で落札さ
れるかのいずれかになるといえる。
この点について、大阪府は落札率の２極分化については、指名競争入札や一般競争
入札などの入札方法の違いによる偏りが見られるわけではなく、発注工事の頻度や受
注可能業者の絶対数などにより、いわゆる需要と供給のバランスによって競争性に差
が生じているためと認識している。
確かに入札によって競争性にばらつきがあることは理解できる。むしろ、すべての
入札が同一の競争性であることはあり得ない。しかし、競争性が２極分化する、つま
り競争性が高い入札（下限での落札）と低い入札（落札率が８８％以上）しかなく、
競争性に連続性がないことも違和感を覚える。
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前記第２編第２、８で述べたとおり、大阪府は入札に関してさまざまな方策を進めて
いるのであるが、このような現状を踏まえ、競争性の高い入札は過度に競争性が激し
くなり不適切な工事等が行われないように、反対に競争性の低い入札はより競争性が
高まるような対策を進めることが求められる（意見）。

(2)
①

工事請負契約（随意契約）及び委託契約（随意契約）
監査の対象
平成１８年度締結の工事請負契約及び委託契約のうち、富田林土木事務所、岸和田
土木事務所、西大阪治水事務所で 1 百万円以上のものの随意契約件数は次のとおりで
ある。
契約区分別件数

(単位：件)

契約区分
随意契約の件数
土木事務所等
富田林
岸和田
西大阪治水
合

②

委託

4

工事請負

2

委託

−

工事請負

−

委託

17

工事請負

4

計

27

監査の結果及び意見
監査対象とした随意契約２７件について随意契約理由書を閲覧した。随意契約には、
点検整備あるいは修繕にかかるものが多く、対象となる設備が水門、排水機場等防災
設備であり、特殊性・専門性・安全性などを勘案して業務を遂行できる者を設備の製
造者あるいは製造者が維持補修の業務委託先としている者しか行えないと判断してい
るものが多かった。
設備の性質に照らし、その特殊性・専門性を要する部分の点検整備・修繕にかかる
契約が随意契約とならざるを得ない面があることは理解できる。しかし、設備の製造
を受注できれば、その後の点検整備・修繕を継続的に随意契約で独占できてしまうこ
とには、弊害が生じるおそれは否定できない。したがって、今後、このような設備の
新規製作あるいは取替えを行う時には、製造業者以外でも点検整備や修繕ができるよ
うに特殊性・専門性を要する部分を最小限にした内容での製造・設置を行えないかに
ついて十分に検討するべきであるし、設備の建設費用のみならず、予定される使用期
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間における、点検整備コスト等も可能な限り考慮して、設備及びその建設業者を選定
するべきである（意見）。
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第４

まとめ
本監査において対象とし た河川及び水防に関する事業は、河川の治水・利水・環境整

備に関して大阪府 が担う責務や、水防が十分行われるよう確保すべき大阪府の責任に照
らし 、いずれも必要かつ有意義な事業であることが認められ、事業の執行に関しても、
明 らかに不相当なものとして指摘を行うべき問題点は見受けられなかった。但し、今後
改 善を検討すべき課題としては、以下のような点があった。
まず、河川の改修（第２、１）に関し、河川整備基本方針及び河川整備計画の策定手
続については、外部意見の反映に関して改善や検討の余地があると思われる点があった。
また、策定の遅れは、諸事情があるにしても問題であるので、具体的な目標設定を行っ
て今後の行程表を公表し、具体的な改善手段の検討も行われるべきである。さらに、府
民 から見た場合、個々の事業箇所の選定理由や事業未着手の箇所が今後どのように扱わ
れ るのか、さらには事業コストや費用対効果の検討に関し、分かりにくい面があること
は 否めないので、今以上に分かりやすく具体的に示す工夫を行うことが、今後の課題と
して検討されるべきである。
河川の管理（第２、３）に関しては、大阪府が管理する一級河川水系の指定区域につ
き、国による河川台帳の整備に関する積極的な確認や協力に関し、検討の余地があると
思われた。また、占用許可と使用料徴収については、国や市による占用許可分で滞納が
生じているものについては情報連携を行いつつ徴収率向上の工夫を行うべきであるし、
期限内の納付を促進するために、流水占用料等に関する延滞金制度を定めた条例の制定
を検討すべきである。不法占拠への対処に関しては、現在の方向性を維持しつつ、一層
の努力によって早期の改善が果たされることを期待したい
水 防に関する事業 （第２、４）につ いては 、おおさか防災 ネットについて 、 これを所
管する危機管理室と連携しての一層の改善とこれまで以上に十分な広報の実施を望み
たい。また、水防訓練については、各団体や各出先機関からの報告徴収に関して改善を
検討 する余地があり 、 さらに、常に現状の訓練 で十分であるか否 かを意識した うえで、
必要性が生じた場合には、相応の費用の投下も検討してよいものと思われた。
契約事務については、入札における落札率が２極分化しており、競争性に連続性がな
い点に違和感を覚えるところであったので、今後もこのような現状をも踏まえた対策を
進めることが求められる（第３、２(1)）。また、随意契約については、現状は理解でき
るにしても、今後、設備の新規製作あるいは取替えを行う時には、製造・設置の内容や
設備及び建設業者の選定に関し、検討すべき点があると思われた（第３、３(2)）。
最後に、河川及び水防に関する事業に関しては、全体として有意義な事業が真摯な姿
勢で実施されていることが窺えたが、厳しい財政状況の下で、これまでの成果を維持し
つつ一層高いレベルにおいて防災等の重要な目的を達成していくためには、常に府民の
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理解と協力を得て、関係各機関・関係各部署との密な連携を図りながら、限られた財源
を最適な形で活用 していくことが不可欠であるものと思われる。これらの観点から、現
状に 対するさらなる改善が行われ、より充実した事業ないし施策が推進されることを期
待 したい。
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