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第１ 監査の概要

１ 監査の種別

行政監査（地方自治法第１９９条第２項の規定による監査）

２ 監査の内容

災害時の応急物資の備蓄及び管理について

３ 監査の目的

近年の度重なる激甚災害の発生により、災害の脅威と防災の重要性を改めて認識するとこ

ろである。本市においても、台風の接近あるいは豪雨に伴って避難所が開設されるなど、常に

リスクを抱えている状況である。

また、今般では、災害発生時の避難所運営において新型コロナウイルス感染症へのリスク対

応も必須とされている。

本監査は、災害への備えが、市民の生命及び財産の保護、安心安全の確保に直結する重要な

分野であることから、災害時の応急物資の備蓄や管理状況、市民への周知等について、本市の

実態を調査、検証することにより、防災行政の効果的かつ効率的な運用の向上に資することを

目的とする。

４ 監査の実施期間

令和２年１１月１６日から令和３年３月３１日まで

５ 監査対象

災害時の応急物資の備蓄及び管理に関する事務を行っている課所室

６ 監査の方法

各課所室から提出された資料により監査するとともに、必要に応じて実地調査及び関係職

員のヒアリングを行った。

７ 監査の着眼点

今回の監査では、主に次の事項について調査を行った。

(1) 応急物資の整備・管理について（整備状況、在庫確認、処分方法）

(2) 応急物資に係る予算について（直近５年度の予算措置状況、今後の見込み）

(3) 応急物資の保管場所について（保管環境）

(4) 応急物資の供給体制について
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第２ 監査の結果

監査の内容及び結果は、次のとおりである。

１ 応急物資の整備状況に係る書面調査

応急物資の備蓄及び管理に関する照会を全庁に対して行った。照会の内容は、令和２年１２

月１日時点での応急物資の整備状況、在庫確認状況、予算措置状況、決算状況、保管施設、保

管環境などについてである。

【結果】

（１）応急物資に関係する課所室等及び応急物資の保管場所

照会の結果、次の表の左欄に記載する３０の課所室等が応急物資の備蓄及び管理に関

係し、これらの課所室等が所管する右欄に記載する延べ８５の施設又は場所が保管場所

として利用されていることを確認した。（本表以降は、原則として部局名を省略する。）

課所室等名 保管場所

総務部防災危機管理課 市役所本庁舎西棟５Ｆ倉庫、防災資機材備蓄センター

（防災危機管理課管理部分）

総務部管財課 椋野町倉庫

市民部まちづくり政策課 下関市民センター

市民部人権・男女共同参画課 旧錦町福祉館１Ｆ児童室

市民部川中支所 川中支所１Ｆ書庫

こども未来部幼児保育課 吉見保育園保育室・職員室、西市こども園医務室、長府

第三保育園休憩室・給食室、彦島第一保育園保育室・食

品庫、豊田下こども園職員室・給食室食品保管庫

保健部保健医療政策課 市役所本庁舎西棟３Ｆ倉庫

保健部動物愛護管理センター 動物愛護管理センター愛護棟、同センター管理棟

保健部豊田中央病院事務局 豊田中央病院

産業振興部産業立地・就業支援課 下関市勤労福祉会館２Ｆ倉庫、３Ｆ倉庫、４Ｆ倉庫

観光スポーツ文化部文化振興課 下関市民会館２Ｆインフォメーション室

建設部道路河川管理課 防災資機材備蓄センター（道路河川管理課管理部分）、

江下倉庫 下関市役所第二別館

菊川総合支所地域政策課 菊川総合支所庁舎２Ｆ、菊川総合支所防災倉庫、旧菊川

武道館

豊田総合支所地域政策課 豊田総合支所地域政策課執務室、豊田総合支所倉庫７

豊田総合支所防災倉庫１、豊田総合支所防災倉庫３、殿

敷第３団地一号棟
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なお、脇之浦町民館及び水産大学校は下関市所有の施設ではないが、「下関市地域防災

計画」における指定緊急避難場所・指定避難所となっていることから、応急物資が保管さ

れている。

豊浦総合支所地域政策課 豊浦総合支所庁舎１Ｆ、豊浦総合支所庁舎２Ｆ、豊浦総

合支所車庫、豊浦総合支所宇賀支所（兼宇賀児童館）、

豊浦総合支所小串支所（兼小串公民館）、豊浦総合支所

黒井支所（兼豊浦勤労青少年ホーム）、豊浦総合支所室

津支所（兼室津公民館）、豊浦総合支所豊洋台支所（兼

豊浦多世代交流センター）

豊北総合支所地域政策課 豊北総合支所庁舎１Ｆ、豊北総合支所庁舎２Ｆ、豊北総

合支所別棟倉庫、豊北総合支所神田支所

豊北総合支所建設農林水産課 田耕農林漁家婦人活動促進センター

消防局総務課 神田分団第一部消防機庫、旧伊崎出張所

教育委員会教育部生涯学習課 下関市教育センター１Ｆ階段下、彦島公民館、長府公民

館、王司公民館、清末公民館、小月公民館、王喜公民館、

吉田公民館、内日公民館、勝山公民館、川中公民館、川

中公民館分館、安岡公民館、吉見公民館、吉母公民館、

北部公民館、西部公民館、玄洋公民館、長府東公民館

教育委員会豊浦教育支所 川棚公民館

教育委員会豊北教育支所 神玉公民館、角島開発総合センター、阿川公民館、粟野

公民館、豊北生涯学習センター

桜山小学校 男性更衣室

本村小学校 体育館

角倉小学校 体育館

小月小学校 体育館倉庫

安岡小学校 体育館

上下水道局企画総務課 上下水道局３Ｆ倉庫、高尾第３倉庫（企画総務課管理部

分）、長府浄水場倉庫、市役所本庁舎西棟３Ｆ上下水道

局窓口

上下水道局給水課 高尾第３倉庫（給水課管理部分）

上下水道局北部事務所 北部事務所仮眠室、北部事務所外部倉庫

ボートレース企業局ボートレース

事業課

ボートレース下関（西スタンド３Ｆ）

下関市所有施設以外 脇之浦町民館、水産大学校
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（２）応急物資の内容

令和２年１２月１日時点で保管されている主な応急物資及びその数量は、次の表に記

載のとおりであることを確認した。記載している数量は、上記８５か所の保管場所全体の

合計である。

この他にも、災害用テントやトイレ用テントなどプライバシー保護のための物資や紙

おむつや生理用品などの衛生物資といった多様な応急物資が備蓄されている。（詳細は末

尾の資料１に記載）

（３）応急物資の在庫確認状況

前述した応急物資に関係する課所室等における応急物資への関与は、「調達から在庫管

理までを行う課所室等」、「保管場所を提供し、数量等の確認のみを行う課所室等」、「保管

場所を提供し、管理には関与しない課所室等」の３形態に区分される。それぞれの形態に

該当する課所室等は、次のとおりである。

ア 調達から在庫管理までを行う課所室等

区分 応急物資種別 数量

食料品等 飲料水と関露水（500ｍｌ） ３８,１５１本

アルファ米 ２,５８８食

パン ５８０食

サバイバルフーズ ７,２２４食

補助食品（ビスコ、カロリーメイト等） ９７０食

乳児用ミルク ２缶

食料品以外 毛布 ４,６０６枚

簡易トイレ便座 ８２基

排便処理袋 １４,０００袋

ダンボールベッド ６４２箱

間仕切り ３２１箱

体温計（非接触型） ６６個

手指用消毒剤 １２２本

不織布マスク５０枚入り １０箱

食器セット（１００人用） ４,７００人分

ブルーシート ９０１枚

給水袋 ６,６５７枚

土嚢袋 ４８,２１０枚
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防災危機管理課、幼児保育課、保健医療政策課、動物愛護管理センター、豊田中央病

院事務局、文化振興課、道路河川管理課、桜山小学校、本村小学校、角倉小学校、小月

小学校、安岡小学校、上下水道局企画総務課、上下水道局給水課、上下水道局北部事務

所

イ 保管場所を提供し、数量等の確認のみを行う課所室等

まちづくり政策課、川中支所、産業立地・就業支援課、菊川総合支所地域政策課、豊

田総合支所地域政策課、豊浦総合支所地域政策課、豊北総合支所地域政策課、豊北総合

支所建設農林水産課、消防局総務課、生涯学習課、豊浦教育支所、豊北教育支所

ウ 保管場所を提供し、管理には関与しない課所室等

管財課、人権・男女共同参画課、ボートレース事業課

応急物資の在庫確認方法に関する規定や様式は存在しないが、在庫管理を行う課所室

等において、おおよそ年に１、２回数量や賞味期限の確認を行っていることを確認した。

なお、イに掲げる課所室等が所管する施設等に保管された応急物資の在庫確認は、原則

として、防災危機管理課がそれぞれの施設の所管課に年２回数量等の確認を依頼する形

式で行っている。また、ウに掲げる課所室等が所管する施設等に保管された応急物資の数

量等の確認は、防災危機管理課の職員が行っている。（防災危機管理課が調達した応急物

資の数量が最も多く、同課は各課所室等の協力を得て６０の施設等に分散して物資を保

管している。）

（４）応急物資の処分

応急物資は、賞味期限や使用期限が切れた場合は廃棄等により処分されるが、処分のた

めに特段の費用は発生していない状況を確認した。また、賞味期限等が切れる前に、次の

ような方法で利用されている事例があることを確認した。

・自治会の防災訓練や出前講座で配布している。（防災危機管理課）

・フードバンクへ提供している。（防災危機管理課）

・賞味期限が近い物はおやつで食べる。（各幼稚園、こども園）

・防災訓練の一環として使用する。（豊田中央病院事務局）

・関露水で期限が近いものは、イベント等で配布する。（上下水道局企画総務課）

（５）応急物資に係る予算及び決算状況

応急物資の整備に係る令和２年度を含む過去５年度の予算及び決算の状況は、次の表

のとおりであることを確認した。これらの金額は、当該５年度のうちに予算が配分された

９課所室の予算額及び決算額を合計したものである。

なお、令和２年度の決算額の欄には、令和２年１２月１日時点の執行済額を記載してい

る。（詳細は末尾の資料２に記載）
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（単位：円）

令和２年度の予算額には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源

として、令和２年度７月に補正された予算額１,８００万円を含んでいる。

予算額のおおまかな内訳は、平成３０年度においては、物資の購入費用が約６６万円、

関露水の製作費用が約５１３万円、電気料金が約７万円である。令和元年度においては、

順に、約２０４万円、約５００万円、約７万円である。

令和２年度の予算額は、前述の補正された予算額を除いた場合、物資の購入費用が約

９１万円、関露水の製作費用が約４８１万円、電気料金が約７万円となっている。

（６）応急物資の保管環境

８５か所の保管場所のうち、機械警備を行っているのは２６か所、空調設備があるのは

２８か所、害虫駆除を行っているのは１０か所であった。

機械警備を行っている保管場所は、庁舎や公の施設の一部が保管場所である場合が主

で、空調設備についても同様である。機械警備を行っていない倉庫などにも施錠はされて

いる。害虫駆除を行っている保管場所は少数であるが、応急物資の比較的長期の保存が可

能である性質や、保管場所に不衛生と思われる場所は見当たらないことから、行っていな

いとしても支障はないと思われる。保管環境の現状に特段の問題は見当たらなかった。

（保管場所ごとの内訳は末尾の資料３に記載）

ただし、保管場所の中には、老朽化が著しい施設や公共施設マネジメントの観点から集

約化・複合化を求められている施設があり、今後は課題になると思われる。

（７）応急物資の整備に関する課題等

今回の書面調査において、所管する各課所室等に応急物資の整備に関して課題があれ

ば記載するように求め、次のような回答があった。

・予算が十分ではないため、必要な備蓄量が確保できない。

・避難所になり得る施設内において、応急物資を置くスペースが十分に確保できていな

い。

年度 予算額 決算額 不用額 支出内容

平成２８年度 7,327,081 6,577,400 749,681 応急物資購入、電気料金

平成２９年度 7,111,410 5,533,760 1,577,650 応急物資購入、電気料金

平成３０年度 5,863,541 5,191,739 671,802 応急物資購入、電気料金

令和 元年度 7,113,976 6,350,196 763,780 応急物資購入、電気料金

令和 ２年度 23,789,901 13,847,194 9,942,707 応急物資購入、電気料金

５年度合計 51,205,909 37,500,289 13,705,620



7

・備蓄食料以外の消費期限がある物品等（例：使い捨て汚物袋のし尿処理剤）について、

処分方法に困っている。

・備蓄用のアレルギー対応菓子の種類が少ない。

・軽食（菓子類）の備蓄はあるが、食事としての備蓄はなく、購入したいが価格が高く難

しい。

・予算措置がなく、必要な応急物資を消耗品費や給食費で購入している。

・園舎が狭いために保管場所がない。

・子どもの避難が優先される中で、重い飲料水の短時間での運搬ができるか不安である。

・食料保管庫に備蓄しているため、調理員が休暇の際の対応が課題。

・応急物資の管理が煩雑である。

・担当課との連携を密に行い、備品管理をすること。

・応急物資の箱が大きく、重量もある。保管場所は屋内運動場２階スペースの端で、学校

生活や施設開放等でも使用するため、日々の安全管理が必要である。

・水や食料品、日用品等の備蓄をしていないこと。

・毛布の備蓄のみなので、実際に避難所として利用する際には、飲料・食料等の持ち込み

が必要。

以上のように、所管する課所室等は、予算措置、内容、保管環境に課題を感じている状

況を確認した。

２ 応急物資の管理状況に係る実地調査

応急物資の備蓄及び管理に関して、実地調査を行った。実地調査の対象として、８５か所の

保管場所のうち、次の表の左欄の課が所管する右欄の１５か所を抽出した。調査の内容は、主

に現地における保管場所の状況及び応急物資の現品数の確認である。あわせて、担当職員から

聞き取りを行った。

課所室等名 保管場所

防災危機管理課 防災資機材備蓄センター、市役所本庁舎西棟５Ｆ倉庫

（以上２か所）

管財課 椋野町倉庫（１か所）

菊川総合支所地域政策課 菊川総合支所庁舎２Ｆ（防災対策室）、菊川総合支所防

災倉庫、旧菊川武道館（以上３か所）

豊浦総合支所地域政策課 豊浦総合支所庁舎１Ｆ（倉庫）、豊浦総合支所庁舎２Ｆ

（防災備蓄倉庫）、豊浦総合支所車庫、豊浦総合支所小

串支所、豊浦総合支所黒井支所（以上５か所）
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【結果】

（１）保管場所の状況及び応急物資の現品数

保管場所の状況及び応急物資の現品数に関しては、特段の問題はなく、適正に管理され

ていることを確認した。それぞれの保管場所の状況は、次のとおりである。

〇防災資機材備蓄センター（防災危機管理課管理部分）（彦島迫町６丁目）

・食料品は保管していない。品数確認。整頓されている。

・新総合体育館に集約・複合化見込みである。

・施設老朽化しており、照明なし。応急物資の保管配置図等はない。

・道路河川管理課が管理する別棟がある。

〇椋野町倉庫（椋野町２丁目２９番７号）

・福祉部数課と総合政策部情報政策課の倉庫も兼ねている。

・食料品は保管していない。品数確認。整頓されている。

豊北総合支所地域政策課 豊北総合支所庁舎１Ｆ（階段下スペース）、豊北総合支

所庁舎２Ｆ（放送室・機械室ほか）、豊北総合支所別棟

倉庫、豊北総合支所神田支所（以上４か所）
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〇市役所本庁舎西棟５Ｆ倉庫（南部町１番１号）

・アルファ米、サバイバルフーズ他の食料品も保管している。

・食料品以外も含め、品数確認。整頓されている。

〇菊川総合支所庁舎２Ｆ（防災対策室）（菊川町大字下岡枝１４８０番地１）

・体温計、手指用消毒剤ほかを保管している。品数確認。整頓されている。

〇菊川総合支所防災倉庫（菊川町大字下岡枝１４８０番地１）

・アルファ米、関露水、毛布、ブルーシートほか各応急物資を保管している。

・品数確認。整頓されている。
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〇旧菊川武道館（菊川町大字下岡枝１７９番地）

・毛布、ダンボールベッドほかを保管している。品数確認。整頓されている。

〇豊浦総合支所庁舎１Ｆ（倉庫）（豊浦町大字川棚６８９５番地１）

・間仕切り、使い捨て手袋ほかを保管している。品数確認。整頓されている。

〇豊浦総合支所庁舎２Ｆ（防災備蓄倉庫）（豊浦町大字川棚６８９５番地１）

・食料品、防災衛生水ほかを保管している。品数確認。整頓されている。
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〇豊浦総合支所車庫（豊浦町大字川棚６８９５番地１）

・毛布、ダンボールベッド、ブルーシートほかを保管している。

・品数確認。整頓されている。

〇豊浦総合支所小串支所（兼小串公民館）（豊浦町大字小串２２０７番地１）

・関露水、毛布を保管している。品数確認。整頓されている。

〇豊浦総合支所黒井支所（兼豊浦勤労青少年ホーム）（豊浦町大字黒井２３５１番地）

・関露水、毛布を保管している。品数確認。整頓されている。
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〇豊北総合支所庁舎１Ｆ（階段下スペース）（豊北町大字滝部３１４０番地１）

・ダンボールベッドを保管している。品数確認。整頓されている。

〇豊北総合支所庁舎２Ｆ（放送室・機械室ほか）（豊北町大字滝部３１４０番地１）

・複数の場所に分けて、食料品ほか各備蓄資機材を保管している。

・品数確認。整頓されている。
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〇豊北総合支所別棟倉庫（豊北町大字滝部１０７０番地１）

・日赤毛布、ブルーシート、土嚢袋を保管している。品数確認。整頓されている。

〇豊北総合支所神田支所（豊北町大字神田１３６７番地２）

・関露水を保管している。品数確認。整頓されている。

（２）担当職員からの聞き取り

担当職員からの聞き取りにより、保管場所や現品に関して、次のような状況を確認した。

・椋野町倉庫にて使用済の毛布を保管している。クリーニングの予算措置がないため、使

用後は、主に消防局で消防資機材養生用に利用されている。

・公共施設マネジメントの観点から、施設の統廃合（小中学校等）が進み、初動の応急物

資を保管している避難所が減少することを懸念している。また、新たに応急物資の保管

を請け負ってもらえる施設もなかなか見当たらないことが課題である。

・ハザードマップ等の更新で、避難想定区域が拡大することによって、初動の応急物資を

保管している避難所が減少することも不安視している。

（以上、防災危機管理課において聞き取り）

・旧菊川武道館は用途廃止した施設であり、老朽化も著しい。（菊川総合支所地域政策課

において聞き取り）
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・応急物資をまとめて保管するスペースがなく、複数の場所に分けて保管しなければなら

ない。（豊北総合支所地域政策課において聞き取り）

３ 地域防災計画との整合性

下関市地域防災計画において、応急物資の備蓄に関しては、「第２編災害予防計画、第４章

災害応急体制の整備」で触れられている。同計画と応急物資の現状との整合性を検証した。

【結果】

（１）防災資機材備蓄方針

前述の下関市地域防災計画の当該箇所には、「災害により日常の食事に支障を生じた者

等に対する食料の供給を迅速に行うため、炊き出しその他による食料供給体制を整備す

る。」、「災害により生活上必要な被服寝具、その他日常用品等を喪失又はき損し、直ちに

日常生活を営むことが困難な者に対し、生活必需物資を給与又は貸与する体制を整備す

る。」と記載されている。これまで、これらの計画に対する具体的な行動指針はなかった

が、本監査の期間中である、令和３年１月２０日に「防災資機材備蓄方針」が定められた。

防災資機材備蓄方針には、「常備備蓄資機材」と「長期計画備蓄資機材」の具体的な備

蓄の目標が掲げられている。両資機材の定義や備蓄の方向性は、おおよそ次のとおりであ

る。

ア 常備備蓄資機材

台風の接近、局地的な集中豪雨など、毎年のように遭遇する災害により、ライフライ

ンが遮断され、物流等が滞る可能性がある。加えて、ウイルスなどによる感染症により

物資が不足することも予想される。その際、避難者へ物資を提供できるように必要最低

限の備蓄を確保する。（１,４００人（令和２年度台風１０号時の避難者）×３日想定）

イ 長期計画備蓄資機材

菊川断層地震の初期対応の際に、防災資機材及び避難者用の食料、生活必需品等が必

要となるためその確保に努める。（４６,０００人（最大規模の避難者）×３日想定）

長期計画備蓄資機材については、市の一般財源、国からの助成金、民間企業の協力等

を踏まえ、可能であれば備蓄を進めていく。

（２）方針による目標と現状との比較

防災資機材備蓄方針には、応急物資の種類として、「食料等」、「生活必需品」、「防災資

機材」が掲げられている。備蓄目標の数量は、「食料等」、「生活必需品」に関して定めて

おり、現状（令和２年１２月１日時点）と比較した結果は次の表のとおりである。

ア 常備備蓄資機材備蓄目標との比較
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上記のとおり、飲料水・関露水 500ｍｌと毛布は、常備備蓄資機材備蓄目標を達成してい

るものの、それ以外の食料等及び生活必需品は、目標を下回っていた。特に食料等について

は、目標を大きく下回っているものが見受けられた。

イ 長期計画備蓄資機材備蓄目標との比較

備蓄目標 備蓄状況 達成率 備考

食料等 飲料水・関露水

500ｍｌ（本） 21,000 38,151 181.7％

本数は 500ｍｌ換算

（2Ｌ＝4 本）

アルファ米（食） 10,000 2,588 25.9％

パン（食） 2,600 580 22.3％

サ バイ バ ル フー ズ

（食） 12,600 7,224 57.3％

豊田中央病院非常食含

む。

補助食品（ビスコ、カ

ロ リー メ イ ト等 ）

（食） 4,200 970 23.1％

乳幼児用ミルク（液

体ミルク）（本） 120 2 1.7％

生活必需

品

毛布（枚） 4,200 4,606 109.7％ 日赤毛布含む。

簡易トイレ（基） 98 82 83.7％

排便処理袋（袋） 29,400 14,000 47.6％

備蓄目標 備蓄状況 達成率 備考

食料等 飲料水・関露水

500ｍｌ（本） 690,000 38,151 5.5％

本数は 500ｍｌ換算

（2Ｌ＝4 本）

アルファ米（食） 300,000 2,588 0.9％

パン（食） 114,000 580 0.5％

サ バ イ バ ル フ ー ズ

（食） 414,000 7,224 1.7％

豊田中央病院非常食

含む。

補助食品（ビスコ、カ

ロリーメイト等）

（食） 138,000 970 0.7％

乳幼児用ミルク（液体

ミルク）（本） 396 2 0.5％

生活必需

品

毛布（枚） 138,000 4,606 3.3％ 日赤毛布含む。

簡易トイレ（基） 462 82 17.7％

排便処理袋（袋） 966,000 14,000 1.4％



16

上記のとおり、菊川断層地震による最大被害を想定した長期計画備蓄資機材備蓄目標に

ついては、全ての応急物資において、目標を大きく下回っていた。

（３）担当職員からの聞き取り

防災資機材備蓄方針を所管する防災危機管理課の職員から応急物資の備蓄方針の現状

や課題に関する聞き取りを行い、次の内容を確認した。

・市の常備備蓄資機材備蓄量は発災４日目からの３日分を想定している。

・令和３年度当初予算の防災資機材備蓄事業として、アルファ米２千食分及び液体ミルク

１２０本分にあたる７２万円が予算措置された。

・食料品については、令和３年度から令和７年度までの５年計画で、目標である３日分の

常備備蓄へ到達させたいと考えている。

・食料品以外の常備備蓄資機材については、令和２年度の交付金事業によりおおむね充足

したと考えている。新型コロナウイルス感染症の状況によっては、追加の物資が必要と

なる可能性がある。

・長期計画備蓄資機材については市財源、国助成金、民間企業の協力等の中で可能な範囲

で備蓄を進める。

また、上下水道局の職員から、これまでと同様に、販売用と併せて備蓄用の関露水を製

作していく方針を確認した。

４ 応急物資の供給体制

応急物資を実際に供給する体制などを確認した。

【結果】

（１）供給を担当する課所室等

応急物資の運搬や配布は、下関市地域防災計画の第２編災害予防計画、第４章災害応急

体制の整備の第１５節（食料供給体制の整備）及び第１６節（生活必需物資供給体制の整

備）により、産業振興部の各課及び防災危機管理課が担当する。「災害時職員行動ハンド

ブック」によれば、産業振興部では産業振興課が主として担うことになっている。

（２）実例（令和２年台風１０号接近時）

令和２年９月に台風１０号の接近に伴って、避難所が開設され、応急物資が配布された。

関係課の職員からその際の対応等が次のとおりであったことを確認した。

・食料品の配布は行わず、毛布の配布を行った。

・産業振興部の職員には出動の要請はなく、防災危機管理課の職員が物資を運搬した。
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・対応に追われ、配布した数量を記録することができなかった。反省点と認識している。

５ 指摘事項及び意見

今回の監査において、応急物資の備蓄及び管理に関して明らかに不適当と思われる事項は

なかった。制度的な検討が必要と思われる事項は、次の「意見」のとおりである。

【意見】

（１）在庫の確認にあたって、確認した事実を記録していない事例が見受けられた。必要と思

われる事項（確認日、確認者、現品の数量等）を記録し、応急物資の適正な管理につなげ

られたい。

（２）防災資機材備蓄センターの応急物資は、整頓されているものの、配置図等が作成されて

いない。令和２年９月に台風１０号の接近に伴って避難所が開設された際には、対応に追

われて物資を配布した数量を記録できなかったことが反省点とされているように、実際

に災害が発生した場合には混乱が生じることが想定される。円滑に行動するために不備

や不足がないか検証されたい。

（３）保管場所の中には、老朽化した施設や公共施設マネジメントの観点から集約化・複合化

が計画されている施設がある。また、ハザードマップの更新等によって、避難想定区域が

拡大し、現在初動の応急物資を保管している避難所が利用できなくなることも想定され

る。応急物資の保管に支障が生じることがないよう、代替施設の確保に努められたい。

（４）防災資機材備蓄方針の目標と応急物資の備蓄状況との比較において、常備備蓄資機材の

飲料水以外の食料等が目標の数量を大きく下回っている。令和３年度は、アルファ米２千

食分と液体ミルク１２０本分の予算措置がなされているが、これらを整備したとしても、

物資の数量は目標にほど遠い状況である。常備備蓄資機材として方針に掲げた数量は、緊

急時に必要な数量として算定されていると思料する。災害の発生は予測ができないこと

を念頭に、早期に整備を達成するよう努められたい。
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第３ むすび

今回の行政監査の結果として、一部に制度的な検討が必要と思われる事項があったが、災

害時の応急物資の備蓄及び管理は、おおむね適正に行われていると認められた。

冒頭の監査の目的においても述べたが、下関市においても台風の接近あるいは豪雨に伴

って、避難所が開設され、さらに今般では避難所での新型コロナウイルス感染症へのリスク

対応も必須とされる中、災害への備えは市民の生命及び財産の保護、安心安全の確保に直結

する重要な事務である。

今回の行政監査を通して、各課所室等から様々な意見等が出されている。これらの意見等

も参考にし、下関市として災害へ万全な体制を整えるよう取り組まれたい。
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資 料
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【資料１】

食料品等 食料品以外

1 市役所本庁舎西棟５F倉庫

アルファ米1,450袋　ひだまりパン144個　
サバイバルフーズ900個　カロリーメイト
240個　ビスコ360個　乾パン192缶　パン
の缶詰72缶　キリン晴れと水240本　　

毛布35枚　日赤毛布1枚　体温計（個）（非接触型）6個　ダンボールベッド2箱　
間仕切り1箱　手指用消毒剤23本　防災衛生水23本　業務用扇風機5台　防護
服100着　フェイスシールド20個　使い捨て手袋100枚入り20箱　災害用テント1
張　洗えるマット1枚　簡易間仕切り＋ダンボール畳1組　ブルーシート1枚　発
動発電機1機　土嚢袋600枚

2
防災資機材備蓄センター
（防災危機管理課管理部分）

毛布696枚　トイレ便座52基　簡易トイレ【使い捨て汚物袋】4,700袋　トイレ手す
り8基　トイレ用テントS11基　トイレ用テントL3基　ブルーシート128枚　紙おむつ
大人用男女共用856枚　紙おむつ男の子用616枚　紙おむつ女の子用616枚　
紙おむつ子ども用男女共用348枚　生理用品4,480個　多人数用救急箱750箱　
食器セット（100人用）3,500人用分　発動発電機1機　土嚢袋2,170枚

3 椋野町倉庫

毛布781枚　日赤毛布40枚　トイレ便座13基　簡易トイレ【使い捨て汚物袋】
1,200袋　災害用テント4張　洗えるマット2枚　マンホールトイレ5基　簡易間仕切
り＋ダンボール畳27個　ブルーシート124枚　紙おむつ大人用男女共用476枚　
紙おむつ男の子用352枚　紙おむつ女の子用352枚　紙おむつ子ども用男女共
用696枚　生理用品2,240個　多人数用救急箱50箱

4 下関市民センター 関露水2L30本

日赤毛布103枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り
5箱　手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋
100枚入り3箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　簡易間仕切り＋ダンボール
畳5組　ブルーシート15枚

5 旧錦町福祉館1F児童室
毛布700枚　トイレ便座17基　簡易トイレ【使い捨て汚物袋】7,100袋　トイレ手す
り12基　トイレ用テントS8基　トイレ用テントL12基　多人数用救急箱200箱　食
器セット（100人用）200人用分

6 川中支所１F書庫 関露水500ｍｌ240本
体温計（個）（非接触型）2個　手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　使い捨て手
袋100枚入り2箱　不織布マスク50枚入り2箱　除菌水の素8個　ハンドソープ350
ｍｌ4本

7 吉見保育園保育室・職員室
ビスコ2個　乾パン5缶　飲料水1L2本　飲
料水500ｍｌ6本

救急セット2個　タオル8枚

8 西市こども園医務室
ルバン（13枚×8袋）6缶　ハーベスト（8包）
5缶　ミニクラッカー75ｇ5缶　ライスクッ
キー（8枚）11箱　飲料水2Ｌ7本

9 長府第三保育園休憩室・給食室
乾パン23缶　ビスケット10缶　乳児用ミル
ク1缶　飲料水2Ｌ4本　飲料水500ｍｌ72本

毛布5枚　使い捨て手袋100枚入り5箱　紙おむつ子ども用男女共用40枚　不織
布マスク50枚入り6箱　タオル30枚

10 彦島第一保育園保育室・食品庫 菓子類4クラス分　飲料水2Ｌ3本

11 豊田下こども園職員室・給食室食品保管庫
ビスコ10缶　乳児用ミルク1缶　飲料水500
ｍｌ24本

紙おむつ子ども用男女共用3枚　救急セット1個　タオル5枚

12 市役所本庁舎西棟３Ｆ倉庫 消毒薬500ｍｌ42本　投薬ビン492本

13 動物愛護管理センター愛護棟
猫用フード9kg　猫用缶詰56缶　ペットシート700枚　ペット用おむつ62枚　ペット
用マナーパット55枚　キャリーケース6個　ペット用マナー袋100枚

14 動物愛護管理センター管理棟 猫用ケージ2個

15 豊田中央病院 医薬品9品目　診療材料95品目　非常食324食

16 下関市勤労福祉会館２F倉庫 関露水2L30本 毛布20枚　業務用扇風機1台

17 下関市勤労福祉会館３F倉庫
体温計（個）（非接触型）2個　手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　使い捨て手
袋100枚入り3箱　不織布マスク50枚入り1箱　除菌水の素12個　

18 下関市勤労福祉会館４F倉庫
ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　簡易
間仕切り＋ダンボール畳4組

19 下関市民会館２Fインフォメーション室 毛布13枚

20
防災資機材備蓄センター
（道路河川管理課管理部分）

土嚢袋26,000枚

21 江下倉庫 土嚢袋2,000枚

22 下関市役所第二別館 土嚢袋400枚

23 菊川総合支所庁舎２F
体温計（個）（非接触型）4個　手指用消毒剤10本　防災衛生水10本　業務用扇
風機２台　使い捨て手袋100枚入り10箱

24 菊川総合支所防災倉庫 アルファ米88袋　関露水500ｍｌ480本
毛布42枚　日赤毛布10枚　ブルーシート115枚　発動発電機10機　土嚢袋2,870
枚

25 旧菊川武道館
毛布60枚　ダンボールベッド198箱　間仕切り99箱　災害用テント4張　洗える
マット20枚

26 豊田総合支所地域政策課執務室 体温計（個）（非接触型）1個　業務用扇風機1台

27 豊田総合支所倉庫７ カロリーメイト41個
毛布43枚　日赤毛布20枚　体温計（個）（非接触型）5個　手指用消毒剤10本　
防災衛生水10本　使い捨て手袋100枚入り10箱

28 豊田総合支所防災倉庫１ ブルーシート283枚　発動発電機2機　土嚢袋1,400枚

29 豊田総合支所防災倉庫３ 関露水500ｍｌ480本 日赤毛布380枚　業務用扇風機1台　災害用テント6張

30 殿敷第３団地一号棟 毛布60枚　ダンボールベッド30箱　間仕切り15箱　洗えるマット6枚

31 豊浦総合支所庁舎１F
間仕切り15箱　使い捨て手袋100枚入り10箱　災害用テント5張　洗えるマット5
枚

32 豊浦総合支所庁舎２F
アルファ米150袋　カロリーメイト180個　パ
ンの缶詰120缶　関露水500ｍｌ360本　

体温計（個）（非接触型）3個　手指用消毒剤12本　防災衛生水10本　業務用扇
風機4台

33 豊浦総合支所車庫
毛布54枚　ダンボールベッド30箱　ブルーシート62枚　発動発電機1機　土嚢袋
1,600枚

34 豊浦総合支所宇賀支所（兼宇賀児童館） 関露水500ｍｌ24本 毛布11枚　体温計（個）（非接触型）1個

35 豊浦総合支所小串支所（兼小串公民館） 関露水500ｍｌ24本 毛布10枚

36
豊浦総合支所黒井支所
（兼豊浦勤労青少年ホーム）

関露水500ｍｌ24本 毛布10枚

37 豊浦総合支所室津支所（兼室津公民館） 関露水500ｍｌ24本 毛布10枚

38
豊浦総合支所豊洋台支所
（兼豊浦多世代交流センター）

関露水500ｍｌ24本 毛布10枚

39 豊北総合支所庁舎１F ダンボールベッド30箱

40 豊北総合支所庁舎２F
カロリーメイト60個　ビスコ40缶　関露水
500ｍｌ144本　

毛布160枚　日赤毛布18枚　体温計（個）（非接触型）4個　ダンボールベッド16
箱　間仕切り23箱　手指用消毒剤10本　防災衛生水10本　業務用扇風機2台　
フェイスシールド20個　使い捨て手袋100枚入り10箱　災害用テント11張　洗え
るマット11枚　ブルーシート1枚

41 豊北総合支所別棟倉庫 日赤毛布60枚　ブルーシート29枚　土嚢袋3,050枚
42 豊北総合支所神田支所 関露水500ｍｌ48本
43 田耕農林漁家婦人活動促進センター 関露水500ｍｌ48本

応急物資備蓄状況
(令和２年１２月１日現在)

応急物資備蓄状況
保管場所
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応急物資備蓄状況
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応急物資備蓄状況
保管場所

44 神田分団第一部消防機庫 ブルーシート96枚

45 旧伊崎出張所 ダンボールベッド146箱　間仕切り73箱　災害用テント11張　洗えるマット67枚

46 下関市教育センター１Ｆ階段下 使い捨て手袋100枚入り18箱　災害用テント5張

47 彦島公民館 関露水500ｍｌ240本

日赤毛布95枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5
箱　手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100
枚入り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　簡易間仕切り＋ダンボール畳5
組

48 長府公民館 関露水500ｍｌ240本
日赤毛布93枚　体温計（個）（非接触型）1個　業務用扇風機1台　使い捨て手袋
100枚入り2箱　災害用テント1張　簡易間仕切り＋ダンボール畳5組　ブルー
シート10枚　土嚢袋1,830枚

49 王司公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布40枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　

50 清末公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布64枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント5張　洗えるマット5枚　

51 小月公民館 関露水500ｍｌ240本
日赤毛布20枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5
箱　手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100
枚入り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　土嚢袋1,640枚

52 王喜公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布20枚　日赤毛布20枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　
間仕切り5箱　手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨
て手袋100枚入り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　

53 吉田公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布34枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　ブルーシート3枚　土嚢袋1,850枚

54 内日公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布20枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　ブルーシート1枚

55 勝山公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布48枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　簡易間仕切り＋ダンボール畳5組

56 川中公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布35枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　

57 川中公民館分館
毛布49枚　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　業務用扇風機1台　災害用テ
ント1張　洗えるマット1枚　ブルーシート2枚　タオルケット4枚　土嚢袋2,600枚

58 安岡公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布33枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット4枚　簡易間仕切り＋ダンボール畳4組

59 吉見公民館 関露水500ｍｌ168本
毛布47枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　

60 吉母公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布48枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　ブルーシート2枚

61 北部公民館 関露水2L60本　関露水500ｍｌ240本

毛布35枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　簡易間仕切り＋ダンボール畳5組　
ブルーシート10枚

62 西部公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布70枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　

63 玄洋公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布38枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット1枚　ブルーシート5枚

64 長府東公民館 関露水500ｍｌ240本
毛布80枚　体温計（個）（非接触型）2個　ダンボールベッド10箱　間仕切り5箱　
手指用消毒剤3本　防災衛生水3本　業務用扇風機1台　使い捨て手袋100枚入
り2箱　災害用テント1張　洗えるマット4枚　ブルーシート10枚　土嚢袋200枚

65 川棚公民館 体温計（個）（非接触型）1個

66 神玉公民館 関露水500ｍｌ48本

67 角島開発総合センター 関露水500ｍｌ48本

68 阿川公民館 関露水500ｍｌ48本

69 粟野公民館 関露水500ｍｌ48本

70 豊北生涯学習センター 関露水500ｍｌ48本 体温計（個）（非接触型）1個

71 桜山小学校男性更衣室 毛布4枚

72 本村小学校体育館 毛布6枚

73 角倉小学校体育館 毛布5枚　ブルーシート4枚

74 小月小学校体育館倉庫 バスタオル3枚

75 安岡小学校体育館
毛布30枚　体温計（個）（非接触型）1個　洗えるマット5枚　不織布マスク50枚入
り1箱　除菌水の素1個　ハンドソープ350ｍｌ2本

76 上下水道局３Ｆ倉庫 関露水2L127本　関露水500ｍｌ248本

77 高尾第３倉庫（企画総務課管理部分） 関露水500ｍｌ456本

78 長府浄水場倉庫 関露水2L1,428本　関露水500ｍｌ24,015本

79 市役所本庁舎西棟３Ｆ上下水道局窓口 関露水500ｍｌ42本

80 高尾第３倉庫（給水課管理部分） 給水袋6,257枚

81 北部事務所仮眠室 関露水500ｍｌ120本
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82 北部事務所外部倉庫 給水袋400枚

83 ボートレース下関(西スタンド３Ｆ)
アルファ米800袋　サバイバルフーズ6,000
個　

毛布250枚　簡易トイレ【使い捨て汚物袋】1,000袋　トイレ用テントS40基　トイレ
用テントL40基　多人数用救急箱200箱　食器セット（100人用）1,000人用分

84 脇之浦町民館 アルファ米50袋　乾パン24缶 毛布20枚

85 水産大学校 アルファ米50袋 毛布50枚　多人数用救急箱1箱

全体計

アルファ米2,588袋　ひだまりパン144個　
サバイバルフーズ6,900個　カロリーメイト
521個　ビスコ362個　ビスコ50缶　乾パン
244缶　パンの缶詰192缶　関露水２
L1,675本　関露水500ｍｌ31,049本　キリン
晴れと水240本　ルバン（13枚×8袋）6缶　
ハーベスト（8包）5缶　ミニクラッカー75ｇ5
缶　ライスクッキー（8枚）11箱　ビスケット
10缶　乳児用ミルク2缶　菓子類4クラス分　
飲料水1Ｌ2本　飲料水2Ｌ14本　飲料水
500ｍｌ102本　非常食324食

毛布3,746枚　日赤毛布860枚　トイレ便座82基　簡易トイレ【使い捨て汚物袋】
14,000袋　体温計（個）（非接触型）66個　ダンボールベッド642箱　間仕切り321
箱　手指用消毒剤122本　防災衛生水120本　業務用扇風機35台　防護服100
着　フェイスシールド40個　使い捨て手袋100枚入り125箱　災害用テント71張　
洗えるマット146枚　マンホールトイレ5基　トイレ手すり20基　トイレ用テントS59
基　トイレ用テントL55基　簡易間仕切り＋ダンボール畳61組　ブルーシート901
枚　紙おむつ大人用男女共用1,332枚　紙おむつ男の子用968枚　紙おむつ女
の子用968枚　紙おむつ子ども用男女共用1,087枚　生理用品6,720個　多人数
用救急箱1,201箱　食器セット（100人用）4,700人用分　発動発電機15機　不織
布マスク50枚入り10箱　除菌水の素21個　ハンドソープ350ｍｌ6本　タオルケット
4枚　土嚢袋48,210枚　猫用フード9kg　猫用缶詰56缶　ペットシート700枚　ペッ
ト用おむつ62枚　ペット用マナーパット55枚　キャリーケース6個　ペット用マナー
袋100枚　猫用ケージ2個　消毒薬500ｍｌ42本　投薬ビン492本　給水袋6,657袋　
医薬品5品目　診療材料95品目　バスタオル3枚　救急セット3個　タオル43枚
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【資料２】

単位：円

平成２８年度 1,000,000 983,316 16,684

アルファ米・1,700個　カロリーメイト・1,320個
サバイバルフーズ・（60食分）×5箱
缶入りカンパン・144缶　ビスコ保存缶・20缶
紙おむつ（幼児用）男女共用Ｍサイズ・（58枚入）×12袋
紙おむつ（大人用）Ｍ～Ｌ・（18枚入）×15袋
災害用マンホールトイレ・5式

平成２９年度 1,000,000 381,240 618,760 パンの缶詰・192缶　毛布・100枚

平成３０年度 112,000 98,107 13,893
カロリーメイト・300個　ひだまりパン・144個
保存用ビスコ（コンパクトタイプ）・180個

令和元年度

令和２年度 18,000,000 11,561,275 6,438,725

間仕切付きダンボールベッド　642セット
非接触式温度計　40個　手指用消毒剤　120本
防災衛生水　120本　業務用扇風機　33台　
防護服　100着　フェイスシールド　20個
使い捨て手袋　120箱　洗えるマット　132枚
災害対策用テント　66張
※７月補正（新型コロナウイルス感染症関連）

小計① 20,112,000 13,023,938 7,088,062

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度 64,800 51,284 13,516 防災資機材備蓄センター電気料金

令和元年度 62,784 52,866 9,918 防災資機材備蓄センター電気料金

令和２年度 59,400 35,523 23,877 防災資機材備蓄センター電気料金（令和２年１２月時点）

小計② 186,984 139,673 47,311

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度 4,000 3,244 756 椋野町倉庫電気料金

令和２年度 4,000 2,256 1,744 椋野町倉庫電気料金（令和２年１１月時点）

小計 8,000 5,500 2,500

平成２８年度 24,000 11,071 12,929 旧錦町福祉館電気料金

平成２９年度 24,000 12,428 11,572 旧錦町福祉館電気料金

平成３０年度 6,000 4,053 1,947 旧錦町福祉館電気料金

令和元年度 6,315 6,315 0 旧錦町福祉館電気料金

令和２年度 6,000 5,411 589 旧錦町福祉館電気料金（令和２年１２月時点）

小計 66,315 39,278 27,037

平成２８年度 13,500 5,616 7,884 消毒薬500ml・20本

平成２９年度 13,500 5,832 7,668 消毒薬500ml・20本

平成３０年度 14,148 8,748 5,400 消毒薬500ml・30本

令和元年度 14,410 0 14,410

令和２年度 14,410 0 14,410

小計 69,968 20,196 49,772

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度 896,000 741,414 154,586
非常食・108食　入院患者用医薬品
外来救急処置用診療材料　備蓄品保管棚

令和２年度 441,000 363,352 77,648
非常食・108食　入院患者用医薬品
外来救急処置用診療材料　

小計 1,337,000 1,104,766 232,234

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度 600,000 577,248 22,752 土のう袋・43,800枚

令和２年度 400,000 264,000 136,000 土のう袋・20,000枚

小計 1,000,000 841,248 158,752

平成２８年度 61,089 16,588 44,501 土のう袋・200枚

平成２９年度 66,188 11,880 54,308 土のう袋・140枚

平成３０年度 117,352 49,453 67,899 土のう袋・800枚　業務用扇風機・1台

令和元年度 67,637 35,229 32,408 土のう袋・370枚　業務用扇風機・1台

令和２年度 55,253 0 55,253

小計 367,519 113,150 254,369

平成２８年度 5,812,692 5,145,009 667,683 関露水500ml・30,024本　関露水2L・10,008本

平成２９年度 5,591,922 4,706,580 885,342 関露水500ml・23,016本　関露水2L・12,000本

平成３０年度 5,133,441 4,564,294 569,147 関露水500ml・20,016本　関露水2L・12,000本

令和元年度 5,003,830 4,474,880 528,950 関露水500ml・20,160本　関露水2L・12,000本

令和２年度 4,809,838 1,615,377 3,194,461 関露水500ml・14,400本

小計 26,351,723 20,506,140 5,845,583

平成２８年度 415,800 415,800 0
給水袋・1,000枚　
※予算金額は現場作業用備消品費内で一括計上のため、便
宜上支出同額を計上。

平成２９年度 415,800 415,800 0 給水袋・1,000枚　※同上

平成３０年度 415,800 415,800 0 給水袋・1,000枚　※同上

令和元年度 459,000 459,000 0 給水袋・1,000枚　※同上

令和２年度

小計 1,706,400 1,706,400 0

平成２８年度 7,327,081 6,577,400 749,681

平成２９年度 7,111,410 5,533,760 1,577,650

平成３０年度 5,863,541 5,191,739 671,802

令和元年度 7,113,976 6,350,196 763,780

令和２年度 23,789,901 13,847,194 9,942,707

５年度合計 合計 51,205,909 37,500,289 13,705,620

応急物資に係る予算額・決算額について（直近５年度）

課所室名 年度 予算額 決算額 不用額 支出内容

総務部管財課

市民部人権・男女共同参画課

保健部保健医療政策課

保健部豊田中央病院事務局

建設部道路河川管理課

豊浦総合支所地域政策課

上下水道局 企画総務課

上下水道局 給水課

年度別合計

総務部防災危機管理課

24



【資料２】

単位：円応急物資に係る予算額・決算額について（直近５年度）

課所室名 年度 予算額 決算額 不用額 支出内容

平成２８年度 7,303,081 6,566,329 736,752

平成２９年度 7,087,410 5,521,332 1,566,078

平成３０年度 5,792,741 5,136,402 656,339

令和元年度 7,040,877 6,287,771 753,106

令和２年度 23,720,501 13,804,004 9,916,497

小計 50,944,610 37,315,838 13,628,772

平成２８年度 24,000 11,071 12,929

平成２９年度 24,000 12,428 11,572

平成３０年度 70,800 55,337 15,463

令和元年度 73,099 62,425 10,674

令和２年度 69,400 43,190 26,210

小計 261,299 184,451 76,848

平成２８年度 7,327,081 6,577,400 749,681

平成２９年度 7,111,410 5,533,760 1,577,650

平成３０年度 5,863,541 5,191,739 671,802

令和元年度 7,113,976 6,350,196 763,780

令和２年度 5,789,901 2,285,919 3,503,982

５年度合計 合計 33,205,909 25,939,014 7,266,895

平成２８年度 1,490,389 1,421,320 69,069

平成２９年度 1,495,488 814,752 680,736

平成３０年度 659,300 572,108 87,192

令和元年度 2,037,047 1,812,891 224,156

令和２年度 910,663 627,352 283,311

小計 6,592,887 5,248,423 1,344,464

応急物資調達経費（再掲）

施設維持経費（再掲）

年度別合計
（令和２年度交付金除く）

応急物資調達経費（再掲）
（関露水製作業務及び令和２年
度７月補正予算除く）
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【資料３】
応急物資の保管環境

施設名 所在地 面積 機械設備 空調設備 害虫駆除 備考

1
市役所本庁舎西棟
５Ｆ倉庫

下関市南部町１番１号 20.00㎡ 有り 無し 未実施

2
防災資機材備蓄センター
（防災危機管理課管理部分）

下関市彦島迫町６丁目 219.24㎡ 無し 無し 未実施

3 椋野町倉庫 下関市椋野町２丁目２９番７号 60.50㎡ 無し 無し 未実施

4 下関市民センター 下関市東神田町９番１号 6.50㎡ 有り 有り 未実施 空調は一部のみ

5 旧錦町福祉館1Ｆ児童室 下関市大字吉田１４６８－５ 42.45㎡ 無し 無し 未実施

6 川中支所１Ｆ書庫 下関市綾羅木本町３丁目１番２０号 20.00㎡ 無し 無し 未実施

7 吉見保育園保育室・職員室 下関市吉見本町１－１６－１ 350.58㎡ 有り 有り 実施 面積は総延床面積

8 西市こども園医務室 下関市豊田町大字矢田１８５ 1,139.67㎡ 有り 有り 実施 面積は総延床面積

9
長府第三保育園
休憩室・給食室

下関市長府松小田本町１番３８号 358.58㎡ 有り 有り 実施 面積は総延床面積

10
彦島第一保育園
保育室・食品庫

下関市彦島福浦町２丁目１７番１号 701.60㎡ 有り 有り 実施 面積は総延床面積

11
豊田下こども園
職員室・給食室食品保管庫

下関市豊田町手洗２７３－１ 814.45㎡ 有り 有り 実施 面積は総延床面積

12
市役所本庁舎西棟
３Ｆ倉庫

下関市南部町１番１号 1.00㎡ 有り 無し 未実施

13
動物愛護管理センター
愛護棟

下関市大字井田 有り 有り 未実施

14
動物愛護管理センター
管理棟

下関市大字井田 有り 有り 未実施

15 豊田中央病院 下関市豊田町大字矢田３６５番地１ 不明 無し 有り 未実施

16
下関市勤労福祉会館
２Ｆ倉庫

下関市幸町８番１６号 13.00㎡ 有り 有り 未実施

17
下関市勤労福祉会館
３Ｆ倉庫

下関市幸町８番１６号 13.00㎡ 有り 有り 未実施

18
下関市勤労福祉会館
４Ｆ倉庫

下関市幸町８番１６号 13.00㎡ 有り 有り 未実施

19
下関市民会館
２Ｆインフォメーション室

下関市竹崎町４丁目５番１号 2.00㎡ 無し 有り 実施

20
防災資機材備蓄センター
（道路河川管理課管理部分）

下関市彦島迫町６丁目 12.00㎡ 無し 無し 未実施

21 江下倉庫 下関市長府八幡町１－３６ 2.00㎡ 無し 無し 未実施

22 下関市役所第二別館 下関市南部町７番３号 1.00㎡ 有り 無し 未実施

23 菊川総合支所庁舎２Ｆ 下関市菊川町大字下岡枝１４８０－１ 16.00㎡ 有り 有り 未実施

24 菊川総合支所防災倉庫 下関市菊川町大字下岡枝１４８０－１ 33.00㎡ 無し 無し 未実施
防災倉庫全体［９９㎡］
のうち1/3程度を使用

25 旧菊川武道館 下関市菊川町大字下岡枝１７９番地 25.00㎡ 無し 無し 未実施
菊川武道館全体［518.55㎡］
の一部を使用

26 豊田総合支所地域政策課執務室 下関市豊田町大字殿敷１９１８－１ 96.19㎡ 無し 無し 未実施

27 豊田総合支所倉庫７ 下関市豊田町大字殿敷１９１８－１ 4.28㎡ 無し 無し 未実施

28 豊田総合支所防災倉庫１ 下関市豊田町大字殿敷１９１８－１ 24.06㎡ 無し 無し 未実施

29 豊田総合支所防災倉庫３ 下関市豊田町大字殿敷１９１８－１ 14.69㎡ 無し 無し 未実施

30 殿敷第３団地一号棟 下関市豊田町大字殿敷１８５６－３ 17.05㎡ 無し 無し 未実施

31 豊浦総合支所庁舎１Ｆ 下関市豊浦町大字川棚６８９５番地１ 無し 無し 未実施

32 豊浦総合支所庁舎２Ｆ 下関市豊浦町大字川棚６８９５番地１ 無し 無し 未実施

33 豊浦総合支所庁舎車庫 下関市豊浦町大字川棚６８９５番地１ 無し 無し 未実施

34
豊浦総合支所宇賀支所
（兼宇賀児童館）

下関市豊浦町大字宇賀７９２５番地１ 44.00㎡ 無し 無し 未実施

35
豊浦総合支所小串支所
（兼小串公民館）

下関市豊浦町大字小串２２０７番地１ 83.00㎡ 無し 無し 未実施

36
豊浦総合支所黒井支所
（兼豊浦勤労青少年ホーム）

下関市豊浦町大字黒井２３５１番地 34.00㎡ 無し 無し 未実施

37
豊浦総合支所室津支所
（兼室津公民館）

下関市豊浦町大字室津下６８１番地３ 48.00㎡ 無し 無し 未実施

38
豊浦総合支所豊洋台支所
（兼豊浦多世代交流センター）

下関市豊浦町豊洋台1丁目４４７番地２９０ 39.00㎡ 無し 無し 未実施

39 豊北総合支所庁舎１Ｆ 下関市豊北町大字滝部３１４０－１ 無し 有り 未実施

40 豊北総合支所庁舎２Ｆ 下関市豊北町大字滝部３１４０－１ 無し 有り 未実施

41 豊北総合支所別棟倉庫 下関市豊北町大字滝部１０７０－１ 16.70㎡ 無し 無し 未実施

42 豊北総合支所神田支所 下関市豊北町大字神田１３６７－２ 1.70㎡ 有り 有り 未実施

43
田耕農林漁家婦人活動
促進センター

下関市豊北町大字田耕４３３２ー２ 543.00㎡ 有り 有り 未実施

44 神田分団第一部消防機庫 下関市豊北町大字神田１１９９番１０ 63.00㎡ 無し 無し 未実施

45 旧伊崎出張所 下関市伊崎町１丁目１番８号 45.00㎡ 無し 無し 未実施

（１）　保管場所 （２）　保管場所の状況

13.20㎡

87.50㎡

143.95㎡
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【資料３】
応急物資の保管環境

施設名 所在地 面積 機械設備 空調設備 害虫駆除 備考

（１）　保管場所 （２）　保管場所の状況

46 下関市教育センター１Ｆ階段下 下関市幡生新町１番１号 2.00㎡ 有り 有り 実施

47 彦島公民館 下関市彦島江の浦町一丁目３番１号 20.00㎡ 無し 無し 実施

48 長府公民館 下関市長府土井の内町１番６号 2.00㎡ 無し 無し 未実施 保管場所検討中の物資あり

49 王司公民館 下関市王司神田一丁目９番１号 29.00㎡ 無し 無し 未実施

50 清末公民館 下関市清末陣屋５番２０号 5.80㎡ 無し 無し 未実施

51 小月公民館 下関市小月本町一丁目７番７号 6.50㎡ 無し 無し 未実施

52 王喜公民館 下関市王喜本町二丁目１５番１０号 12.00㎡ 無し 無し 未実施

53 吉田公民館 下関市大字吉田地方２４９９番地 8.50㎡ 無し 無し 未実施

54 内日公民館 下関市大字内日下１１４６番地５ 33.60㎡ 無し 無し 未実施

55 勝山公民館 下関市秋根南町二丁目４番３３号 9.64㎡ 無し 無し 実施

56 川中公民館 下関市伊倉町二丁目１番１号 8.00㎡ 無し 無し 未実施

57 川中公民館分館 下関市綾羅木本町３丁目１番２０号 42.00㎡ 無し 無し 未実施

58 安岡公民館 下関市安岡駅前二丁目７番１号 5.76㎡ 無し 無し 未実施

59 吉見公民館 下関市大字吉見下１５３３番地 19.70㎡ 無し 無し 未実施

60 吉母公民館 下関市大字吉母４０１番地２４ 28.00㎡ 無し 無し 未実施

61 北部公民館 下関市山の田東町４番１３号 62.50㎡ 無し 無し 未実施

62 西部公民館 下関市伊崎町一丁目４番３０号 16.54㎡ 無し 無し 未実施

63 玄洋公民館 下関市彦島西山町四丁目１番２８号 5.00㎡ 無し 無し 未実施

64 長府東公民館 下関市長府松小田本町４番１５号 25.00㎡ 無し 無し 未実施

65 川棚公民館 下関市豊浦町大字川棚６１６７番地２ 72.00㎡ 無し 無し 未実施

66 神玉公民館 下関市豊北町大字神田上２０７９番地 9.67㎡ 無し 有り 未実施

67 角島開発総合センター 下関市豊北町大字角島１４１３番地１ 21.84㎡ 有り 有り 未実施

68 阿川公民館 下関市豊北町大字阿川３７５２番地 60.00㎡ 無し 有り 未実施

69 粟野公民館 下関市豊北町大字粟野３３３３番地２ 20.80㎡ 有り 有り 未実施

70 豊北生涯学習センター 下関市豊北町大字神田１１９９番地１ 78.06㎡ 有り 有り 未実施

71 桜山小学校男性更衣室 下関市上新地町二丁目５－１０ 2.00㎡ 有り 有り 実施

72 本村小学校体育館 下関市彦島本村町三丁目１６－１ 1.00㎡ 無し 無し 未実施

73 角倉小学校体育館 下関市彦島角倉町三丁目５－５ 1.00㎡ 無し 無し 未実施

74 小月小学校体育館倉庫 下関市小月西の台６－１ 1.00㎡ 無し 無し 未実施

75 安岡小学校体育館 下関市安岡町三丁目５－５ 16.00㎡ 無し 無し 未実施

76 上下水道局３Ｆ倉庫 下関市春日町７番３２号 8.25㎡ 無し 有り 未実施

77
高尾第３倉庫
（企画総務課管理部分）

下関市春日町８番１号 1.44㎡ 無し 無し 未実施

78 長府浄水場倉庫 下関市長府豊浦町１番１号 43.56㎡ 有り 有り 未実施

79
市役所本庁舎西棟
３Ｆ上下水道局窓口

下関市南部町１番１号 1.00㎡ 有り 有り 未実施

80
高尾第３倉庫
（給水課管理部分）

下関市春日町８番１号 1.00㎡ 無し 無し 未実施

81 北部事務所仮眠室 下関市豊浦町大字川棚４１５３番地の３ 10.03㎡ 無し 無し 未実施

82 北部事務所外部倉庫 下関市豊浦町大字川棚４１５３番地の３ 20.01㎡ 無し 無し 未実施

83
ボートレース下関
(西スタンド３Ｆ)

下関市長府松小田東町１番１号 不明 有り 無し 未実施

84 脇之浦町民館 下関市安岡本町３丁目１４－１ 不明 無し 無し 未実施

85 水産大学校 下関市永田本町２丁目７－１ 不明 有り 無し 未実施
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