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第４ 監査の結果 

１．監査結果の総括 

本報告書の冒頭にも記載したとおり、大阪市は平成 25 年度に区ＣＭ制を導入する

とともに、区長が区の特性や地域の実情に即した予算を編成できるようにと予算編成

の改革を行い、自立した自治体型の区政運営に取り組んできている。このような状況

をふまえ、監査人は特定の事件として、「区役所に関する財務事務の執行について」

を選定した。 

区ＣＭ制の導入によって、区長は従来の区役所に分掌された事務のみならず、もと

もと局に分掌された事務の一部についても決定権が付与され、新たに区ＣＭ自由経費

の予算編成権限が付与され、残りの区ＣＭ義務的経費は、従前どおり局に権限が残さ

れた。しかしながら、この区ＣＭ自由経費予算は、実は区長が区の特性や地域の実情

に即した予算を自由に編成できる様な仕組みになっていない。 

区ＣＭ自由経費の実態は、局長が予算編成主管であった従来の局予算とほとんど変

わっていない。第２ 監査の対象２．（２）③ 区ＣＭ自由経費に記載のとおり、各局

が予算編成をし、それらを各区に配分する名目が、区ＣＭ自由経費へと変わったが、

その多くが区ＣＭに裁量のない経費だからである。 

監査人は当初、区ＣＭ自由経費を監査の主たる対象とすることを企図したが、区Ｃ

Ｍ自由経費の実態をふまえ、区に執行権限のある区長自由経費も全て監査の対象とし、

区長自由経費以外の執行に係る財務事務についても一部監査対象とした。 

なお、アンケートにより発見された指摘項目については、各区との間で事実確認は

行っているものの、監査人自らが実地調査で発見した事項ではないため、対象所属の

記載を行っていない。 

① 総務・企画調整業務

現金管理に関しては、現金出納簿を作成していない区が２区あった（結果番号１）。

現金出納簿の作成などは基本中の基本である。その他の二つの指摘も含め、いずれも

内部統制の整備の中で解決できる問題であり、大阪市として区役所業務の内部統制に

ついて、きちんと検討して整備運用すべきである。 



61 

（現金管理に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果１ ２区 
現金出納があるにもかかわらず、２区において現金出

納簿が作成されていない。 

75 

結果２ １区 
１区において金庫の内容物についての保管チェック

リストが作成されていない。 

76 

結果３ １区 
公衆電話の料金回収の体制について、１区では、複数

人によらず一人体制で料金回収を行っている。 

77 

物品管理に関しては、備品に管理番号を付したシールを貼付していなかった区が２

区あった。これらの指摘に関しても、内部統制の整備運用で解決できる。 

（物品管理に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果４ ２区 

２区で保有する備品について、備品管理Ｎｏ.シール

を貼付する等の方法により備品管理が行われていな

かった。 

79 

結果５ １区 
１区では、廃棄済の備品が備品台帳から削除されてお

らず、会計規則が適切に遵守されていなかった。 

79 

庁舎の維持管理において、建築物及び設備等の点検結果について、何らかの不具合

があり改善を要する項目が長期間放置されているものがあった。実は、これと同様の

指摘は、昨年度の大阪市の包括外部監査において、指定管理施設の監査において監査

人から行っている。もちろん指摘の対象となっている所属は今回とは異なってはいる

が、包括外部監査を有効に活用するという観点からも、他の所属に対する指摘であっ

ても、自らの業務に同様の状況にあるものがないか、再確認すべきである。 

委託業務の管理については、業務が適切に実施されたことが確認できない事例が

あった（結果番号６、結果番号７）。一般的に組織運営の観点からは、組織の中心か

ら物理的・時間的に遠い拠点ほど各種の管理が甘くなる傾向がある。区役所は本庁か

ら離れている拠点であり、その管理品質を一定以上に保つことは、皆が常々意識しな

ければなかなか実現できない。その中で、この委託業務の検査についての指摘は、委

託料の支払いの妥当性に直結するものであり、何よりも厳格におこなわなければなら

ないところ、報告の様式そのものが仕様書の要求を満たしていないものがあることは

問題である。 
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（庁舎の維持管理に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見１ 
西区 

西成区 

建築物及び設備等について、要改善事項の今後の対応

や修繕予定時期等を記載した一覧表を作成し、要修繕

事項は一覧表の計画に基づき速やかに是正される必

要がある。 

82 

結果６ 西区 

清掃業務委託管理について西区役所において委託業

者から報告を受けるための「大阪市西区役所日報」が

仕様書で詳細に定められた作業を確認できるような

様式になっていなかった。 

82 

結果７ 西区 

清掃作業の頻度についても大幅に不足しているにも

かかわらず、日報には総務課担当者の押印がなされて

おり、委託業務が適切に実施されているかどうかを確

認する作業に不備があった。 

82 

 

 

（文書管理に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果８ 西区 

西区役所において「平成 27年度広報紙企画編集業務

委託（公募型プロポーザル方式）にかかる事業者から

の企画提案書」が誤って廃棄されていた事実が判明。 

83 

 

 

② 市民協働・まちづくり業務 

地域活動協議会は、様々な市民活動団体が、自主的で開かれた組織運営と会計の透

明性を確保しながら、地域まちづくりを推進することを目的として、平成 24 年度に

制度がつくられた。 

制度開始当初は、地域の住民の自主的な活動を主とするという点を重視し、できる

限り地域住民に負担をかけないことに重きを置いていた。この方針は間違ってはいな

かったが、結果として現状の地域活動協議会は、会計の透明性が十分に確保されてい

るとは言いがたい状況となっている。 

制度が始まってから３年を超え、制度としてある程度の成熟を見ている一方で、事

業運営に関する仕組みが十分に整備されてきたとは言いがたい。現状をこれ以上長く

容認すると、あるべき姿に戻すことが容易ではなくなってしまうため、監査人は、地
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域活動協議会の会計の透明性確保に向けた大阪市の役割について、地域活動協議会の

全体の収支決算書の入手を要する（意見番号２）、財産の状況を示す資料の入手を要

する（意見番号３）、監事監査の実効性を担保する必要がある（意見番号４）等の指

摘を行っている。 

地域活動協議会における収支決算書の収入の記載については、現状は地域のお祭り

の模擬店の売上げなどについて、その根拠資料や明細の入手が徹底されていないこと

などから、市は収入の記載方法の指針を示すべきである（意見番号８）とした。また、

収入の記載漏れが認められる（結果番号９）ため、網羅的な収支報告を徹底させなけ

ればならない。 

収支決算書の支出については、平成 27 年１月の住民監査請求に対する監査委員の

意見として、「要綱で提出を求めている事業別収支予算書、決算書等については、（中

略）補助事業全体の収支を明らかにするものに変更する必要があるか否かを検討され

たい。」とされ、市民局区政支援室による「地活協補助金について」においても、全

区において、全体収支を明らかにする様式の使用を徹底することとされている。しか

しながら、６区において補助対象外経費の収支報告への記載を指導していなかった

（結果番号 10）。他にも、会計処理等について様々な指摘を行っているが、これらに

ついては個別の指摘事項を参照されたい。 

次に、地域活動協議会のガバナンスの問題として、利害関係人との取引がある。一

般に、どのような組織であっても、特別利害関係人との取引は第三者からの誤解を招

きやすい。確かに利害関係の有無はその範囲が曖昧である。したがって、取引の相手

先が利害関係人に該当しそうな場合には、地域に対する説明責任を果たすことができ

るよう、慎重な対応が求められる。この点について、区は適切な指導等を行う必要が

ある（意見番号 14、意見番号 15）。 

また、地域活動協議会の自立的な地域運営の仕組みづくりを支援するための組織と

して、中間支援組織に対して業務委託を行っている。しかしながらその指導について

は、地域の特性に応じた支援をするという趣旨から、支援の内容や水準がまちまちで

ある。これは、最低限満たすべき水準が設定されていないことが原因であることから、

中間支援組織による一定の支援水準の確保の施策を検討する必要がある（意見番号

22）。 
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（地域活動協議会に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見２ 
市民局及

び 24区 

地域活動協議会の会計の透明性確保のためには、各区

は地域活動協議会に対し、補助対象事業、自主事業及

び受託事業といった事業別の収支を適切に整理した

事業別の収支決算書を含む、地域活動協議会全体とし

ての収支決算書が適切に作成されていることを確認

するため、収支決算書の入手や現地で確認したことを

記録として残すといった対応を講じる必要がある。 

87 

意見３ 
市民局及

び 24区 

地域活動協議会が所有する財産の状況を示す資料（財

産目録など）が適切に作成されていることを確認する

ため、各区は関連資料の入手や現地で確認したことを

記録として残すといった対応を講じる必要がある。 

87 

意見４ 
市民局及

び 24区 

大阪市として、監事に対して監査手法の指導を行うこ

とにより、監事監査の実効性を担保する必要がある。 

87 

意見５ 
市民局及

び 24区 

各区は地域活動協議会に対し、監事監査が適切に実施

されていることを確認するため、監事監査報告書の入

手や現地で確認したことを記録として残すといった

対応を講じる必要がある。 

87 

意見６ 24区 

各区は地域活動協議会が認定要件を継続的に満たし

ていることを確認するための確認事項を明確にする

とともに、確認したことを記録として残す必要があ

る。 

88 

意見７ 
市民局及

び 24区 

「大阪市暴力団排除条例」の趣旨に則り、市民局とし

て確認方法についての指針を定め、各区に周知すると

ともに、各区において区の認定要綱又は補助金交付要

綱等の改訂を行い、反社会勢力の確認を徹底する必要

がある。 

89 

意見８ 市民局 

市民局として、地域活動協議会の会計の透明性を確保

するために、収支決算書の収入に関する記載方法につ

いて一定の指針を示す必要がある。 

89 
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結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果９ 

福島区 

中央区 

浪速区 

西淀川区 

東住吉区 

平野区 

西成区 

実地調査により、地域活動協議会の収支計算書を閲覧

したところ、７区の地域活動協議会が実施している事

業において、事業収入の記載漏れが認められた。 

90 

意見９ 
市民局及

び 24区 

市民局支援のもと、各区において利息収入の取扱いを

規定しておく必要がある。 

91 

意見 10 市民局 

市民局として、補助対象事業において十分な無報酬の

労力があることを説明できるようにするための地域

活動協議会からの報告に関する一定の指針を定め、各

区に周知する必要がある。 

92 

結果 10 ６区 
６区で補助対象外経費の収支実績報告への記載を指

導していない。 

93 

結果 11 中央区 

地域活動協議会の運営費において、委託料として計上

されている５万円以上の支出について、領収書により

内容を確認したところ、本来は備品購入費として処理

すべき費用であった。 

94 

結果 12 淀川区 

地域活動協議会の事業費において、消耗品費として計

上されている５万円以上の支出について、内容を確認

したところ、本来は備品購入費として処理すべき費用

であった。 

94 

結果 13 中央区 

補助対象経費について、領収書の添付がなく、銀行の

振込明細のみ添付されており、支払内容の妥当性を確

認することができなかった。 

94 

結果 14 東淀川区 

補助対象経費について、領収書に但書きの記載のない

ものが存在しており、支出内容の妥当性を確認するこ

とができなかった。 

95 

意見 11 16区 

各区は、地域活動協議会に対して備品台帳の整備を指

導するとともに、これが適切に作成されていることを

確認するため、備品台帳の入手や現地で確認したこと

を記録として残すといった対応を講じる必要がある。 

95 
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結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 12 

中央区 

西淀川区 

東淀川区 

旫区 

城東区 

住之江区

住吉区 

西成区 

各区は光熱水費等の利用実態をふまえ、合理的な基準

により、活動費補助金と運営費補助金に按分するよう

地域活動協議会を指導する必要がある。 

96 

意見 13 

中央区 

浪速区 

平野区 

各区は補助金交付要綱において、補助対象経費におけ

る食事代等の具体的上限の金額を定める必要がある。 

96 

結果 15 中央区 

地域活動協議会の事業において、食糧費として支出さ

れた金額について弁当を提供した人数及び単価の記

載がなく、補助金交付要綱に定められた範囲内の食糧

費であることを確認できなかった。 

97 

結果 16 東淀川区 

地域活動協議会の事業において、教室に駐在する講師

に対し、駐在時間に基づく講師料を支払っており、当

該講師料を補助対象経費としているが、区は駐在時間

の根拠資料の提出を要求していない。 

97 

結果 17 
中央区 

旫区 

地域活動協議会の事業において、複数名の講師等への

謝礼金であるにもかかわらず、１枚の領収書で処理さ

れており、当該領収書の受領サインは１名の個人のみ

となっている事例が発見された。 

97 

意見 14 １区 

特に法人格を有する地域活動協議会に対し、区は、地域

活動協議会の活動の高度化・専門化に応じたより適切な

助言等の支援を行うべきである。 

98 

意見 15 １区 

区は、利害関係者との取引が多額になされている場合

等、その妥当性に疑念が生じる場合においては、会計

の透明性の観点から地域活動協議会に報告を求め、区

として把握した上で、その発注金額のみならず発注そ

のものの妥当性について確認すべきである。 

99 
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結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 16 24区 

地域活動協議会の事務員が有償ボランティアである

か雇用であるかについては、各地域活動協議会が、そ

の実態に即して自身で判断すべき事項であるが、これ

には困難が伴うことから、各区は地域活動協議会に対

し、市民局から提供されている資料などを活用しなが

ら判断基準を明示するなど、各地域活動協議会が適切

に判断できるよう助言・指導する必要がある。 

100 

結果 18 住吉区 

有償ボランティアには労働保険料は不要であり、錯誤

による支出は運営費補助金の補助対象外経費である

ことから、運営費補助金の補助対象経費ではない。 

101 

意見 17 
市民局及

び 24区 

各区は地域活動協議会に対して源泉徴収についての

指導を行うとともに、市民局支援のもと、源泉徴収額

の納付を行っているかどうかについての確認方法を

検討する必要がある。 

102 

意見 18 住之江区 

地域活動協議会から団体に支出する委託料について、

地域住民が委託業務に携わる可能性が高いと考えら

れる場合においては地域活動協議会としての会計の

透明性をより高めるため、業務内容が適切に実施でき

ているかを確認できる資料を入手するよう地域活動

協議会に助言するとともに、区としても同資料の提出

を求め、業務委託契約の履行確認を適切に行っている

ことを確認する必要がある。 

102 

意見 19 24区 
各区は地域活動協議会に対して、市でボランティア保

険に加入している旨十分に周知する必要がある。 

103 

意見 20 中央区 

地域活動協議会に対する補助金は、予算年度内の補助

対象経費が対象であり、区は予算年度内の報酬を補助

対象経費とするように地域活動協議会を指導する必

要がある。 

103 

結果 19 中央区 

事業の中止については、「大阪市中央区地域活動協議

会補助金変更承認申請書」を提出し、事業内容につい

ての変更承認を申請すべき事項であり、区において

は、各地域活動協議会に対する指導を適切に行う必要

がある。 

103 
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結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果 20 此花区 

平成 27年４月の補助金交付決定の段階では、防災防

犯活動に関する事業を実施する計画となっており、補

助金交付決定段階では区長が指定した活動分野の全

てを満たしていることを確認していたが、当該事業に

ついては計画時点から補助金交付対象の事業として

いなかったため、実績報告において、当該事業の実績

報告書が添付されず、結果として指定活動分野の全て

について活動を実施していることについての確認が

不十分であった。 

104 

意見 21 此花区 

補助金交付対象外の事業であれ、区長が指定する活動

分野に関する実績報告書については、認定要件を満た

していることを確認できるよう、区は地域活動協議会

に対して記載すべき内容を指導する必要がある。 

104 

意見 22 24区 

中間支援組織との契約は各区において行われている

ことから、各区が受託事業者に対し、仕様内容が適切

に履行されているかを確認する必要がある。 

106 

意見 23 
市民局及

び 24区 

市民局及び 24 区が協力して、各区より様式の優れた

箇所を取り入れ、標準的な報告書の雛形を提示する必

要がある。 

106 

（区役所附設会館に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 24 西区 

事業計画に従い適正に実行されていることについて

確認したことを説明できるように、業務報告書を予実

比較形式にする等、検証結果を記録として残す必要が

ある。 

107 



69 

③ 窓口サービス業務

住民情報関係業務や保険年金関係業務が、いわゆる窓口サービス業務である。本業

務では、窓口において住民と金銭等のやりとりが生ずることもあり、とりわけ厳格な

対応が求められる。このことから、金銭を給付する業務については給付の根拠に関す

る指摘（意見番号 26）、金銭を収受する業務については回収漏れを回避するための指

摘（意見番号 27）などを行っている。 

（住民情報関係業務に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 25 市民局 

区役所住民情報業務等委託にかかる事業者選定会議

における配布資料を実地調査において確認したとこ

ろ、選定委員による応募事業者のプレゼンテーション

審査前の仮採点表について、会議当日、審査開始前に

急遽修正・差替えを行っていたにもかかわらず、その

経緯に関する文書が残されていなかった。採点表は、

事業者選定会議において、選定結果を左右する重要な

資料である。適正に保存管理するという観点からは、

修正前後の採点表が保存されるべきであるし、また、

その修正が行われた理由や修正作業について問題が

なかったことを事後的に検証可能な状態で保存する

ことが望ましい。 

111 

（保険年金関係業務に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 26 福祉局 

高額療養費給付申請の際に領収書が添付されていな

い場合の対応について、照会のルールも含めて検討す

ることが望ましい。 

117 

意見 27 福祉局 

本監査においては国民健康保険料の滞納整理事務に

おいて、法的措置の情報共有が適切になされていな

かったと見受けられる事例があったことから福祉局

に対する指摘としているが、国民健康保険料や市税、

他の徴収金に係る滞納整理事務を実施している部局

において、法的措置の状況を適時に把握できる方策を

協力して検討すべきである。 

118 
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結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果 21 西区 
国保システム上手動で行う必要のある時効中断の取

消しの作業が漏れていた。 

119 

意見 28 １区 

国保システムより出力される「差押予告による時効中

断確認リスト」の活用や、管理用の帳票を別途作成す

るなどして、適切に管理すべきである。 

120 

意見 29 中央区 

現金出納簿について、上長による確認印の押印につい

ては、形式的なチェックとせず、担当者のエラーが

あった場合には、エラーを発見しエラーが適切に是正

されるよう運用すべきである。 

122 

④ 保健福祉（保健福祉センター）業務

保健福祉センターでは、保健福祉に係る様々な業務についてのサービスを提供して

いる。 

高齢者・障がい者支援業務として、大阪市は地域福祉コーディネーターを各地域の

拠点に配置する事業を実施している。当該事業は各区独自の委託事業として実施され

ており、各区で仕様が定められている。この委託事業については、従事時間の報告・

集計を行っていないため、仕様書に定められた従事時間の確認を行っていない（結果

番号 22）ものがあった。他の区においても、２区において従事時間の報告を受けて

いないとのことである。さらに、１区においては、そもそも仕様書において従事時間

を規定してないとのことであり改善を要する（意見番号 31）。 

（高齢者・障がい者支援業務に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 30 西成区 

高齢者・障がい者の買い物支援事業では、事業者選定

の妥当性を確保する観点から、事実確認できる基準は

客観的な証拠を確認するべきである。 

124 

結果 22 中央区 

地域福祉コーディネーターの従事時間の報告状況及

び集計について従事時間の報告・集計を行っていない

ため、区が従事時間の確認を行っていない地域があっ

た。 

125 
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結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 31 ３区 

地域福祉コーディネーターの従事時間は重要であり、

予算見積もりにおいて地域福祉コーディネーターの

従事時間を基に積算している場合は、仕様書において

従事時間を規定し、その結果を確認する必要がある。 

126 

意見 32 福祉局 

関係各所より情報収集を行い、定期的に重度障がい者

日常生活用具の支給限度額の見直しの検討を行う必

要がある。 

128 

（介護保険関係業務に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果 23 中央区 

介護保険料の収納業務の委託先からの訪問結果報告

票を閲覧したところ、訪問時間や担当者名が記載され

ていないものが年間 17件確認された。 

131 

意見 33 ３区 

業務終了後に金庫室及び据置金庫で保管する現金を

削減するため、区役所の窓口において介護保険料の現

金徴収を行う場合は、金融機関の窓口が営業している

時間内に、一時締めを実施し納付を行うようにすべき

である。 

132 

子育て支援業務のうちこども医療証の発行業務について、大阪市こども医療費助成

規則に定められているこども自身の保険証原本の確認を行っていなかった（結果番号

24）。この点について、８区では事後に必ずこどもの保険証のコピーを入手し確認し

ていたが、16 区では、必ずしもこのような対応が取られていないとのことである。

もちろん、住民に対して過度の負担を強いることは望ましくないことに鑑みると、出

生時のみの特例として当初の確認書類を保護者の保険証原本とした上で、事後にこど

もの保険証コピーを入手すべきである（意見番号 34）。 

また、社会的養護が必要とされる児童を入所させる児童福祉施設や、出産費用を工

面できないと認められる妊婦を入所させる助産福祉施設では、利用者等からの徴収金

が発生する。これらの徴収金については、その性質上回収に困難を伴うことがあり、

未収管理が大変重要である。この観点から未収管理については、未収債権管理簿の対

応記録欄等が利用されていない（結果番号 25）、未収債権対応記録の一部が抜け落ち

ている（結果番号 26）、未収債権管理簿そのものが作成されていない（結果番号 27）
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等の指摘を行った。また、個人別の管理簿のみならず、一覧表等を利用して管理を効

率化すべきである（意見番号 35）。 

さらに大阪市では、児童福祉の増進のため、母子家庭、父子家庭及び寡婦に対し、

経済的自立の助成のために貸付を行っているが、返済滞納者への対応について、償還

通知送付後の対応に問題があるケースがあった（結果番号 30）。保健福祉業務におい

ても各区の業務水準は同じであるべきであるが、現状では区によってレベルに差が認

められる。業務の標準化について検討すべきである。 

（子育て支援業務に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果 24 
西成区 

平野区 

こども医療証の発行業務について、こども自身の保険

証原本の確認が必須であるにもかからず、必要な手続

きが適切に実施されていない。 

134 

意見 34 16区 

こども医療証の発行業務について、区民サービスの観

点からは、出生時のみの運用として、こどもを扶養す

る予定の保護者を確認の上、こどもが加入する予定の

保護者の保険証原本によって資格確認をし、発行後の

事後確認としてこどもの保険証コピーを入手するべ

きである。 

134 

結果 25 中央区 

児童福祉施設徴収金の未収債権の管理状況について、

個人別の未収債権管理簿の裏面にある対応記録及び

決裁欄が利用されていなかった。 

136 

意見 35 中央区 

児童福祉施設徴収金の未収債権の管理状況について、

個人別の管理簿に加えて一覧表等を併用して管理を

効率化すべきである。 

137 

結果 26 １区 

児童福祉施設徴収金の未収債権の管理状況について、

１区においては、未収債権の対応状況の記録について

一定期間の記録が抜けていた。 

137 

結果 27 中央区 

助産福祉施設費用徴収金の未収債権の管理状況につ

いて、未収債権管理簿が作成されておらず、個人別に

分納誓約書や付箋でメモ書きされた対応状況の記載

があるのみであった。 

138 

結果 28 １区 

助産福祉施設費用徴収金の未収債権の管理について、

１区において、未収債権ごとに対応状況の記録は保管

されているが、未収債権管理簿は作成されていない。 

138 
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結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

結果 29 １区 

助産福祉施設費用徴収金の未収債権の管理について、

１区においては、対応状況の記録について一定期間の

記録が抜けている。 

139 

結果 30 中央区 

母子父子寡婦福祉貸付金の償還通知送付後の対応に

ついて、郵便局から不在による保管期間満了で返戻さ

れているものの中に、郵便局の保管期間満了によって

返戻されたことを記録簿に記載し、その後の対応がと

られていないケースや、償還通知を送付したのみでそ

の後の対応が全くとられていないケースがあった。 

142 

結果 31 ４区 

母子父子寡婦福祉貸付金の償還通知送付後の対応に

ついて、４区で所在不明の理由以外で対応されていな

いケースがある。 

143 

（民生・児童委員関連業務に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 36 ３区 

区として、各地区委員長に対し、民生委員及び児童委

員に関する全ての活動記録の収集に努めるよう指導

し、区役所業務を適切に果たしていることを説明でき

るよう未提出の理由を確認し記録を残すべきである。 

146 

意見 37 
平野区 

他１区 

区役所としての業務を適切に果たすために、正確な活

動状況の集計をより確実に実施できる方法を採用し、

徹底する必要がある。 

147 
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（生活保護関係業務に関する指摘事項一覧） 

結果又は 

意見番号 

対象 

所属 
指摘項目 頁 

意見 38 福祉局 

生活保護申請後に提出を求める書類について、一覧表

をチェックリストとして決裁書類に添付することを

ルール化することで、決裁の正確性を高めるととも

に、決裁者の確認作業を効率化するべきである。 

148 

結果 32 西区 

生活保護資金前渡現金出納簿の記載状況について、月

中の現金残高があるにもかかわらず残高がゼロと記

載されたり、現金から預金への戻入時の現金払出の記

載漏れがあった。 

149 

結果 33 西区 

資金前渡金精算内訳表及び支給一覧表の作成状況に

ついて、資金前渡金精算内訳表の前渡額が支出命令額

と整合していなかった。 

149 

結果 34 西成区 

西成区では、清掃業務委託に係る作業実施報告書の区

役所確認欄に作業実施確認の証跡は記されていな

かった。 

149 
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２．総務・企画調整業務 

（１）現金管理 

① 現金出納事務における現金出納簿の作成

現金出納簿は、収入、支出、残高について記録を行い、また証憑との確認を行った

結果として責任者が承認したことを、一覧性をもって記録しておくために作成される

ものであり、大阪市会計規則において、歳入を領収した場合には、現金出納簿に記載

することが規定されている。 

2  出納員等が歳入を領収したときは、領収証書を納人に交付し、領収金額、歳

入の内容及び領収年月日を現金出納簿にその都度記載するものとする。ただ

し、金銭登録機を用いて歳入を領収したときその他会計管理者が適当と認める

ときは、当該領収年月日における領収金額の合計額を現金出納簿に記載するも

のとする。 

（抜粋：大阪市会計規則第 26条第２項） 

また、公金安全保管マニュアルにおいても、現金出納事務では現金出納簿を備え、

日々の収支を確実に記録するよう留意事項として挙げられている。 

これに関連して、現金出納がある場合の現金出納簿の作成の有無について、全区に

アンケートを実施した結果、以下のとおり回答を得た。 

（参考）アンケート結果 

Ｑ１－１．現金出納がある場合に、現金出納簿が作成されていますか。 

①作成されている 22 区 

②作成されていない  ２区

※各区の現金収納がある担当課全てにアンケートを実施しているため、担当課の

うち１つでも②の回答があった区については、②に該当する区の数として記載

している。 

アンケートの結果にあるように、現金出納があるにもかかわらず、２区において現

金出納簿が作成されていない（結果番号１）。大阪市会計規則及び公金安全保管マニュ

アルにしたがって、適切に現金出納簿を作成する必要がある。 
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② 保管チェックリストの作成

大阪市会計室の公金安全保管マニュアルにおいては、金庫等での現金及び通帳の保

管について、万一の盗難に備えるため、保管チェックリストを作成し保管内容や保管

金額を把握することが留意事項とされている。現金及び通帳以外のものを金庫に保管

する場合にも同様の管理が必要である。 

これに関連して、保管チェックリストを作成し日次のチェックを実施しているかに

ついて、全区にアンケートを実施した結果、以下のとおり回答を得た。 

（参考）アンケート結果 

Ｑ２－５．金庫の内容物について、保管チェックリストによる日次のチェックを

行っていますか。 

①行っている 23区 

②行っていない  １区 

※各区の金庫の利用がある担当課全てにアンケートを実施しているため、担当課の

うち１つでも②の回答があった区については、②に該当する区の数として記載し

ている。 

アンケートの結果にあるように、１区において金庫の内容物についての保管チェッ

クリストが作成されていない（結果番号２）。公金安全保管マニュアルに従い、保管

チェックリストを適切に作成すべきである。 

③ 公衆電話の料金回収

公金安全保管マニュアルにおいて、現金残高の確認や他担当から金庫等への引継ぎ

は複数人で行うことが規定されている。 

終業時の現金出納簿と現金残高の確認は複数人で行ったうえで管理責任者が確認

し、現金出納簿に管理責任者が押印するなど、その証跡を残してください。 

（抜粋：公金安全保管マニュアル １．現金出納事務（３）帳簿管理 ポイント） 

集中管理をするために他課（担当）が管理している手提げ金庫や現金・通帳等を金

庫等に引き継ぐ場合は、複数人で対応し、引継時間等を記録してください。 

（抜粋：公金安全保管マニュアル ２．業務終了後や休日の現金保管業務 留意事項） 
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区役所には公衆電話が設置されており、職員によって適切な頻度で料金の回収が行

われている。 

  公衆電話の料金回収の体制について各区に以下のアンケートを実施して確認した

ところ、24区中１区では、複数人によらず一人体制で料金回収を行っている（結果

番号３）との回答があった。 

 

Ｑ１－８． 区役所内において公衆電話の設置があり料金回収を行う場合に、回収

に関するルールがあれば教えてください。（何名体制で回収を行うかや、回収を行

う頻度等） 

 

公衆電話の料金回収が一人体制で行われると、複数人による場合と比較して着服や

盗難等の被害に遭うリスクが高く、公金管理の観点から望ましくない。 

  そのため、公衆電話の料金回収は複数人で行われるべきである。 
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（２）物品管理 

① 備品管理Ｎｏ．シールの未貼付 

大阪市会計規則において、物品管理については以下のように記載されている。 

（抜粋：大阪市会計規則第 82条第１項） 

 

  したがって、物品のうち、その品質又は形を変えることなく長期間にわたって使用

できるものは備品として分類することとなる。 

各区役所では、備品に分類された物品について備品台帳に記載し、出納について記

録しなければならない。備品台帳の記載状況及び保管物品の状況は定期的に検査され、

検査の結果に基づいて物品現在高調査表を作成し、各課において保管している。 

 

第 113条  会計管理者、区会計管理者及び出納員等は、別表第２の定めるところに

より帳簿を備え、それぞれの所管に係る現金、財産及び占有動産の出納を記録し

なければならない。 

（抜粋：大阪市会計規則第 113条第１項） 

 

第 102条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の備える帳簿の記

載状況並びに保管物品の状況を検査することができる。この場合において、会計

管理者は、必要があると認めるときは、区会計管理者をして当該検査を行わせる

ことができる。 

2 区会計管理者は、必要があると認めるときは、当該区の区出納員及び区分任出

納員の備える帳簿の記載状況並びに保管物品の状況を検査することができる。 

（抜粋：大阪市会計規則第 102条第１項及び第２項） 

 

また、保有する備品については、備品ごとにナンバリングし、シールを貼付する等

の方法により備品管理が行われていなければならない。 

 

 

 

第 82条  物品は、次に掲げる区分により分類して整理しなければならない。 

(1) 備品 その品質又は形を変えることなく長期間にわたつて使用できるもの及

び動物（消耗品に属するものを除く。） 

(2) 消耗品 １回又は短期間の使用によつて、その品質若しくは形を変え又はそ

の全部若しくは一部を消耗するもの 

(3) 材料 工事又は作業の用に供せられ、建造物、製作品、加工品等の実体とな

るもの 
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第 100条 備品には、財務会計システムにより印字装置を用いて出力した用紙を貼

付し、又は焼印、ペイントその他の方法により品名、整理番号等を表示しなけれ

ばならない。ただし、表示をすることができないもの又は表示をすることが困難

なものについては、これを省略することができる。 

（抜粋：大阪市会計規則第 100条） 

 

備品管理Ｎｏ.シールの貼付状況について各区にアンケートを実施して確認したと

ころ、24 区中２区で保有する備品について、備品管理Ｎｏ.シールを貼付する等の方

法により備品管理が行われていなかった（結果番号４）。 

 

 （参考）アンケート結果 

Ｑ１－２.  備品の管理について、備品管理シールは貼られていますか。 

 

①貼られている         22区 

②貼られていないものがある   ２区 

 

備品管理Ｎｏ.シールを省略できるとされているのは、貼付が困難な一部の物に限

られているため、原則として備品管理Ｎｏ.シールの貼付等が必要であり、会計規則

が適切に遵守されていない。 

  会計規則に従い、備品管理Ｎｏ.シールによる備品管理を行う必要がある。 

 

 

② 廃棄済備品の備品台帳からの未削除 

大阪市会計規則において、備品の廃棄に関する物品管理については以下のように記

載されている。 

 

3  局長等は、不用の決定をした物品について、売払い又は廃棄をするときは、そ

の内容を財務会計システムに記録する方法により出納員等に通知するものとす

る。 

（抜粋：大阪市会計規則第 96条第３項） 

 

財務会計システムに記録する方法とは、備品台帳への削除登録も包含されるため、

保有する備品を廃棄した場合には、廃棄の事実に基づいて速やかに備品台帳から削除

されなければならない。 

  しかしながら、廃棄済の備品が備品台帳から削除されているかどうかについて、各

区にアンケートを実施して確認したところ、24 区中１区では、廃棄済の備品が備品

台帳から削除されておらず、会計規則が適切に遵守されていなかった（結果番号５）。  
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（参考）アンケート結果 

Ｑ１－３.  使用されなくなった備品は廃棄し、台帳から削除されていますか。 

 

①されている         23 区 

②されていないものがある   １区 

 

備品を廃棄した際には、会計規則に従い速やかに備品台帳から削除する必要がある。

なお、アンケート回答時は「該当備品の存否を確認中」であったが、平成 28年 12月

28日に備品台帳から削除済みである。  
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（３）庁舎の維持管理 

① 建築物及び設備等の修繕（西区、西成区） 

地方公共団体の建築物及び設備等について、その管理者には以下の法律により定期

的な点検が求められている。 

 

【建築物及び設備等の法定点検一覧】 

対象 法律と条文 範囲 点検頻度 

建築物 建築基準法

第 12条第２

項 

・特殊建築物でその用途に供する部分の

床面積の合計が 100 ㎡を超えるもの 

・事務所等で階数が５以上かつ延面積が

1,000㎡を超えるもの  

点検周期は３

年以内ごと 

設備 建築基準法

第 12条第４

項 

・特殊建築物でその用途に供する部分の

床面積の合計が 100 ㎡を超えるもの 

・事務所等で階数が５以上かつ延面積が

1,000㎡を超えるもの 

点検周期は１

年以内ごと 

消 防 用

設備 

消防法第 17

条の３の３ 

・延べ面積 1,000 ㎡以上の特定防火対象

物 

・延べ面積 1,000 ㎡以上の非特定防火対

象物で消防長又は消防署長が指定した

もの  

点検周期は、

６ヵ月ごと機

器点検と１年

ごとの総合点

検 

昇降機 建築基準法

第 12条第４

項 

建物の用途・規模にかかわらず全て対象 点検周期は１

年以内ごと 

 

西成区役所及び西区役所において、建築物及び設備等の改善状況について実地調査

により確認したところ、点検の委託業者より改善が必要であると指摘されている事項

が長期間放置されていた。 

西成区においては、点検を委託した業者により平成 27 年８月 29日に点検・整備・

作業報告書が発行され、電動シャッター、防潮パネル及び防煙垂壁について不具合が

あるため交換が必要である等の指摘がされているが、平成 28年２月 20日に発行され

た報告書においても、前回８月に指摘のあった事項が指摘未改修事項として残ってお

り、是正されていない。なお、平成 27年８月 29日の点検・整備・作業報告書におけ

る指摘についても前回からの指摘未改修事項である旨が記載されていることから、平

成 27年度以前から長期間放置されてきたものであると推定される。 

  また、西区についても同様に、平成 27年８月 18日の自動ドア保守点検報告書にお

いて、自動ドア 11 台のうち２台はサポートセンサーに不具合があり、７台は経年劣
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化により天井センサーや内外センサーの感度が低下している旨が報告されているが、

平成 27 年 11 月 16 日及び平成 28 年２月 23 日の報告書においても同内容が報告され

ており、是正されていない。 

建築物及び設備等の点検は、点検によって発見された要改善事項について適切な対

応を取ることが目的であり、発見された要改善事項が放置されたままであれば、区役

所内の安全に重大な問題が生じる恐れがある。 

  そのため、建築物及び設備等について、要改善事項の今後の対応や修繕予定時期等

を記載した一覧表を作成し、要修繕事項は一覧表の計画に基づき速やかに是正される

必要がある（意見番号１）。 

 

 

② 区役所庁舎の清掃業務委託管理（西区） 

区役所の清掃業務は、清掃場所や清掃作業の内容、清掃の頻度等が仕様書において

詳細に定められている。また、このような仕様書の定めに基づいた清掃が適切に行わ

れたことを、委託業者から報告を受けるための書類として日報が用いられ、日次で報

告を受領している。 

  しかしながら、区役所庁内の清掃業務委託管理について西区役所において実地調査

により確認したところ、委託業者から報告を受けるための「大阪市西区役所日報」が

前述のような仕様書で詳細に定められた作業を確認できるような様式になっていな

かった（結果番号６）。このため、実際に提供されている業務が仕様書どおりに適切

に実施されていることについて資料により確認することができなかった。なお、定期

的に清掃場所に赴き、目視による点検は実施されているとのことであった。 

また、清掃作業の頻度についても大幅に不足しているにもかかわらず、日報には総

務課担当者の押印がなされており、委託業務が適切に実施されているかどうかを確認

する作業に不備があった（結果番号７）。 

  大阪市契約規則では、委託業務が仕様書どおりに実施されていることを確認するこ

とについて定めているが（大阪市契約規則第 46条第１項）、遵守されておらず問題が

ある。また、当業務委託長期契約は公募型プロポーザルであり、入札価格及び業務の

提案内容について他社との公平性を担保するためにも、契約どおりに業務が履行され

たかどうかを確認しなければならない。提案書の積算内訳においてそのための経費も

計上されていることから、委託料の支払いについての妥当性にも問題がある。 

  区役所の清掃業務委託の管理においては、日報の様式を仕様書で定められている作

業を確認できるように改善し、報告された日報の内容については委託業務が仕様書ど

おりに実施されていることを確認する必要がある。 

 

 



83 

 

（４）文書管理 

① プロポーザル企画提案書の誤廃棄（西区） 

プロポーザル方式において提出された企画提案書は、業者選定の採否に係る重要書

類であり、公文書として適正に管理されるべきものである。 

  しかしながら、西区役所の実地調査において「平成 27 年度広報紙企画編集業務委

託（公募型プロポーザル方式）にかかる事業者からの企画提案書」の提出を依頼した

ところ、企画提案書が誤って廃棄されていた事実が判明（結果番号８）している。参

加事業者より企画提案書の正本及び９部の副本の提出があり、事業者決定後に正本の

み保管すべきところ、契約締結後に誤って副本とともに廃棄した可能性が高いとのこ

とであった。 

当該事実は大阪市西区ＨＰ上において、「平成 27年度西区広報紙企画編集業務委託

契約にかかる公募型プロポーザル関係書類の紛失について」として平成 28 年９月 20

日 14時に紛失の事実が公表されており、公募型プロポーザル方式により契約業者を

決定する事務において、文書の保管体制及び管理状況のチェック体制についてマニュ

アルがなく不十分であったが、文書の管理を含めた事務手順についてマニュアル化を

図り、再発防止に努めるとのことである。 
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３．市民協働・まちづくり業務 

（１）地域活動協議会 

平成 27 年度における各区の地域活動協議会の数及び地域活動協議会に対する補助

金の決算額は以下のとおりである。 

【平成 27年度地域活動協議会数・補助金決算額】 

（単位：円） 

※１ 大正区においては、コミュニティ育成事業に係る業務委託料である。 

※２ 平成 27年４月１日付で中央区で１地域活動協議会が消滅している。 

（資料）平成 27年度決算補助金支出一覧、各区役所より入手した資料 

協議会数 補助金決算額

北区 18 39,328,823

都島区 9 20,659,874

福島区 10 18,823,927

此花区 10 12,798,528

中央区 19 57,024,133

西区 14 22,268,000

港区 11 28,724,871

大正区※１ 10 18,237,798

天王寺区 8 15,587,989

浪速区 11 19,988,910

西淀川区 14 31,760,000

淀川区 18 38,482,000

東淀川区 17 57,750,972

東成区 11 17,404,096

生野区 19 31,668,422

旫区 10 15,197,000

城東区 16 38,069,856

鶴見区 12 30,993,750

阿倍野区 10 20,101,091

住之江区 14 40,007,000

住吉区 12 40,284,000

東住吉区 14 33,729,286

平野区 22 50,343,104

西成区 16 49,929,115

計 　 325※２ 749,162,545

地域活動協議会
区名
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① 地域活動協議会の会計の透明性確保について（市民局及び 24区） 

「地活協補助金交付要綱」において、地域活動協議会に対する補助金の交付の基本

原則は以下のように規定されている。 

 

(基本原則) 

第 3条 地域活動協議会に対する補助金の交付は、地域活動協議会が、防犯・防災、子

ども・青尐年、福祉、健康、環境、文化・スポーツなど様々な分野において、特定分野

の市民活動団体の活動対象とならない分野の補完、市民活動団体との連携等を通じて、

地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを推進するといった地域経営を行う場

合に、その準行政的な機能にかんがみ、他の市民活動団体に対する補助金の交付とは異

なる観点から実施するものとする。 

2 地域活動協議会に対する補助金の交付は、前項の基本的な考え方を踏まえ、地域活

動協議会が同項の準行政的な機能を果たしていることを前提とし、当該機能を十分に果

たすことができるよう支援することを旨として行わなければならない。 

（抜粋：地活協補助金交付要綱 第３条第１項及び第２項） 

 

この基本原則に従い、地域活動協議会に交付する補助金は、活動内容を限定せずに

補助限度額を提示し、具体的な活動内容は地域の選択に委ねる、自由度の高い補助金

とされている。また、各地域活動協議会が「どのような活動を重点的に実施するか」

「どういった手法で活動を実施するか」等を自らで検討して進めていくといった、自

律的な地域経営に対する財政的支援との観点から、地域活動協議会に対して以下の認

定要件が基準として規定されている。 

 

(補助金の交付) 

第 4条 次に掲げる要件を備えているものとして次条に定めるところにより区長の認

定を受けた地域活動協議会に対しては、第 6条及び第 7条に定めるところにより補助金

を交付することができる。 

(1) 防犯・防災、子ども・青尐年、福祉、健康、環境及び文化・スポーツの分野にお

いて、広く住民全般を対象として市民活動を包括的に行うことを目的としているこ

と。 

(2) 地域住民の組織をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業など地域のまちづくりに

関する様々な市民活動団体が参画しており、また、参画する機会が保障されているこ

と。 

(3) 校区等地域における第 1号に規定する市民活動を行う唯一の組織であって、当該

市民活動を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること。 

(4) 事業計画などの活動内容を自ら企画立案し、実践していること。 
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(5) 総会その他の議決機関の構成員の選任、事業計画等運営上の重要な事項の議決機

関による決定など組織や事業の運営が民主的に行われ、その透明性が校区等地域内の

住民全体に確保されていること。 

(6) 次に掲げる活動をしていないこと。 

  ア 営利を目的とする活動 

  イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とす

る活動 

  ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 

  エ 特定の公職 (公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 3条に規定する公職を

いう。) の候補者 (当該候補者になろうとする者を含む。) 若しくは公職にある

者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が前条の基本原則を踏まえ、区又は校区等地域

の状況に応じて定めた要件 

（抜粋：地活協補助金交付要綱 第４条） 

 

地域活動協議会は制度が設けられて年月が浅いことから、事業運営に関する仕組み

やノウハウについても十分に整備されていない。また、市民団体の集まりであるとい

う性質上、要件に定められているような、当該市民活動を行うために必要な経理的基

礎及び技術的能力を有している人材の確保及び育成を行うことが容易ではない。した

がって大阪市は、地域活動協議会の事業運営及び会計に関する積極的な支援と指導を

行うことにより、地域活動協議会の自律的運営を促進しなければならない。 

また、地域活動協議会は、事業運営の透明性を確保する必要があるとされており、

当然に、地域活動協議会の会計についても透明性を確保しなければならない。このた

め、大阪市として、地域活動協議会の会計の透明性を担保するためのルール整理を行

わなければならない。 

 

各区における、地域活動協議会への事業運営に関する確認方法や入手している収支

決算書等を閲覧したところ、地域活動協議会の会計の透明性について以下の点が問題

であると認識した。 

 

（地域活動協議会全体の収支決算書） 

地域活動協議会においては、補助対象事業以外にも自主事業や大阪市からの受託事

業を行っている。しかしながら、補助対象事業の収支決算書については作成されてい

るが、地域活動協議会全体としての収支決算書が作成されていない地域が多く見受け

られた。地域活動協議会全体としての収支決算書が作成されていない場合、例えば自
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主事業で発生した経費に関する領収書を補助対象事業に回すことにより、不正に補助

金を多額に受給することが可能となり問題である。 

このため、地域活動協議会の会計の透明性確保のためには、各区は地域活動協議会

に対し、補助対象事業、自主事業及び受託事業といった事業別の収支を適切に整理し

た事業別の収支決算書を含む、地域活動協議会全体としての収支決算書が適切に作成

されていることを確認するため、収支決算書の入手や現地で確認したことを記録とし

て残すといった対応を講じる必要がある（意見番号２）。 

 

（財産目録の作成） 

地域活動協議会によっては、必ずしも入出金が一つの通帳で行われておらず、団体

としての預貯金総額がただちに把握できない地域があった。また、団体として所有し

ている固定資産などその他財産の状況が、書面で整理できていない地域が多く見受け

られた。 

地域活動協議会の会計の透明性を確保するためには、収支状況のみならず、実際に

管理している財産状況についても適切に管理しておく必要があることから、各区は地

域活動協議会に対し、地域活動協議会全体としての収支決算書が適切に作成されてい

ることに加え、地域活動協議会が所有する財産の状況を示す資料（財産目録など）が

適切に作成されていることを確認するため、各区は関連資料の入手や現地で確認した

ことを記録として残すといった対応を講じる必要がある（意見番号３）。 

 

（地域活動協議会の会計の透明性を担保する取組） 

事業別の収支決算書を含む地域活動協議会全体の収支決算書と財産目録などの作

成は、地域活動協議会自体の課題である。大阪市として、地域活動協議会の会計の透

明性を担保するためには、地域活動協議会に対し、事業別の収支決算書を含む地域活

動協議会全体の収支計算書と財産目録などの様式を提示するなど、丁寧に支援すると

もに、指導を行う必要がある。また、継続的に会計の透明性を確保するためには、地

域活動協議会の自律的な運営により、決算書類が適切に作成されて、それを地域活動

協議会の監事により適切に監査される必要がある。しかしながら、地域活動協議会に

おいては、監事としての知識と経験を有している人材を必ずしも確保できるとは限ら

ないことから、監事に対して監査手法の指導を行うことにより、監事監査の実効性を

担保する必要がある（意見番号４）。 

そして、大阪市として、各区は地域活動協議会に対し、監事監査が適切に実施され

ていることを確認するため、監事監査報告書の入手や現地で確認したことを記録とし

て残すといった対応を講じる必要がある（意見番号５）。 
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② 認定要件の継続的な確認（24区） 

自律的な地域経営に対する財政的支援との観点から、地域活動協議会に対して以下

の認定要件が基準として規定されている。地域活動協議会が認定要件を満たしている

かどうかについては、認定時のみならず、継続的に確認を行う必要がある。 

市民局区政支援室が出している「地活協補助金について」においても、事業利益の

有効活用に関する留意点として、以下のように記載されている。 

 

(ⅱ) 利益の活用にかかる区役所によるチェックのポイント 

a 地活協による自立的な地域運営プロセスの確認 

 地活協の認定要件を満たしていることの確認。具体的には、地活協の活動計画書・

報告書、収支予算書・決算書、監査報告書、会議録などが整備され、地域住民にきち

んと説明責任を果たしうる内容になっているかについて、区役所において継続的に

チェックを徹底していくことが必須となる。 

（抜粋：地活協補助金について 平成 27年 6月市民局区政支援室） 

 

認定要件についてどのように確認しているかについて複数の区に問い合わせを

行ったところ、中間支援組織からの報告若しくは地域活動協議会の会議等に出席して

確認しているとの回答であった。しかしながら、確認していることについての記録は

特に残していないとのことであった。 

  各区は地域活動協議会が認定要件を継続的に満たしていることを確認するための

確認事項を明確にするとともに、確認したことを記録として残す必要がある（意見番

号６）。 

 

 

③ 反社会勢力の確認（市民局及び 24区） 

大阪市においては、「大阪市暴力団排除条例」を平成 23年９月１日に施行したこと

に伴い、「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱」を定め、公共工事等及び売払い等か

らの暴力団関係者の排除に関する措置として、大阪市と契約を締結する契約相手方及

び下請負人等の方は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」の提出が

必要としている。 

一方、地域活動協議会については、補助金の交付ということもあり、どのようにし

て反社会勢力との関係を確認するかについて明確な決まりはない。 

アンケートにおいて反社会勢力との関係をどのように確認しているかについて確

認したところ、行っていないとの回答が３区、地域活動協議会と委託契約を行ってい

るため、その際に誓約書を入手しているとの回答が３区、それ以外の区は役員名簿や

会議の議事録等の閲覧により確認しているとのことであった。このように、委託契約
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を行っていない地域活動協議会については誓約書を取っていない現状は、地域活動協

議会の認定を行っている各区の確認方法としては不十分であると考えられる。 

「大阪市暴力団排除条例」の趣旨に則り、市民局として確認方法についての指針を

定め、各区に周知するとともに、各区において区の認定要綱又は補助金交付要綱等の

改訂を行い、反社会勢力の確認を徹底する必要がある（意見番号７）。 

 

 

④ 収支決算書の事業収入の記載方法（市民局） 

市民局区政支援室による「地活協補助金について」では、平成 26年度より、補助

対象事業において、事業収入の確保など自助努力等によってもたらされた利益は、地

域活動の活性化に係る目的で活用する場合に限り、地活協の自主財源として扱うこと

が認められている。このことから、収入を把握する必要性が高まっており、補助対象

事業の実施に伴い参加費等の収入を得ていることが明らかな場合は、当該収入をより

適正に把握することが適切とされている。 

  事業収入の参加費及び模擬店等の売上について、その根拠資料や明細を入手してい

るかどうかについて質問を行ったところ、18 区が入手していないとのことであり、

収入の総額を記載しているのみとの回答が多かった。 

  補助金以外の事業収入が総額で記載されている場合、当該資金が参加費や寄付金等

の外部資金によるものか自主資金によるものかの区別がなされておらず、各事業の収

支を適切に把握することができない。また、例えば模擬店を行う事業において、売上

金の一部を横領し、事業収入を過尐に申告していたとしても、現状ではそれを発見す

ることができないだけでなく、防止するための牽制もなく、会計の透明性が確保され

ているとはいえない。 

  会計の透明性確保のためには、参加費、売上金、他団体からの寄付金等の外部資金

については、一定の根拠を記載させる必要がある。例えば、参加費や売上金について

不特定多数である場合には単価×人数を記載する。また、他団体からの寄付金や旅行

の参加費等の高額な場合は領収書の控え等を具備する等である。 

根拠資料の具備が十分と認められる区も存在していることから、市民局として、こ

うした区の事例を全区で共有するなどにより、地域活動協議会の会計の透明性を確保

するために、収支決算書の収入に関する記載方法について一定の指針を示す必要があ

る（意見番号８）。 
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⑤ 事業収入の記載漏れ（福島区、中央区、浪速区、西淀川区、東住吉区、平

野区、西成区） 

  市民局区政支援室による「地活協補助金について」では、平成 26年度より、補助

対象事業において、事業収入の確保など自助努力等によってもたらされた利益は、地

域活動の活性化に係る目的で活用する場合に限り、地活協の自主財源として扱うこと

が認められている。このことから、事業収入を把握する必要性が高まっており、補助

対象事業の実施に伴い参加費等の収入を得ていることが明らかな場合は、当該収入を

より適正に把握することが適切とされている。 

  実地調査により、地域活動協議会の収支計算書を閲覧したところ、以下の７区の地

域活動協議会が実施している事業において、事業収入の記載漏れが認められた（結果

番号９）。 

 

（福島区） 

区として「過大な収入を得ていない」ことを現地で確認しており、地域活動協議会

に対して、事業収入についての網羅的な記載は求めていないとのことであった。 

 

（中央区） 

参加者からの料金徴収が発生する事業において、参加者負担金が事業収入として計

上されていない事業が存在した。 

 

（浪速区） 

事業収入記載欄において参加者負担金として記載している金額に、自己資金が含ま

れている事業が存在した。 

 

（西淀川区） 

収支決算書に補助対象経費を記載し、収入や補助対象外経費については記載する様

式とはなっておらず、収支計算書に収入の記載がなされていない事業が存在した。 

なお、西淀川区では平成 27年度中盤より報告様式を変更し、収入及び補助対象外

経費を把握する様式に変更しているが、一部の地域において旧様式による収支報告が

なされたため発生した事象であり、当該事業については、別途資料を徴収して収入の

把握を行っている。 

 

（東住吉区） 

参加者からの料金徴収が発生する事業において、参加者負担金が事業収入として計

上されていない事業が存在した。 
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（平野区） 

参加者からの料金徴収が発生する事業において、参加者負担金が事業収入として計

上されていない事業が存在した。また、売上金が発生する事業において、売上金が事

業収入として計上されていない事業が存在した。 

（西成区） 

売上金が発生する事業において、売上金が事業収入として計上されていない事業が

存在した。 

 

  補助対象事業に関する事業収入は、事業の実施主体に帰属する収入である限り、網

羅的に事業収入として収支報告をさせる必要がある。 

 

 

⑥ 利息収入の取扱い（市民局及び 24区） 

実地調査により 24 区の地域活動協議会の収支報告を閲覧したところ、補助金支給

口座から発生した利息収入について、収入として計上している地域活動協議会と計上

していない地域活動協議会が存在した。 

  市民局に対し、利息収入の取扱いに関して問い合わせを実施したところ、大阪市と

しての利息収入の取扱いの規定はないため、各区において利息収入についての取扱い

を規定する必要があるとのことであった。 

  補助金支給口座から発生する利息収入は尐額ではあるが、その取扱いにより補助金

の戻入等が発生する場合もあるため、市民局支援のもと、各区において利息収入の取

扱いを規定しておく必要がある（意見番号９）。 

 

 

⑦ 十分な無報酬の労力があることの根拠の具備（市民局） 

地域活動協議会に対する補助金のうち、活動費補助金の交付額については、地域活

動協議会に対する補助金の交付について各区に共通する統一的な基準である「地活協

補助金交付要綱」において、以下のように定められている。 

 

(活動費補助金) 

第 6条  

4 活動費補助金の交付額は、交付の対象とする経費の額に 100分の 50を乗じて得た額

に相当する額 (当該額に 1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 以内

の額とする。 

（抜粋：地活協補助金交付要綱 第６条第４項） 
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「地活協補助金交付要綱」は共通する統一的な基準であるものの、地域活動協議会

の補助金は各区での執行となるため、さらに各区において補助金交付要綱が定められ

ており、補助金は各区の補助金交付要綱に従い交付される。24区の補助金の交付額

に関する要綱を調査したところ、記載方法の違いはあるものの、概ね同じ内容であっ

た。ここでは、参考に北区の補助金交付要綱を記載する。 

 

（補助の対象） 

第 2条 活動費補助金における区長が指定する補助の対象となる市民活動の分野（以

下、「活動指定分野」という。）は、別表第 1のとおりとする。 

2 活動費補助金における補助の対象となる経費は、別表第 2のとおりとする。 

3 活動費補助金における補助金の額は、予算の範囲内で、無報酬で活動に従事する者

の労力を考慮する観点から、前項に定める経費の額に 100分の 50を乗じて得た額を

加算し、これに 100 分の 50を乗じて得た額に相当する額（当該額に 1円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額）以内の額とする。 

（抜粋：大阪市北区地域活動協議会補助金交付要綱 第２条第１項から第３項） 

 

各区の補助金交付要綱においては、無報酬の活動に従事する者の労力（いわゆる「み

なし人件費」）を考慮する観点から、補助対象経費の額に 100分の 50 を乗じて得た額

を加算し、これに 100分の 50を乗じて得た額に相当する額とされている。つまり、 

補助対象経費の額に 75％を乗じた額が活動費補助金の交付額とされている。 

 

（補助金交付額の計算式） 

 みなし人件費加算額  ＝ 補助対象経費 × 50％ 

 補助金交付額  ＝（補助対象経費 ＋ みなし人件費加算額）× 50％ 

  ＝ 補助対象経費 × 75％ 

 

市民局区政支援室による「地活協補助金について」では、無報酬の活動に従事する

者の労力の適用における留意事項として、「その補助対象事業において十分な無報酬

の労力がある」ことが説明できることを重視する必要があるとされている。 

各区においてみなし人件費の適用状況を確認したところ、十分な無報酬の労力がある

ことの根拠として、当該事業の開催回数、参加人数及びおおまかな参加時間を収支報告

書に記載している区があるものの、多くの区においてみなし人件費の根拠となる情報の

記載なしに一律で 50%を加算しているのみであり、十分な無報酬の労力があるかどうかの

根拠資料の具備が十分でなかった。 

根拠資料の具備が十分と認められる区も存在していることから、市民局として、こ

うした区の事例を全区で共有するなどにより、補助対象事業において十分な無報酬の
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労力があることを説明できるようにするための地域活動協議会からの報告に関する

一定の指針を定め、各区に周知する必要がある（意見番号 10）。 

 

 

⑧ 補助対象外経費の記載漏れ 

補助金交付額は補助対象経費の金額を基に算出されるものであるが、補助対象経費

の適切性を確認するためには、事業収入及び補助対象経費を含む補助対象事業全体の

収支を把握しなければならない。 

  平成 27年１月の住民監査請求に対する監査委員の意見として「要綱で提出を求め

ている事業別収支予算書、決算書等については、補助金対象部分のみの収支を示すも

ので足りるとしていたこれまでの見解につき、今回の件を受けて、実施事業の適正性

や会計の透明性をより一層図るためには、補助事業全体の収支を明らかにするものに

変更する必要性があるか否かを検討されたい。」と記載されており、市民局区政支援

室による「地活協補助金について」においても、全区において、補助対象事業の全体

像を把握するために、その全体収支を明らかにする様式を使用することを徹底するこ

ととされている。 

  24 区を対象としたアンケートにおいて、補助対象外経費の収支実績報告の取扱い

について質問したところ、収支報告への記載は協議会の任意であるとの回答である区

が６区存在した。なお、大正区は業務委託契約であるため、回答結果から大正区は除

いている。 

 

（参考）アンケート結果 

Ｑ２－４．補助対象とならない経費（補助対象外経費）の収支実績報告の取扱いにつ

いて記載してください。 

 

①収支報告への記載は協議会の任意である                          ６区 

②収支報告には網羅的に記載させているが、領収書等の添付は求めていない   

17 区 

③収支報告書に網羅的に記載させており、領収書も添付させている   該当なし 

 

  このように、６区で補助対象外経費の収支実績報告への記載を指導していない（結

果番号 10）。各区は、補助対象事業全体の収支を把握するため、収支報告において補

助対象外経費も含め網羅的に計上する様式を定め、地域活動協議会に指導する必要が

ある。 
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⑨ 補助対象経費の計上科目誤り（中央区、淀川区） 

実地調査において、補助対象経費の計上区分の適切性を確認したところ、以下の区

において計上区分が適切になされていなかった。 

 

（中央区） 

  中央区地域活動協議会補助金交付要綱の別表４において、消耗品費は５万円未満と

されており、備品購入費については、５万円以上のものとされている。 

  地域活動協議会の運営費において、委託料として計上されている５万円以上の支出

について、領収書により内容を確認したところ、エアコンの購入と設置に係る費用で

あり、本来は備品購入費として処理すべき費用であった（結果番号 11）。 

 

（淀川区） 

  淀川区地域活動協議会補助金交付要綱の別表２において、消耗品費は５万円未満と

されており、備品購入費については、１個又は１組の価格が５万円以上のものとされ

ている。 

  地域活動協議会の事業費において、消耗品費として計上されている５万円以上の支

出について、内容を確認したところ、テント購入に関する支出であり、本来は備品購

入費として処理すべき費用であった（結果番号 12）。 

  

２区における備品と消耗品の処理の問題は、単なる科目区分の問題だけではなく、

現物管理にも影響する。備品購入費として処理されたものについては、今後の事業に

も利用するように備品として継続的に管理する必要があることから、各区は備品と消

耗品の科目区分は適正に行うよう十分に指導する必要がある。 

 

 

⑩ 補助対象経費の領収書等の証明力（中央区、東淀川区） 

各区の補助金交付要綱において、補助対象経費については、支出の事実を確認でき

る領収書の写し等を提出する必要があるとされている。補助対象経費については、補

助金交付額算定の基礎となるため、支出の事実を確認できる領収書等が必須である。 

実地調査により、地域活動協議会が提出した領収書等を確認したところ、以下の区

の地域活動協議会において、その証明力に問題があると認められる事象が発見された。 

 

（中央区） 

備品修繕費として計上されている補助対象経費について、領収書の添付がなく、銀行

の振込明細のみ添付されており、支払内容の妥当性を確認することができなかった（結

果番号 13）。振込明細は領収書として取り扱うことはできない。支出内容を把握するた

めに業者が支出内容を記載した領収書の入手を徹底しなければならない。 
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（東淀川区） 

 燃料費として計上されている補助対象経費について、領収書に但書きの記載のないも

のが存在しており、支出内容の妥当性を確認することができなかった（結果番号 14）。

但書きについて適切に記載する必要がある旨地域活動協議会に指導する必要がある。 

 

 

⑪ 備品管理台帳の整備 

各区における地域活動協議会の補助金交付要綱においては、補助対象経費として備

品購入費が定められている。 

  備品購入費により補助対象として購入された台車・椅子・炊飯器・スピーカー等、

一般的に１年を超えて利用される備品について、その管理方法（対象事業終了後に誰

がどこに保管しているか等）を把握しているかについてアンケートにより質問を行っ

たところ以下の結果であった。 

 

（参考）アンケート結果 

Ｑ２－８．台車・椅子・炊飯器・スピーカー等、その金額にかかわらず、一般的に１年

を超えて利用される物品を補助対象としている場合、その管理方法（対象事業終了後

に誰がどこに保管しているか等）を把握していますか。 

 

①把握している               ８区 

②協議会の管理に任せており把握していない  16 区 

 

「②協議会の管理に任せており把握していない。」と回答した区に対し、地域活動

協議会の備品管理の確認方法について問合せを実施したところ、以下の結果であった。 

 

①備品管理台帳の作成について指導していない               ９区 

②備品管理台帳を作成するよう指導しているが、台帳の提出は依頼していない ７区 

 

一年を超えて利用される備品等については、事業において継続して使用が見込まれ

ることから、例えば、前年度において補助対象とした備品について、当年度において

も補助対象とすることは適切ではない。また、補助対象として支出していることから、

当該備品が個人使用されることを防止するためにも、各区は、地域活動協議会に対し

て備品台帳の整備を指導するとともに、これが適切に作成されていることを確認する

ため、備品台帳の入手や現地で確認したことを記録として残すといった対応を講じる

必要がある（意見番号 11）。 
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⑫ 光熱水費等の負担割合（中央区、西淀川区、東淀川区、旫区、城東区、住

之江区、住吉区、西成区） 

地域活動協議会は、各地域の会館等を事務所として利用しており、当該会館で実施

される事業も多いことから、光熱水費等を事業に関する活動費補助金とするのか、若

しくは運営費補助金とするのかが問題となる。また、市民局区政支援室が出している

「地活協補助金について」には、区において補助金の適正性を審査すべきポイントの

一つとして、補助対象経費の負担割合等の適正性の確認が必要である旨が記載されて

いる。 

  実地調査において、会館の光熱水費等に関する負担割合の適切性について確認を

行ったところ、以下の区において問題があると認められる事象が発見された。 

 

１）中央区、西淀川区、東淀川区、旫区、城東区、住吉区、西成区 

地域活動協議会の事務所が入っている会館の光熱水費が全て事業に関する活動

費補助金として計上されており、運営費補助金には計上されていなかった。 

２）住之江区 

地域活動協議会の事務所が入っている会館の電話代が全て事業に関する活動費

補助金として計上されており、運営費補助金には計上されていなかった。 

 

地域活動協議会の事務所が運営されていることから、光熱水費等が全て事業に関す

る活動費補助金の補助対象経費となることは適切ではない。各区は光熱水費等の利用

実態をふまえ、合理的な基準により、活動費補助金と運営費補助金に按分するよう地

域活動協議会を指導する必要がある（意見番号 12）。 

 

 

⑬ 補助対象経費における食事代等の上限金額（中央区、浪速区、平野区） 

各区の補助金交付要綱において、補助対象経費として事業実施に伴い発生する食事

代や茶菓代が認められており、多くの区が一定の金額以下とする旨を要綱に定めてい

る。しかしながら、中央区、浪速区、平野区においては、要綱では具体的上限の金額

を定めておらず、最小限の額と記載されているのみであった。 

  具体的に上限の金額を定めていない場合、当該金額が適正かどうかについての判断

が担当者により異なる可能性があることから、各区は補助金交付要綱において、補助

対象経費における食事代等の具体的上限の金額を定める必要がある（意見番号 13）。 
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⑭ 補助対象経費における食事代の人数（中央区） 

中央区の地域活動協議会の事業において、食糧費として支出された金額について内

容を確認したところ、支出内容が弁当代であるとの記載があったものの、弁当を提供

した人数及び単価の記載がなく、補助金交付要綱に定められた範囲内の食糧費である

ことを確認できなかった（結果番号 15）。 

  区は地域活動協議会に対し、弁当代等の単価の定めがある支出については、人数及

び単価を記載するように地域活動協議会に指導する必要がある。 

 

 

⑮ 補助対象経費における講師料等の支給根拠（東淀川区） 

東淀川区における地域活動協議会補助金交付要綱の別表第２において、活動費補助

金の補助対象経費として報償費が規定されている。 

  東淀川区の地域活動協議会の事業において、教室に駐在する講師に対し、駐在時間

に基づく講師料を支払っており、当該講師料を補助対象経費としているが、区は駐在

時間の根拠資料の提出を要求していない（結果番号 16）。 

  当該事業のように、その時間が報酬費の支給根拠となる場合においては、区は従事

時間が確認できる資料を地域活動協議会に提出させ、確認する必要がある。 

 

 

⑯ 報償費における受領者のサイン（中央区、旫区） 

各区において、事業実施に伴い発生する講師等への謝礼金は報償費として補助対象

経費に計上することが規定されている。 

  実地調査において、講師等への謝礼金に関する領収書を確認したところ、中央区及

び旫区の地域活動協議会の事業において、複数名の講師等への謝礼金であるにもかか

わらず、１枚の領収書で処理されており、当該領収書の受領サインは１名の個人のみ

となっている事例が発見された（結果番号 17）。 

  講師謝礼金については、各個人に対する支払であることから、領収書はそれぞれか

ら入手する必要がある。なお、地域活動協議会からは受領サインが１名であったのは

代表者に謝礼金をまとめて支払したためであるとの説明を受けているとのことであ

る。 

 

 

⑰ 利害関係者との取引 

実地調査において、地域活動協議会の役員名簿及び補助対象経費の領収書を確認し

たところ、以下の問題があると考えられる事項を発見した。 
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（利害関係者との取引の議決） 

特定非営利活動法人である当該地域活動協議会は、定款において、「理事会の議決につ

いて、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。」と規

定している。 

当該地域活動協議会の広報事業において、インターネットを利用した広報について業

務委託を行っているが、当該業務委託先企業は、当地域活動協議会の役員の配偶者が代

表を務める企業であった。 

一般的に、「特別利害関係」の範囲は明確ではなく、具体的には個々のケースで判断さ

れることとなる。そこで一般の会社においては、保守的な観点から、特別利害関係が疑

われる場合は、実務的に、該当する取締役を議決から排除しているというのが実情であ

る。 

本件の場合、業務委託先が役員の配偶者が代表を務める会社であることから、「特別利

害関係」に該当する可能性もあったにもかかわらず、この対応に向けた手続きを、書面

で確認できなかった。 

法人格を取得した地域活動協議会においては、活動のさらなる高度化・専門化をめざ

し、今後も一般の会社と同様の取引を行うケースが増加していくことが予想され、組織

運営についても、より高い透明性確保が求められる。こうした理由から、特に法人格を

有する地域活動協議会に対し、区は、地域活動協議会の活動の高度化・専門化に応じた

より適切な助言等の支援を行うべきである（意見番号 14）。例えば、本件のケースでいえ

ば、「特別の利害関係を有する可能性がある理事を予め議決から排除しておく」、「地域活

動協議会の役員及びその近親者との間で行われる業務委託契約については、委託金額の

妥当性について理事会で議論し、その内容を議事録に残しておく」といった実務上の運

用手法・ノウハウを、当該地域活動協議会に助言するなどである。 

また、区による助言等の支援にあたっては、市民局も情報提供等の協力をすることが

必要である。 

 

（役員との多額の取引） 

  地域活動協議会の補助対象経費に関する領収書を閲覧したところ、当該役員が代表

を務める会社との取引が多数存在した。特に会長の会社との取引額は、当該地域活動

協議会の総支出額のおよそ４分の１を占めている。 

  区に対し、特別利害関係者との取引金額について質問したところ、会長の会社に対

する支出があることは認識しており、個別の支出の妥当性については確認しているが、

総額として多額であるとの認識はしていなかったとのことであった。 

  特別利害関係者からの購入を行う場合、例えば、一旦外部から仕入れた商品等につ

いて特別利害関係者を通して地域活動協議会が購入する等により、地域活動協議会が

不当な損失を被る可能性がある。 



99 

 

  利害関係者からの物品の購入自体が禁止されるものではないが、地域活動協議会に

は地域住民への説明責任が有り、会計の透明性が重要である。区は、利害関係者との

取引が多額になされている場合等、その妥当性に疑念が生じる場合においては、会計

の透明性の観点から地域活動協議会に報告を求め、区として把握した上で、その発注

金額のみならず発注そのものの妥当性について確認すべきである（意見番号 15）。 

 

 

⑱ 有償ボランティアと雇用の判断（24区） 

各区で定める補助金交付要綱における運営費補助金において、地域活動協議会の事

務員への報酬は補助対象経費とされており、各区において一時間あたりの補助単価の

上限が規定されている。各区における地域活動協議会の事務員への一時間あたりの補

助単価の上限額は、以下のとおりである。 

 

（各区の事務員への報酬の補助対象経費に関する規定） 

大阪府最低賃金以内   14区 

858円以内        ２区 

838円以内        １区 

800円以内        ７区 

 

地域活動協議会の事務員が雇用であれば、大阪市の最低賃金を下回る報酬単価を事

務員に支払っている場合、最低賃金法に抵触することとなり問題であるため、地域活

動協議会の事務員が有償ボランティアであるか雇用であるかが問題となる。 

  有償ボランティアと雇用の判断については、明確な基準はないものの、厚生労働省

のＨＰにおいて公表されている「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」

についてのＱ＆Ａ【平成 27年２月４日版】6において、以下のように記載されている。 

 

問１ 有償ボランティアは、労働基準法第９条の労働者に該当する場合があるのか。 

 

（答） 

１ 総合事業においては有償ボランティアの方々の活躍も期待されるが、ボランティア

活動は、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」とされ、そ

の性格として「自主性」、「社会性」等があげられる。その中で、有償ボランティアは、

                            
6 このＱ＆Ａについては、平成 26年 11月 10日（月）の全国介護保険担当課長会議でお示

しした介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（案）の内容に基づき、平成 27年２

月４日時点での厚生労働省としての考え方を整理したものであり、今後の検討の中で、Ｑ＆

Ａの内容については変更する場合があるとされている。 
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ボランティアによる支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払いを受けるものであ

る。 

２ その中で、有償ボランティアと称していても、個別の事案ごとに活動実態を総合的

に判断し、使用従属関係下にあると認められる場合には、労働基準法第９ 条の労働

者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。 

３ 労働基準法第９条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点等について総

合的に勘案して判断することになる。 

 ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、指示があるか（注１） 

 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示が行われているか 

 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対する手当等の

減額等の制裁があるか 

 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか（実活動時間に応じた手当を支

給する場合においては、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合がある

か） 

 ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか（注２） 

（注１）活動を行うことについて、ボランティアに諾否の自由があるか 

（注２）「明確に区分されている」とは、例えば、活動場所については、一般の労働

者と全く異なる部屋で活動しなければならないということではなく、一般の

労働者と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者がボランティアで

あることが分かるよう区別されていることが考えられる。（ボランティアと表

記された名札を付ける等） 

 

大阪市の最低賃金を下回る報酬単価を事務員に支払っている地域活動協議会を管

轄する区に対し、問い合わせを実施したところ、有償ボランティアであるため、最低

賃金法に抵触しないとの回答であった。 

地域活動協議会の事務員が有償ボランティアであるか雇用であるかについては、各

地域活動協議会が、その実態に即して自身で判断すべき事項であるが、これには困難

が伴うことから、各区は地域活動協議会に対し、市民局から提供されている資料など

を活用しながら判断基準を明示するなど、各地域活動協議会が適切に判断できるよう

助言・指導する必要がある（意見番号 16）。 

 

 

⑲ 有償ボランティアに対する労働保険料（住吉区） 

実地調査において、住吉区の地域活動協議会の運営費補助金を確認したところ、補

助対象経費に報酬が計上されていないにもかかわらず、労働保険料が計上されている

事例が発見された。 
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内容を確認したところ、担当者の錯誤により、補助対象外の事業に従事する有償ボ

ランティアに対して労働保険料を支払ってしまい、当該労働保険料を運営費補助金の

補助対象経費として労働保険料を計上したとのことであった。 

  有償ボランティアには労働保険料は不要であり、錯誤による支出は運営費補助金の

補助対象外経費であることから、運営費補助金の補助対象経費ではない（結果番号

18）。 

  なお、当該労働保険料については、後日、補助対象外経費として修正手続を行って

おり、労働保険料を対象外としても、補助金を上回る経費が運営費として支出されて

いたため、地域活動協議会から補助金の返還は必要ないとのことである。 

 

 

⑳ 源泉徴収義務者（市民局及び 24区） 

所得税法において、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、

司法書士等に報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得

税及び復興特別所得税を差し引くことになっており、差し引いた所得税及び復興特別

所得税は、原則として、給与等を実際に支払った月の翌月の 10日までに国に納めな

ければならないとされている。 

この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収

義務者といい、源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではなく、給与等の支払

をする学校や官公庁、人格のない社団・財団等も源泉徴収義務者となる。 

地域活動協議会において、講師及び事務員に対する報酬支払いの領収書を閲覧した

ところ、報酬に関する源泉徴収を行っている地域活動協議会と源泉徴収を行っていな

い地域活動協議会が存在した。源泉徴収を行っている地域活動協議会は、翌月に納付

しているとのことであるが、区はその納付書についての確認までは行っていないとの

ことであった。 

源泉徴収義務者の規定に当てはめると、地域活動協議会も源泉徴収義務者に該当す

ることから、地域活動協議会は源泉徴収を行い納付する必要がある。この点について

は市民局が注意喚起を行っているものの、地域活動協議会によっては適切に納付が行

われていない可能性があり、問題である。 

 

また、現状は報酬の支出に関し、源泉徴収額を含む金額の領収書を受取者から入手

することにより、補助対象経費の範囲としているが、実際には受取人は源泉徴収額を

差し引いた金額のみ受領しており、地域活動協議会が翌月に納付を行ったかどうかに

ついては確認が行われていない。仮に地域活動協議会が源泉徴収額の納付を行ってい

ない場合、補助金の一部が地域活動協議会に留保されることにもなる。 
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これらのことから、各区は地域活動協議会に対して源泉徴収についての指導を行う

とともに、市民局支援のもと、源泉徴収額の納付を行っているかどうかについての確

認方法を検討する必要がある（意見番号 17）。 

 

 

㉑ 業務委託契約の履行確認（住之江区） 

大阪市住之江区地域活動協議会補助金交付要綱の別表３において、運営費補助金の

補助対象となる経費として、運営事務に伴う委託料が挙げられている。 

住之江区の地域活動協議会において運営事務を業務委託していたため、業務委託契

約書を閲覧したところ、業務内容は、各種会議の運営事務、会計処理等事務処理及び

地域運営に関する相談や意見の受付等であった。 

当該業務は他の地域活動協議会の多くにおいては、雇用若しくは有償ボランティア

の形態により実施されている業務であり、その履行確認は、業務従事者の日報等を徴

収し、作業内容と従事時間を確認することにより行われているが、当該委託契約にお

いては、月報での報告のみにとどまっており、当該委託契約の履行確認が十分に実施

されていなかった。 

本件のように、地域活動協議会から団体に支出する委託料について、地域住民が委

託業務に携わる可能性が高いと考えられる場合においては地域活動協議会としての

会計の透明性をより高めるため、業務内容が適切に実施できているかを確認できる資

料を入手するよう地域活動協議会に助言するとともに、区としても同資料の提出を求

め、業務委託契約の履行確認を適切に行っていることを確認する必要がある（意見番

号 18）。 

 

 

㉒ ボランティア保険加入の周知（24区） 

大阪市では平成 22 年４月１日より、大阪市関連事業に参加いただく全ての市民ボ

ランティアを対象とした大阪市市民活動保険に加入している。 

付保の対象となる事業は各区において指定されており、現地調査において対象とな

る事業の補助対象経費に関する資料を閲覧したところ、大阪市が加入しているボラン

ティア保険とは別に、補助対象経費としてボランティア参加者に対して、ボランティ

ア活動保険を計上している事業があった。 

  大阪市民活動保険に加入していることから、そもそも地域活動協議会が独自で保険

に加入する必要がないとの疑念から、監査人がその必要性について問い合わせを実施

したところ、大阪市市民活動保険のみではカバーできないため、追加でボランティア

活動保険に加入しているとの回答であった。 

上記の事案については、地域活動協議会が大阪市市民活動保険に加入している事実

を承知の上での追加の保険加入とのことであったが、監査人は、各地域活動協議会に
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対しての大阪市市民活動保険への加入についての周知徹底がなされていないとの疑

念を抱いた。 

各区は地域活動協議会に対して、市でボランティア保険に加入している旨十分に周

知する必要がある（意見番号 19）。 

 

 

㉓ 補助対象経費の期間（中央区） 

 中央区の地域活動協議会の協議会運営費において、平成 27年度の事務員報酬とし

て平成 27年 4月に支出した平成 26年３月分の報酬が含まれていた。 

 区において地域活動協議会の経理方針について質問したところ、支払対象期間が現

金支出時の計算で行われていたため、支払い対象期間と予算年度が相違していたとの

ことであった。なお、継続して当該処理を行っているため、結果的には支給対象期間

は平成 27年３月～平成 28年２月の 12ヵ月分となっている。 

当該問題は、事務委員報酬の支払いが翌月であったため発生しているが、他の地域

活動協議会においては、支払対象期間内に事務員報酬を支払うことで当該問題は発生

していなかった。 

地域活動協議会に対する補助金は、予算年度内の補助対象経費が対象であり、区は

予算年度内の報酬を補助対象経費とするように地域活動協議会を指導する必要があ

る（意見番号 20）。 

 

 

㉔ 補助金変更承認申請書の提出漏れ（中央区） 

大阪市中央区地域活動協議会補助金交付要綱の第７条において、「補助事業者は、

当初の事業計画書にない事業を実施しようとするときや、補助事業の内容等の変更

（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、大阪市中央区地域活動協議会補助金

変更承認申請書（様式第 6号）を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、

大阪市中央区地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書（様式第 7号）を市長に対

し提出し承認を受けなければならない。」とされている。 

中央区の地域活動協議会では、当初実施する計画であった事業について、平成 28

年１月において、「大阪市中央区地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書」を提

出し、廃止の申請をしている。しかしながら、その事業に係る補助金については、他

の事業の補助金として利用されていた。 

  内容を確認したところ、一事業に関する中止であり、地域活動協議会の事業に対し

て一括補助を行っていることを考慮すると、当該事業の中止については、「大阪市中

央区地域活動協議会補助金変更承認申請書」を提出し、事業内容についての変更承認

を申請すべき事項であり、区においては、各地域活動協議会に対する指導を適切に行

う必要がある（結果番号 19）。 
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㉕ 補助対象分野の実績報告（此花区） 

地活協補助金交付要綱において、活動費補助金の交付の決定は、「地域活動協議会

の下で行われる市民活動が、（中略）区長が指定した活動分野のすべての分野にわた

るものであるときに限り、これを行うことができる。」とされている。 

此花区においては、活動分野を以下のように定めており、いずれの地域活動協議会

においても、区長が指定する活動分野は、（ア・イ・ウ・エ・オ・カ）全てとなって

いる。 

 

区長が指定する活動分野 

ア 防犯・防災に関する活動 

イ 子ども・青尐年に関する活動 

ウ 福祉に関する活動 

エ 健康に関する活動 

オ 環境に関する活動 

カ 教育・文化・スポーツに関する活動 

（抜粋：此花区における地域活動協議会補助金交付要綱 別表第１の１） 

 

地域活動協議会の実績報告書を確認したところ、指定活動分野（ア・イ・ウ・エ・

オ・カ）のうち、ア防災防犯活動については、補助対象事業として実施していること

が確認できなかった。この点について質問したところ、平成 27年４月の補助金交付

決定の段階では、防災防犯活動に関する事業を実施する計画となっており、補助金交

付決定段階では区長が指定した活動分野の全てを満たしていることを確認していた

が、当該事業については計画時点から補助金交付対象の事業としていなかったため、

実績報告において、当該事業の実績報告書が添付されず、結果として指定活動分野の

全てについて活動を実施していることについての確認が不十分であった（結果番号

20）ことが判明した。区長が指定した活動分野の全ての分野にわたり市民活動が実施

された場合に限り、補助金の交付を行うことができることから、区は必ず指定活動分

野の活動実績を確認する必要がある。 

なお、防犯・防災に関する活動については、区職員が現地に赴き実際に活動がなさ

れていることを確認しているとのことであったが、後日入手した実績報告書の記載内

容は実施日等の記載がない簡易なものであり、実績報告書としての記載内容が不十分

である。補助金交付対象外の事業であれ、区長が指定する活動分野に関する実績報告

書については、認定要件を満たしていることを確認できるよう、区は地域活動協議会

に対して記載すべき内容を指導する必要がある（意見番号 21）。 
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㉖ 中間支援組織の支援水準（24区） 

各区では、地域活動協議会が、自律的な地域運営の仕組みづくりを支援するため中

間支援組織に業務委託を行っている。 

  各区における中間支援組織への業務委託既契約額は以下のとおりである。 

 

（単位：円） 

区名 受託者 平成 27 年度委託料支出額 

北区 社会福祉法人大阪市北区社会福祉協議会 24,177,000 

都島区 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会 14,365,000 

福島区 有限会社まちセン 16,562,785 

此花区 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 15,103,940 

中央区 
街角企画株式会社・有限会社ＯＭ環境計画研究所

地活協事業推進共同企業体 
20,820,400 

西区 有限会社ケース  17,690,400 

港区 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 15,732,000 

大正区 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 14,631,382 

天王寺区 株式会社都市空間研究所 13,914,180 

浪速区 株式会社地域環境計画研究所 14,976,576 

西淀川区 株式会社 KEGキャリア・アカデミー 15,895,434 

淀川区 
一般財団法人大阪市コミュニティ協会・都市防災

研究所共同体 
20,504,000 

東淀川区 区による直営実施 － 

東成区 特定非営利活動法人大阪 NPOセンター 15,732,921 

生野区 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 20,645,000 

旫区 
一般財団法人大阪市コミュニティ協会・関西総合

研究所共同体 
18,381,568 

城東区 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 19,202,998 

鶴見区 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 16,414,868 

阿倍野区 一般財団法人大阪市コミュニティ協会 15,047,000 

住之江区 社会福祉法人大阪市住之江区社会福祉協議会 20,517,000 

住吉区 社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会 19,146,000 

東住吉区 
一般財団法人大阪市コミュニティ協会・地域計画

建築研究所共同体 
8,364,000 

平野区 社会福祉法人大阪市平野区社会福祉協議会 25,610,000 

西成区 社会福祉法人大阪市西成区社会福祉協議会 18,648,780 

（資料）各区「平成 27年度 委託料支出一覧」に基づき作成。 
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地域活動協議会に対する中間支援組織の支援内容については、各区の状況によりさ

まざまであるが、いずれの中間支援組織との業務委託においても、地域活動協議会の

組織運営や会計等の透明性確保のための支援が含まれている。 

  各区における地域活動協議会の決算書類等を閲覧したところ、協議会によって会計

処理の方法に大きな差があり、中間支援組織の支援業務が適切に行われているのか疑

念がある。また、既述のように、各区において改善が必要な事象が多数発見されてお

り、それぞれの中間支援組織の会計指導には、レベルの差がある。 

中間支援組織との契約は各区において行われていることから、各区が受託事業者に

対し、仕様内容が適切に履行されているかを確認する必要がある（意見番号 22）。 

 

 

㉗ 報告様式等の標準化（市民局及び 24区） 

地域活動協議会に対する補助金の申請及び報告については、各区における補助金交

付要綱において様式が定められ、当該様式に従い、報告がなされている。 

  各区の地域協議会の報告書様式を比較したところ、以下のような問題が認められる

報告様式が存在した。 

 

 事業ごとの収入を書く欄がない 

 補助対象外経費を書く欄がない 

 予算と決算の比較を行う形式となっていない 

 

地域活動協議会の成り立ちは、従前の地域コミュニティをまとめたものあることか

ら、導入当初に市民の追加的な負担を考慮して様式等を統一しなかったとのことであ

るが、今回の包括外部監査において発見された指摘は、様式等を適切に作成していれ

ば防止できたものも多くある。 

地域活動協議会が報告書を作成する際にミスを起こさないためにも、市民局及び

24区が協力して、各区より様式の優れた箇所を取り入れ、標準的な報告書の雛形を

提示する必要がある（意見番号 23）。 
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（２）区役所附設会館 

① 指定管理者の予算実績の確認（西区） 

契約管財局による「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン（改訂版）」

において、指定管理者制度の趣旨から、指定管理者の選定においては、所管所属は、

指定管理者に選定時に提出された事業計画書や仕様書、本市との間で締結した協定等

に沿って指定管理業務を適正に遂行しているかどうかについて、利用者モニタリング

の結果や利用実績等の分析により日常的に自己点検させる必要があるとされている。 

  西区の区役所附設会館である大阪市立西区民センターは指定管理者制度を採用し

ている。大阪市立西区民センター施設管理業務年度協定書には、経費の実績が契約金

額に満たない場合に剰余金を返還する定めはなく、選定時に提出された事業計画書の

予算金額で確定精算されることとなっている。このため、事業計画や仕様書に記載さ

れた業務内容が不足なく実行されたかという確認がより重要となる。 

監査人は事業計画書・仕様書と月次業務報告書を比較し、法定保守点検項目、人員

配置時間数、自主事業開催回数の計画と実績を確認するとともに、担当者に計画と実

績の確認状況を質問したところ、重要な実行不足は見受けられなかった。しかしなが

ら、チェックマーク等の確認証跡はなく、事業計画と実績を比較した資料も作成され

ていなかった。 

事業計画に従い適正に実行されていることについて確認したことを説明できるよ

うに、業務報告書を予実比較形式にする等、検証結果を記録として残す必要がある（意

見番号 24）。 

  




