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第2部　結果及び意見

第1章　結果及び意見の一覧

第1　定義

本報告書における「結果」及び「意見」の定義は次のとおりである。

結果 ・適法性（法令，条例，規則，規程，要綱等）の観点から，改善の必要を認める事項。
・経済性・効率性・有効性（いわゆる 3E）の観点から，改善の必要を認める事項。

意見 適法性の問題はないものの，経済性・効率性・有効性（いわゆる 3E）の観点から，改善
することが期待される事項。

第2　一覧

本報告書において記載した「結果」及び「意見」の概略は次のとおりである。詳細は各該当頁を

参照されたい。

1　未収金の管理

意見 /結果 対象 概要 頁
母子父子寡婦福祉貸付金
意見 1 こども青少年局 貸付・徴収事務の効率化を図るため，マニュアルの整備に留まらず，具

体的な作業手順書の整備等を通じて，全区役所での行政サービスの平準
化に努められたい。
（理由）
各区役所の担当者は，貸付・徴収事務のみならず他の未収金の徴収業

務など他事務も兼ねていること，必ずしも貸付けや債権管理に関する知
識・経験が豊富なわけではないこと等の実態に鑑み，貸付・徴収事務の
効率化を図るため，具体的な作業手順書の整備等を通じて，全区役所で
の行政サービスの平準化に努めるべきである。
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意見 2 こども青少年局 各区役所において紙簿冊で管理すべき記録を明確にし，記録の一覧性を
高めること等を通じて，債権管理業務のさらなる効率化を推進するよう，
各区役所に対する指導を徹底されたい。
（理由）
実地調査を行った 3区役所とも，借用書等の原本は個別の案件ファイ

ルで保管されていたものの，ファイル（紙簿冊）の記録・管理状況は区
役所によってかなりのばらつきが見受けられた。
紙簿冊が整理して記録・管理されていない状況で，人事異動等により

担当者が変わると，その都度，案件の把握に一定の時間を要する事態と
なるため，徴収事務が非効率とならざるを得ない。
各区役所の文書管理の統一性を図るとともに，他業務と並行して徴収

事務を行う各区役所担当者が効率的な徴収事務を行うためにも，こども
青少年局において，紙簿冊で管理すべき記録内容を明確にし，記録の一
覧性を高めること等を通じて，債権管理業務のさらなる効率化を推進す
るよう，各区役所に対する指導を徹底されたい。
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意見 3 こども青少年局 母子父子寡婦福祉貸付金制度を利用しようとする者が使える手段として
この制度以外に何があるのか，区において適切な情報提供が可能なよう
に，他制度に関する情報や各区での取組状況を整理のうえ，各区役所担
当者の研修等において周知されたい。
（理由）
母子父子寡婦福祉貸付金は，福祉的目的を有するものの，あくまで返

済を要する貸付金であり，同貸付金の貸付を受けることは利用者にとっ
て一定の負担を負うことである。より負担の軽い制度が利用できる場合
に他制度の利用を促すことは，無用な貸付けを減らすとともに，市民に
対する行政サービス向上にも資する。
他制度に関する情報や利用者（相談者）のニーズに即した先進的な取

り組みを実施している区役所の取り組み状況を整理の上，各区役所で情
報共有させ，相談者のニーズに即した制度利用を促されたい。
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結果 1 こども青少年局・
東淀川区役所・
鶴見区役所・平
野区役所

滞納繰越分については，支払督促等の法的措置の実施を検討されたい。
（理由）
母子父子寡婦福祉貸付金の滞納繰越分のうち徴収困難案件については，

サービサーへの委託を行うなど一定の対応はなされているものの，法的
措置については，少なくとも過去 3年間実施されていない。
支払督促等の法的手続については，「必要な措置」（地方自治法第 240

条第 2項，同法施行令第 171 条の 2）としてとらなければならない。また，
「大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権管理マニュアル」でも，督促後，
催告交渉を繰り返したにもかかわらず誠意が見られずかつ支払能力が予
想される者，あるいは債務承認及び分納誓約書を提出していながら，分
納が 2回以上取り消された者（または正当な理由なく 2回以上不履行と
なった者）は原則として法的措置の対象としている。
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意見 4 こども青少年局 大阪市母子父子寡婦福祉貸付金事務処理要領 12 頁「（3）連帯保証人要件」
のうち，やむを得ない事情の有無に関わらず連帯保証人を付さなければ
ならない資金に関しては，法令上連帯保証人を付す必要がある旨記載す
るよう，同要領の一部見直しを検討されたい。
（理由）
大阪市母子父子寡婦福祉貸付金事務処理要領 12 頁では，各資金の共通

要件として「やむを得ない事情」により連帯保証人なしでの貸付を許容
する内容となっているが，修学資金，修業資金，就学支度資金，就職支
度資金（寡婦就職支度資金は除く）について，配偶者のない女子（男子）
が扶養している者あるいは寡婦の被扶養者に貸し付ける場合には，連帯
保証人を立てなければならないとされており，「やむを得ない事情」の有
無にかかわらず，連帯保証人なしでの貸付けは法令上許されない。
総合福祉システムにおいて，連帯保証人を入力しないと先の入力画面

に進まない仕組みになっていることから，法令上連帯保証人を付さなけ
ればならない事案において，連帯保証人なしでの貸付実施はシステム上
不可能となっているものの，現状の要領の記載からすると，各区役所の
徴収担当者において法令上許容されない貸付けが許容されるとの誤解を
招きかねない。
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児童手当（新法・旧法）返還金，子ども手当返還金
意見 5 こども青少年局・

東淀川区役所・
鶴見区役所・平
野区役所

（こども青少年局）
返還金が発生した際に，不正利得であるか，過誤払い（不当利得）である
かの基準について，区において適正に判断できるよう，各区役所への指導
を徹底されたい。
（東淀川区役所・鶴見区役所・平野区役所）
児童手当（新法・旧法）返還金及び子ども手当返還金が発生する各事案
につき，不正利得か過誤払い（不当利得）かを適正に判断されたい。
（理由）
返還金が不正利得か過誤払い（不当利得）かによって，債権の性質が

異なり，不正利得は強制徴収が可能となるため，滞納処分によるか，裁
判所による法的手続を経るかという点で債権回収の方法も異なる。
実地調査を行った東淀川区役所・平野区役所は，いずれも児童手当（新

法・旧法）返還金及び子ども手当返還金に関しては，原則として過誤払
い（不当利得）として処理している。
また，鶴見区は，平成 28 年度までは過誤払いか不正利得かを案件ごと

に判断していたが，他の区では児童手当返還金は原則過誤払いとして取
り扱っていると聞いたことから，平成 29 年度以降は不正利得として扱う
件数は減っているとのことであった。
しかしながら，児童手当返還金に関しても，不正利得といえるケース

は考えられる。こども青少年局においては，不正利得として処理すべき
事案があることを各区担当者への説明会において説明・周知していると
のことであるが，実地調査を行った区役所の回答を見る限り，いかなる
場合に不正利得となりうるか，区役所において適正な判断ができている
状況とは言い難い。
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意見 6 こども青少年局 各区役所において紙簿冊で管理すべき記録を明確にし，記録の一覧性を
高めること等を通じて，各区役所における債権管理業務のさらなる効率
化を推進されたい。
（理由）
実地調査を行った 3区役所（東淀川区役所・鶴見区役所・平野区役所）

での情報（文書）管理の方法はまちまちであり，返還金処理簿の記載が
不十分な案件や債務承認書の受領日等について総合福祉システムに反映
されていない例が見受けられた区も存在した。未収金管理にとって必要
不可欠な事項が記録・管理されていない場合に，人事異動等により担当
者が変われば，案件の把握に一定の時間を要するだけでなく，適正な未
収金管理ができない事態ともなりかねない。
各区役所の文書管理の統一を図るとともに，他業務と並行して徴収事

務を行う各区役所担当者が効率的な徴収事務を行うためにも，紙簿冊で
管理すべき記録を明確にし，記録の一覧性を高めること等を通じて，各
区役所における債権管理業務のさらなる効率化を推進されたい。
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結果 2 こども青少年局 児童手当（新法・旧法）返還金及び子ども手当返還金の滞納整理に関す
るマニュアルを作成されたい。
（理由）
こども青少年局（子育て支援部管理課）では，児童手当（新法・旧法）

返還金及び子ども手当返還金の滞納整理にかかる独自のマニュアル・要
領は作成しておらず，市債権回収対策室の「債権管理の手引き」や総合
福祉システムの所属運用マニュアルに沿った徴収事務を実施するよう指
導している。
しかしながら，既存の手引き・マニュアルには，いかなる場合に不正

利得（強制徴収公債権）あるいは過誤払い（非強制徴収公債権）と判断
されるかが記載されていない。また，不正利得と過誤払いとで徴収事務
の流れも異なるが，こうした違いが生じることや，それぞれの徴収事務
の詳細な流れについても，既存のマニュアルには具体的に書かれていな
い。
効率的な徴収事務を実施するためにも，児童手当（新法・旧法）返還

金及び子ども手当返還金の滞納整理に特化したマニュアル・要領は必須
である。
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結果 3 東淀川区役所 返還金管理簿の記載について，必要事項の記載がなされていないものが
多数見受けられた。管理簿の記載に漏れがないようにされたい。また，
債務承認書の受領日等，総合福祉システムへの反映がなされていないも
のも見受けられた。適正な時効管理の観点からも（時効中断事由となる）
債務承認書の受領日に関しては総合福祉システムにも適切に反映された
い。
（理由）
東淀川区役所においては，債務承認書について用紙発送日の記載はあ

るが返送の有無・返送受領日等の記録管理ができていないもの，用紙発
送日や納付書の納期限の記載がないものが多数見受けられた。また，債
務承認書について，総合福祉システムからの帳票ではなく，別途書式を
作成して送付しており，債務承認書の用紙発送日や受領日について総合
福祉システムに反映されていない例も見受けられた。
債務承認は，時効中断事由の一つ（民法第 147条第 3号）であることから，

債務承認書の用紙発送や受領に関する事項は「未収債権の管理に関する
事務の処理上必要な」措置（大阪市未収債権管理事務取扱規則（平成 20
年規則第 47 号）第 4条第 2項）をとったものとして，未収債権管理簿に
記載・記録しなければならない事項である。適正な時効管理の観点からも，
債務承認に関する事項は，正確に記載・記録されなければならない。
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意見 7 こども青少年局 非強制徴収公債権である過誤払いによる児童手当（新法・旧法）返還金・
子ども手当返還金に関しては，法的手続の実施を検討されたい。
（理由）
児童手当（新法・旧法）返還金及び子ども手当返還金については，現状，

大半が過誤払いによる返還金（非強制徴収公債権）であり，督促をした
後相当の期間を経過してもなお履行されないときは，一定の場合を除き，
その担保の処分・担保権の実行の手続，保証人に対する履行の請求，訴
訟手続による履行の請求，強制執行の手続といった「必要な措置」をと
らなければならない（地方自治法第 240 条第 2 項，同法施行令第 171 条
の 2）。
こども青少年局においても，「未収債権の目標及び具体処理策」として，

過年度分に関しては，支払督促などの法的措置の実施を改善策の一つと
して，長年掲げておきながら，少なくとも過去 3年間は法的手続を 1件
も実施していない。
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児童扶養手当返還金
意見 8 こども青少年局 各区役所において紙簿冊で管理すべき記録を明確にし，記録の一覧性を

高めること等を通じて，債権管理業務のさらなる効率化を推進されるよ
う，各区役所に対する指導を徹底されたい。
（理由）
実地調査を行った 3区において，返還金処理経過簿等の紙簿冊を確認

したところ，年度ごとにファイリングされ，各ファイルには標題を記載
した管理表を冒頭につけたうえで，個別の返還金処理経過簿や添付資料
（返還金額算出表や未収債権管理記録用紙等）も整理してファイリングさ
れていた区役所もある一方で，年度ごとにファイリングがされておらず，
返還金処理経過簿の記載が不十分なものや返還金額算出表などの添付資
料がファイリングされていないものがある区役所も見受けられた。
各区役所の文書管理の統一を図るとともに，他業務と並行して徴収事

務を行う各区役所担当者が効率的な徴収事務を行うためにも，こども青
少年局において，紙簿冊で管理すべき記録を明確にし，記録の一覧性を
高めること等を通じて，債権管理業務のさらなる効率化を推進されるよ
う，各区役所に対する指導を徹底されたい。
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結果 4 こども青少年局 「児童扶養手当返還金事務処理要領」の内容について，法令に則ったもの
とはいえない不正確な記載や法令改正に対応していない記載が見受けら
れた。
こども青少年局においては，「児童扶養手当返還金事務処理要領」及び区
で用いる様式の見直しを速やかに実施されたい。
（理由）
「児童扶養手当返還金事務処理要領」において，徴収猶予あるいは履行
延期の特約等（法令上の猶予制度）と分割納付誓約（事実上の猶予行為）
を同じ意味に捉えているように読める記載が見受けられた。また，国税
通則法及び国税徴収法の改正により，平成 27 年度以降，徴収猶予あるい
は換価の猶予に際し，担保を要しないとされる場合の滞納額が 50 万円か
ら 100 万円に引き上げられたにもかかわらず，「児童扶養手当返還金事務
処理要領」や区で用いている分割納付申請書の様式には，この改正が反
映されていなかった。
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結果 5 こども青少年局・
平野区役所

不正利得による返還金の徴収において，徴収の猶予あるいは換価の猶予
の要件に該当する場合，担保を徴すべき事案に担保が徴されていないも
のが見受けられた（平野区役所）。
（平野区役所に対して）国税徴収の例により，徴収の猶予あるいは換価の
猶予を行う場合には，原則として猶予に伴う担保の提供を受けること，
担保不徴取の場合は，担保を要さない理由の聴取及び裏付け資料の添付
を徹底されたい。
（こども青少年局に対して）国税徴収の例により適正な徴収事務が実施さ
れるよう，「児童扶養手当返還金事務処理要領」の内容を見直した上で，
各区役所への指導を徹底されたい。
（理由）
徴収の猶予・換価の猶予のいずれについても，猶予に係る滞納額が 100

万円以下の場合又は担保を徴することができない特別な事情がある場合
を除き，担保を徴さなければならない（同法第 152 条，国税通則法第 46
条第 5項）。平野区役所において，猶予に係る滞納額が 100 万円を超えて
いるにもかかわらず，担保の提供を受けていない案件が判明し，また，
担保を要さない「特別な事情」を裏付ける事情の聴取や資料の添付もな
されていなかった。
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結果 6 平野区役所 不正利得による返還金について，充当による返還処理を行う場合に，一
部のみ充当している案件が見受けられた。不正利得による返還金につい
て充当による返還処理を行う場合には，全額充当による返還金処理を徹
底されたい。
（理由）
不正利得による返還金については，債務者が返還に応じない場合に，

債務者の同意を得ずに充当による返還処理を行える。この場合，内払調
整と異なり，返還金が完納されるまで手当の全額を充当することとなっ
ているが（児童扶養手当返還金事務処理要領 57 頁），平野区役所において，
不正利得による返還金につき，全額充当による返還処理をすべきにもか
かわらず，一部しか充当していない案件が見受けられた。
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結果 7 こども青少年局・
東淀川区役所・
平野区役所

分割納付誓約について，適正な分割納付額を裏付ける資料（家計収支表
など）を徴取することなく分割納付額を決定していた区が見受けられた
（東淀川区役所・平野区役所）
（東淀川区役所・平野区役所に対して）分割納付誓約を徴取する際には，
適正な分割納付額を裏付ける事情を聴取し，裏付けとなる資料もあわせ
て徴取されたい。
（こども青少年局に対して）法令に従った徴収事務が実施されるよう，「児
童扶養手当返還金事務処理要領」の内容を見直した上で，各区役所への
指導を徹底されたい。
（理由）
本来，滞納している児童扶養手当返還金については，一括納付が原則で

あるところ，分割納付に応じる場合には，まず，法令上の徴収緩和制度で
ある徴収猶予・換価の猶予（不正利得による返還金）あるいは履行延期の
特約等（過誤払いによる返還金）による徴収を検討すべきであり（児童扶
養手当返還金事務処理要領 7～ 10 頁，38 ～ 41 頁参照），上記各制度の要
件にあてはまらないものについて（事実上の行為である）分割納付誓約に
より徴収することを検討すべきであるが，法令上の徴収緩和制度を用いる
にせよ，分割納付誓約によって徴収するにせよ，一括納付が困難であるこ
と及び適正な分割納付額を裏付ける事情を聴取する必要がある。

63

児童福祉施設徴収金
意見 9 こども青少年局

・東淀川区役所・
鶴見区役所・平
野区役所

（こども青少年局）
児童福祉施設徴収金の徴収事務について，区役所における徴収事務の現
状に鑑み，実効性ある徴収事務を実施すべく，各区役所との間で協議・
調整されたい。
（東淀川区役所・鶴見区役所・平野区役所）
区役所における児童福祉施設徴収金の徴収事務の現状を把握するととも
に，こども青少年局との協議・調整を踏まえて，徴収事務の体制見直し
を検討されたい。
（理由）
実地調査を実施した 3区役所とも，徴収を担当する職員は 1～ 2 名で

あり，いずれの区役所の担当者も児童虐待やDVの担当業務等，非常に
繁忙な業務と兼務していることから，児童福祉施設徴収金の徴収事務は，
定期的な督促状・催告書の送付が精一杯で，債務者から連絡があれば適
宜対応するのが限度という現状であった。

68

意見 10 こども青少年局 各区役所において紙簿冊で管理すべき記録を明確にし，記録の一覧性を
高めること等を通じて，債権管理業務のさらなる効率化を推進されるよ
う，各区役所に対する指導を徹底されたい。
（理由）
実地調査を実施した 3区役所とも，前任者が記録・保管していた未収

債権管理簿等の台帳をそのまま引き継いで管理している状況で，何を紙
簿冊（台帳）あるいはシステムで管理すべきかについても統一性がなく
バラバラの状況にあった。また，いずれの区役所も，未収債権管理簿の
必要事項につき記載がなされていないものが多数見受けられた。
各区役所の文書管理の統一性を図るとともに，人事異動等による担当者変

更があっても速やかに徴収事務に対応できるように，こども青少年局において，
紙簿冊において管理すべき記録を明確にし，記録の一覧性を高める工夫に努
められるとともに，各区役所に対する指導を徹底されたい。

69

結果 8 東淀川区役所・
鶴見区役所・平
野区役所

未収債権管理簿について，必要事項の記載がなされていないものが多数
見受けられた。管理簿の記載に漏れがないようにされたい。
（理由）
債務者ごとに「未収債権管理簿」を作成し，必要事項を記載，記録し

なければならないとされているものの（大阪市未収債権管理事務取扱規
則第 4条），往査したいずれの区役所においても必要事項（納入通知や督
促の発送日・納期限や催告発送日，時効起算日）の記載がなされていな
いものが多数見受けられた。
未収債権管理簿で記載を求められている納入通知や督促の発送日・納

期限や催告発送日，時効起算日については，未収金を管理していく上で
根幹となる情報であり，こうした情報が管理簿から欠落すれば，未収債
権を（時効期間経過等により）不納に陥らせるリスクが増大するものと
いわざるを得ない。
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保育所保育料
結果 9 こども青少年局 平成 27 年度以降に発生した公立保育所保育料については，実態に即して，

強制徴収公債権として取り扱う旨，周知徹底されたい。
（理由）
大阪市では，市のホームページ「未収債権の目標及び具体処理策につ

いて」において，平成 27 年度以降に発生した公立保育所保育料を非強制
徴収公債権として取り扱っている旨記載されているが，公立保育所保育
料については，強制徴収できる権限を定めた法律上の根拠（児童福祉法
第 56 条第 8 項・代行執行）がある以上，「法律で定める使用料その他の
普通地方公共団体の歳入」（地方自治法第 231 条の 3 第 3 項）として，強
制徴収公債権として取り扱うべきであり，大阪市における実際の徴収事
務においても，裁判手続を経ての徴収は想定されていない。市のホーム
ページにおいて非強制徴収公債権と明記することは，市民に対し，公立
保育所保育料については裁判手続を経て徴収するとの誤解を与えかねな
いことから，実態に即して，市のホームページにおいても強制徴収公債
権として取り扱う旨，周知徹底されたい。

78

結果 10 こども青少年局 平成 27 年度以降に発生した公立保育所保育料のうち，児童福祉法第 56
条第 8 項の規定に基づいて代行徴収する分については，児童手当からの
特別徴収の実施を検討されたい。
（理由）
大阪市では，平成 27 年度以降に発生した公立保育所保育料については，

児童手当からの特別徴収を行わない取り扱いとなっている。しかしなが
ら，児童手当法第 22 条第 1項によると代行執行が可能となった公立保育
所保育料については，児童手当からの特別徴収も可能である。過去の特
別徴収による徴収実績から見ても，代行執行が可能となった公立保育所
保育料の未納分に関して特別徴収が可能となれば，一定の徴収実績が見
込まれることから，公立保育所保育料（代行執行が可能となった未納分）
についても，児童手当からの特別徴収の実施を検討されたい。

78

延長保育利用料
意見 11 こども青少年局 時効期間の解釈変更に伴い，現在，未収金として計上されている延長保

育利用料については，すべて消滅時効期間が経過したことから，徴収見
込みがあると明らかに判断できるものを除き，債権放棄をしたうえでの
不納欠損処理を検討されたい。
（理由）
大阪市では，延長保育利用料を私債権として扱い，かつ，消滅時効期

間は 10 年（民法第 167 条）として取り扱っていたが，平成 27 年度から
平成 28 年度にかけて，外部弁護士や市債権回収対策室の意見を徴した結
果，民法第 173 条第 3 号（教育を行う者が生徒の教育，衣食等の代価に
ついて有する債権）に該当するとして，平成 26 年度以前に発生した延長
保育利用料については，消滅時効期間を2年として取り扱うこととなった。
これにより，現状未収金として計上されている延長保育利用料は，全て
消滅時効期間が経過していることとなった。
現在未収金として計上されている延長保育利用料は，平成 10 年度から

平成 23 年度にかけて発生した長期滞納案件である。消滅時効期間が経過
しているうえ，これまでも回収に向けて督促・催告をしてきた状況で，劇
的に回収額が増加することは見込みがたく，今後，実回収額と同額以上
の経費をかけ続けて管理していくことの合理性は見いだせないことから，
債務者から支払の意向が表明されているなど回収可能性が明らかである
ものを除いて，債権放棄の上，不納欠損処理することを検討すべきである。
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幼稚園保育料
結果 11 こども青少年局 滞納繰越分については，法的措置の実施を検討されたい。

（理由）
大阪市では，少なくとも過去 3年間，幼稚園保育料について法的手続

を実施した実績はない。
地方自治法第 240 条第 2 項及び同法施行令第 171 条の 2 では必要な措

置として法的手続（支払督促・訴訟等）をしなければならないと規定さ
れている。「幼稚園使用料未納対策事務取扱要綱」第 4の 4「法的措置の
実施」においても，法的措置の予告を送付したうえで，なお未納使用料
の全額または一部納付がないときは支払督促の申立てを行うとされてい
る。
法的手続を経たうえで，生活困窮等を理由に徴収不能と判断できるケースに

ついては，速やかに債権放棄・不納欠損の手続に移行でき，その結果，長期
未収案件が減少し，徴収事務の効率化に資することとなる。
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その他未収金（母子家庭等技能習得貸付金・臨時職員社会保険料立替金納付遅延損害金・幼稚園一時預かり
利用料・子育て世帯臨時特例給付金返還金）
意見 12 こども青少年局 子育て世帯臨時特例給付金返還金について，転居等による宛先不明者に

対しては，所在確認調査（住民票・戸籍附票等の公用請求や訪問調査など）
を進められたい。
（理由）
平成 29 年度「未収債権の目標及び具体処理策」35 頁によると，転居等に

よる宛先不明者による取組について検討課題とされているところ，こうした宛
先不明者については，所在確認調査が必須となる。

88

未収金全体
意見 13 こども青少年局 保育所保育料以外の強制徴収公債権（特に，児童扶養手当返還金（不正

利得）・児童福祉施設徴収金）について，滞納処分（財産調査・差押）を
積極的に実施するよう，各区役所との間で協議・調整を徹底すべきである。
（理由）
保育所保育料については，人的体制も整備されており，積極的に滞納処分

を実施しているが（平成 26 年度～同 28 年度の滞納処分の件数：1232 件）
その他の強制徴収公債権に関しては，財産調査を一定程度実施しているもの
の，滞納処分はほとんど実施されていない状況にある（不正利得による児童
扶養手当返還金の滞納処分件数（平成 26 年度～同 28 年度）7件，児童福
祉施設徴収金の滞納処分件数（平成 26 年度～同 28 年度）2件）。強制徴収
公債権については，自力執行権・財産調査権限という強い権限を有するもの
である以上，その権限は適正に行使すべく，各区役所との間で協議・調整を
徹底されたい。
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意見 14 こども青少年局 非強制徴収公債権・私債権（特に，幼稚園保育料・児童手当返還金（過
誤払い分）・母子父子寡婦福祉貸付金・ひとり親家庭医療費助成返還金・
子育て世帯臨時特例給付金返還金）については，督促・催告をしても未
納が解消されないものについて，法的手続（支払督促等）の実施へ向け
ての体制整備を進められたい。
（理由）
非強制徴収公債権・私債権については，督促をした後相当の期間を経過し

てもなお履行されないときは，一定の場合を除き，その担保の処分・担保権
の実行の手続，保証人に対する履行の請求，訴訟手続による履行の請求，
強制執行の手続といった「必要な措置」をとらなければならない（地方自治
法第 240 条第 2 項，同法施行令第 171条の 2）。
こうした必要な措置を取る義務が解除されるためには，徴収停止（同

法施行令第 171 条の 5）や履行延期の特約等（同法施行令第 171 条の 6）
といった一定の例外事由の存在が認められなければならない。
必要な措置をとる義務が解除される理由が認められるのであれば，そ

の理由となるべき事実及びその事実を認定できる根拠を明記した決裁手
続を行うべきである。また，そうした理由が認められない以上は，法的
手続による請求等の必要な措置をとるべきである。

89

意見 15 こども青少年局 こども青少年局が所管する各未収金の滞納整理に関するマニュアル・要
領について，市債権回収対策室の債権管理・回収アドバイザーによる確
認を受けるとともに，今後，滞納処分（強制徴収公債権）や法的手続（非
強制徴収公債権・私債権）等を実施していくにあたって，対策室への相
談等を積極的に活用されたい。
（理由）
こども青少年局においては，児童扶養手当返還金や母子父子寡婦福祉貸

付金等，未収金ごとにマニュアル・要領を作成しているところがあるが，市債
権回収対策室では，こうしたマニュアル・要領の具体的な内容をまったく把握
していないということであった。
本来，徴収事務に関しては，各未収金を所管する部局あるいは区役所に

おいて行うべきものであるが，今後，適正かつ効率的な徴収事務を実施する
にあたっては，滞納処分（強制徴収公債権）や支払督促等の法的手続（非
強制徴収公債権・私債権），徴収猶予制度に関する専門的知識・経験を有す
る市債権回収対策室の協力は必須である。また，全庁的に未収金対策を推
進していく中で，適正かつ効率的な徴収事務を実施するためには，担当部局
から市債権回収対策室へ各未収金に関する積極的な情報提供（情報共有）
を行うとともに，各マニュアル・要領が法令に則った適正な内容となっている
かどうか，市債権回収対策室の債権管理・回収アドバイザーによる確認を受
けるべきである。
さらに，今後，滞納処分や支払督促等の法的手続を実施していくにあ

たっては，同対策室への相談等を積極的に活用することにより，法令に
従った適正な徴収事務が可能となる。
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2　保育所・幼稚園の整備

意見 /結果 対象 概要 頁
保育所の整備
意見 16 こども青少年局 各区の地理的条件，将来の未就学児の推定人口，障がい児や生活保護世帯

児童等，市立保育所での受入れの必要性が高い児童の推定割合などを考
慮し，セーフティーネットとして存置する保育所については，保育士の
人材確保の観点も踏まえ，老朽化した建物の建替えに向けて，位置，規模，
機能，設備仕様などを検討されたい。
また，それ以外の保育所は，中長期的な市費の削減を踏まえて，原則と
して民間移管を，民間移管できない場合は民間委託又は廃止を，着実に
進められたい。
（理由）
これまで，民営化の取組が先行し，民間移管先の公募手続が複数回試

みられたが，適切な法人の選定に至らず，直営を継続することとなった
保育所や，移管先法人選定前に老朽化による建替えの時期を迎え，市費
を投じることとなった保育所が発生している。今後もセーフティーネッ
トとして存続する保育所以外の保育所については民間移管等が進められ
るものの，市の計画においてはまだ一定の期間を要することとされてお
り，その間，市費による運営費や建替費の負担が継続して発生する。
残存する保育所がセーフティーネットとして担うべき役割を果たし得

ないリスクを考慮すると，大阪市にはその対策を確実に行うことが求め
られる。
セーフティーネットとして公設公営を維持する保育所の担うべき役割

は重要であり，かつ，それにふさわしい立地，規模，機能，人員体制等
が求められることは明らかであるから，民間移管できない保育所が結果
としてセーフティーネットとしての保育所となる消去法的選定に陥らな
いよう，より積極的にその策定を進めることが必要である。
また，その維持に係る経費を見込み，建物の建替えや保育士の採用な

どを計画的に行う必要もある。
これらを確定することにより費用削減効果額の長期的な目標値の設定

や削減効果の検証も可能となる。
かかるセーフティーネットとして存置する保育所の位置，規模，機能，

人員体制等の策定には，利便性や防災にかかる各区の地理的条件に加え，
将来の未就学児の推定人口，障がい児や生活保護世帯児童等，市立保育
所で受入れの必要性が高い児童の推定割合などを考慮することが肝要で
ある。
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意見 17 こども青少年局 直営・委託問わず，全市立保育所に対して，施設の日常点検の要領を周
知するとともに，点検チェックシート等に基づく日常点検実施結果の記
録と保管をするよう周知・徹底されたい。
（理由）
直営の保育所は，こども青少年局の担当課から所長に対して年に 1回

日常点検要領の説明を受けていたが，運営を委託している市立保育所で
は，そのような直接の日常点検要領の説明の機会は設けられていなかっ
た。
また，すべての保育所に対して，日常点検結果の記録と保管は指示さ

れていなかった。
しかし，市が設置者として維持管理責任を負う市立保育所の建物は，老

朽化が進んでおり，その維持管理責任は廃止あるいは民間移管が完了す
るまで，セーフティーネットとして存置する保育所については将来にわ
たって続く。こうした状況下では，入所児童・職員の安全確保はもちろ
んのこと，修繕費用の減縮化 ･平準化のためにも，施設の不断のメンテ
ナンスが重要であり，そのためには施設管理者による日常点検が正しく，
確実に行われることが重要である。建築の専門家ではない施設管理者が
日常点検要領を正しく理解し，点検チェックシート等に基づいた点検が
確実に実施されるよう周知する必要がある。
また，現在大阪市においては，施設の特性に応じた現状把握を行うこ

とを目的とした「施設カルテ」というデータベースの整備を進めており，
保育所の築年，構造等の基本情報及び工事履歴に加え，今後は，法定点検，
保守点検，日常点検などの実施状況の入力も予定されている。
とすると，施設管理者においてすることとされている日常点検実施の

記録はすべての保育所で作成され，備え置かれている必要がある。
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幼稚園の整備
意見 18 こども青少年局 市立幼稚園については，民間移管あるいは廃園までの間，保育所等の待

機児童の発生状況や幼児教育の低年齢化の動向等を考慮し，一時的にで
も，空き教室を活用するなどして 3歳児学級を設置あるいは増設するこ
とを検討されたい。なお，将来の未就学児の人口予測等に照らし，継続
的にニーズが見込まれる幼稚園においては，より低年齢から受け入れる
認定こども園への移行も検討されることが望ましい。
（理由）
大阪市の市立幼稚園の民間移管等にはいまだ年月を要することが見込

まれ，その間存続する市立幼稚園はできるだけ有効活用されなければな
らない。
現在，大阪市立幼稚園のほとんどで定員割れが生じ，空き教室が生じ

ている幼稚園もあるが，3歳児学級は抽選が実施される幼稚園も多い。
近時の幼児教育の低年齢化の傾向や，3歳児学級は育児休業明けや小規

模保育事業からの移行者，求職者などの保育所入所希望者にとっても検
討対象となること，3歳児は保育所等の待機児童も一定数発生しているこ
とも併せ考えると，3歳児学級を新設あるいは増設することは，現在の保
育ニーズに適うものといえる。
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意見 19 こども青少年局 幼稚園の空き定員を，幼児教育を希望する児童のほか保育を必要とする
児童や潜在的な保育ニーズの受け皿としても活用しうるように，幼稚園
に関する情報を印刷物，ホームページ等従来の手法に加えて，利用者支
援事業の活用など新たな手法やより効果的な手法を検討し，実施するこ
ととされたい。
（理由）
民間移管等には相当の年月が見込まれる状況下，大阪市が市立幼稚園

の運営費や維持管理費の負担が続く以上，限られた人的・物的資源の有
効活用のため，また，幼稚園教育の充実のためにも，幼稚園の空き定員
は十分に活用される必要がある。
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意見 20 こども青少年局 市立幼稚園の施設管理者に対し，点検チェックシート等に基づく施設の
日常点検結果の記録と保管を周知・徹底されたい。
（理由）
日常点検の確実な実施のため，また，施設カルテに施設の状態を正し

く集約するため，各幼稚園が点検チェックシート等に記録し，保管する
ことは重要である。
すなわち，市が設置者として維持管理責任を負う市立幼稚園の園舎は，

老朽化が進んでおり，その維持管理責任は廃園あるいは民間移管が完了
するまで続く。こうした状況下では，園児・職員の安全確保のためはも
ちろんのこと，修繕費用の減縮化 ･平準化のためにも，施設の不断のメ
ンテナンスが重要であり，そのためには施設管理者による日常点検が正
しく，確実に行われることが重要である。
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3　委託事業の管理

意見 /結果 対象 概要 頁
妊婦健康診査・乳児一般健康診査
結果 12 こども青少年局 妊婦健康診査についても，受診率に関する事業目標を定めるべきである。

（理由）
妊婦健康診査においては，事業目標として，妊娠 11 週までの妊娠届出

率に関する数値目標が定められているが，妊娠届出率は，あくまで，妊
娠時において遅滞なく妊娠の事実を大阪市が把握することを裏付ける数
値に過ぎず，その後，妊婦において健康診査をもれなく受診したことを
裏付ける数値ではない。
「妊婦の健康管理の向上を図る」こと，「妊娠全期間において，妊娠高
血圧症候群や貧血等を早期に発見し，早期に対応することで，安全に安
心して妊娠・出産することができるように支援する」ことを目的として
当該事業を実施しているのであるから，当該目的の達成度を示す指標と
しては妊娠届出率では足りず，妊婦健康診査の受診率も併せて評価の対
象とすべきである。

147
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結果 13 こども青少年局 医療機関から提出された妊婦健康診査受診票につき，医療機関別・月別
の管理を徹底しなければならない。
（理由）
医療機関から提出された請求書添付の妊婦健康診査受診票（原本）に

ついては，現在，月単位で段ボール箱に詰め込まれた状態で保管されて
いるところ，当該段ボール箱は，緩衝剤を敷き詰めたうえで，十字に口
をガムテープで封函されている状態になっており，事後的に開封して確
認されることを想定した記録の管理にはなっていない。
大阪市文書管理条例において「本市の機関は，前項の規定により編集

された公文書の保存期間が満了するまでの間，その内容，時の経過，利
用の状況等に応じ，適切な保存及び利用を確保するために必要な場所に
おいて，識別を容易にするための措置を講じた上で当該公文書を保存し
なければならない。」（第 6 条第 2 項）と明確に定められているところ，
医療機関一覧表が添付されている箱もあったものの，「識別を容易にする
ための措置」が講じられているのか疑問なしとはしえない。
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意見 21 こども青少年局 医療機関発行の月別の請求書については，写しを受診票と別に管理する
など，一覧性のある記録の管理に努められたい。
（理由）
妊婦健康診査や乳児一般健康診査の医療機関の月別の請求書（原本）は，

受診票綴りの一番上にホチキス留めされる形で，受診票とともに，前述
の段ボール箱に収納されていた。
請求書原本（あるいは，その写し）は，当該月ごとの出金を基礎づける

基本的な書面であるところ，かかる書面が月次精算の帳簿と一体的に管
理されていないことは，「公文書の…（中略）…利用の状況等に応じ，適
切な保存及び利用を確保するために必要な場所において，…（中略）…
保存」（大阪市公文書管理条例第 6条第 2項）とされていることに鑑みても，
また，月々の精算処理が適正になされているのか，事後的・複層的に確認・
チェックするという観点からも，適正とは言えない。
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乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業
結果 14 こども青少年局 各訪問事業の単価（訪問 1件あたりの単価）を訪問指導時間数に基づき

算出している以上，実際訪問に要した時間数を確認すべきである。
（理由）
乳児家庭全戸訪問事業であれば，訪問指導 1件 130 分，1件当たりの委

託料を 3,810 円としているところ，こども青少年局の説明によれば，「委
託雇用職種が助産師であり，日額単価 11,160 円から，1時間あたり 1,500
円となる」として，130 分につき，「3,250 円 +460 円 +100 円 =3,810 円 4」
という計算のもとで，1件 130 分 3,810 円という金額設定がされていると
のことである。
これは，1件当たり 130 分の時間をかけて訪問が行われることを前提

として，当該時間に見合う対価としての委託料を算出したものであるし，
乳児家庭全戸訪問事業の業務委託契約仕様書においても「事業内容記載
の訪問実施及び想定時間 130 分」とされているところである。
しかし，実際に，各訪問について何分間の時間を要したのか，記録上

一切明らかにされていない。
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意見 22 こども青少年局 各訪問事業について，将来の ICT化も見据え，書式の統一化を進められ
たい。
（理由）
大阪市から助産師会に委託している訪問事業としては，「母子訪問指導

事業」「乳児家庭全戸訪問事業」「養育支援訪問事業」の 3 種類があり，
平成 29 年度からは，これらの 3事業について一括して助産師会に対し委
託している。
しかるに，各訪問事業については，訪問指導時に作成される訪問票に

おいて聴取事項に重複が認められるものの，書式が統一されていない。
業務の ICT化を見据えた場合，書式を統一させないまま各訪問事業を

推進し続けていると，訪問事業におけるシステムの開発・設計やデータ
ベース化に際して，訪問事業別にシステムを組まなければいけなくなる
等の無用のコストを生じせしめるリスクが想定される。

156

4  交通費相当額 460 円，事務費 100 円。
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救急安心センター事業，休日・夜間急病診療所の運営事業
意見 23 消防局 救急安心センター事業の業務委託契約に関し，人件費単価の妥当性につ

いて，今一度検証されたい。
（理由）
救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託の積算

資料によれば，医師の人件費について，「平日」及び「土日」は 1日（24
時間）あたり 160,000 円，ゴールデンウィークは 1日（24 時間）あたり
192,000 円，「年末年始」は 1日（24 時間）あたり 240,000 円となっていた。
上記について，深夜割増の時間帯（労働基準法第 37 条第 4項）を斟酌

して日額（8時間労働相当額）を割り戻す（午後 10 時から翌日午前 5時
までの 7時間につき 1.25 倍とし，25.75 時間の金額設定になっているとし
て，8時間分を計算する）と，「平日」及び「土日」は「49,708 円」，「ゴー
ルデンウィーク」は「59,650 円」，「年末年始」は「74,563 円」となる。
他方，平成 28 年の賃金構造基本統計調査（賃金センサス）によれば，「医

師」の「男女計」「企業規模計（10 人以上）」において，「きまって支給す
る現金給与額」は「955.3」（千円），「年間賞与その他特別給与額」は「937.1」
（千円）となっており，概ね，平均の年間所得額は 12,400,700 円（955.3 千
円× 12 箇月 +937.1 千円 =12,400,700 円）となっている。
当該金額を 365 日で除すると約 33,975 円となる（なお，大阪市職員の

年間勤務日数である 243 日で除すると，約 51,032 円となる）。
賃金センサスに基づく数字に比べると，委託積算資料の金額は，同額

程度からやや高額な金額になっている。
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結果 15 健康局 休日・夜間急病診療所の運営事業の委託料精算においては，事業費と収
入の差額を委託料とする手法を取っていることに鑑み，診療報酬につい
て振込通知等の裏付資料の確認を徹底するとともに，事業費について領
収書を精査する等，収入・支出の両面における金額の正確性精査を行う
べきである。
（理由）
休日・夜間急病診療所の運営事業の委託においては，委託契約書や仕

様書において具体的な単価の設定をしておらず（要するに，休日の急病
診療所の維持（病床の確保）につき，1日何円というような基準をあら
かじめ定めていない。），当該事業のために支出した費用（事業費）から
当該事業によって受託者が得られた診療報酬（収入）を控除した残額を，
当該委託事業の委託料と定めている。
しかるに，検収において，支出に関し，同財団が購入し，同財団が開

設する診療所に納入されたであろう物品について，診療所に対する調査
を行って納入の裏付けを確認するような作業はされていない。
また，収入についても，銀行の振込明細（社会保険診療報酬支払基金

からの入金の記録）は確認しているものの，支払機関からの診療報酬に
関する月次の振込通知や患者自己負担分の徴収に関する記録までの確認
は取れていない。
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利用者支援事業・子育て活動支援事業
結果 16 東淀川区役所 利用者支援事業に関する委託契約の実績報告書記載のとおりに相談がな

されているのか確認するうえで，受託者作成に係る相談票等の相談記録
を必ず取得すべきである。
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こども青少年局 こども青少年局においても，利用者ニーズ情報のとりまとめを実施する
うえで，正確な情報集約を実施できるよう，各区役所との間で協議・調
整を徹底すべきである。
（理由）
東淀川区役所への往査においては，委託者から相談票の写しの提出を受

けておらず，実績報告書記載の相談件数及び相談内容について，正確に相
談票から転記されたものであるのか否か，一切確認がなされていなかった。
また，区からこども青少年局に報告されている相談件数に合致する相談

票が存在しない（作成されていた相談票の通数と，区からこども青少年局
に報告されている相談件数が合致していない）という区役所も存在した。
利用者支援事業が単なる相談事業にとどまらず，利用者のニーズを行

政のサービスにフィードバックする目的も事業内容に含まれていること
（「利用者の個別ニーズを把握し，それに基づいて情報の集約・提供，相
談，利用支援等を行うことにより，教育・保育施設や地域の子育て支援
事業等を円滑に利用できるよう実施すること」「教育・保育施設や地域の
子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整，連携，協働
の体制づくりを行うとともに，地域の子育て資源の育成，地域課題の発見・
共有，地域で必要な社会資源の開発等に努めること」）に鑑みれば，こど
も青少年局が取りまとめている相談件数について，その正確性が担保さ
れていないということは看過できるものではない。
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結果 17 東淀川区役所・
旭区役所

委託事業の実績報告においての収支計算について，領収書等の裏付資料
の確認を徹底すべきである。
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結果 18 東淀川区役所 委託料を増額したことについて，その検討過程を文書において明らかに
すべきである。万が一，変更契約の存在を看過したのであれば，可及的
速やかに取戻しの措置等を講じられたい。
（理由）
東淀川区と旭区においては，委託契約の検収時に提出される収支計算

書について，領収書等の裏付資料により，その記載金額の正確性を確認
する作業はしていないとのことであった。
東淀川区については，委託料が増額となっている（平成 27 年度の委託

料が 6,233,334 円であるのに対し，平成 28 年度の委託料は 6,732,000 円で
あった。）が，増額の経緯や理由については，特段の記録が残されておらず，
全く不分明であった。
受託者からの更新申請において提出されている「平成 28 年度収支予算

書」において「H27 契約額を記入すること」となっているにもかかわらず，
変更契約前の金額が記載されていること等にも鑑みると，変更契約（平
成 27 年度途中において，消費税相当額について減額の変更契約が行われ
ている）の存在を看過したとの疑念も生じかねない。
大阪市利用者支援事業実施要綱では，「大阪市が第 2条の規定に基づき

事業の委託を行った場合は，事業者に対し，事業にかかる経費を委託料
として支弁する。また，事業者は事業にかかる収支を明確にし，事業終
了後，速やかに事業の実績を報告しなければならない。」（第 6条）と明
確に定められているが，現状，利用者支援事業の委託契約につき収支の
正確性は全く確認されていないものと言わざるを得ず，速やかに是正す
べきである。

意見 24 こども青少年局・
住之江区役所

特定型の利用者支援事業を実施する場合においては，地域連携業務への
従事も含めて，従事業務の範囲の拡張を検討されたい。
（理由）
アウトリーチを目的とした活動（例えば，「利用者支援」においても，

区役所内相談窓口にとどまらず，こども・子育てプラザや子育てサロン等，
外部での相談受付等）を積極的に実施しない場合には，相当の手待ち時
間が生じてしまうと推測されるケース（例えば，住之江区役所においては，
1週間の出勤日 5日間のうち 2日間しか相談が実施された記録がなく，そ
の余の日について，出張の記録も存在しないケースなど）も認められた。
利用者支援事業の平成 28 年度決算額（73,082,888 円）のうち多くをか

かる報酬（51,474,710 円）が占めていることに鑑みても，利用者支援専門
員の知見を最大限に活用するために，手待ち時間（あるいは不就労時間）
が生じることのないよう，可能な限り「地域連携」についても実施され
たい。
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子どものショートステイ事業
意見 25 こども青少年局 利用申請書の記載内容の妥当性・正確性について，検討過程・判断過程

を記録に残すよう努められたい。
（理由）
①利用申請書には「子どもを育てるのが初めて」と記載しながら，続

柄を「三女」としている申請書や，②別のこどもの「入園式」に参加す
るために 3日間の利用を申請するもの（そして，3日間の利用が認められ
ている。）等が散見された。
利用者本人に負担が生じない場合には，最大で 1日につき 10,700 円の
委託料が発生することに鑑みると，当該事業の利用日数の判断につき，
その判断過程の記録は適切に作成・管理されなければならない。
しかし，どのような判断過程を経て，各申請の利用日数に関する判断

をしたのか，記録が残されておらず，不分明となっていた。
事業の性質に鑑みて，利用者にとって障壁となるような管理は避ける

べきではあるものの，濫用的な利用は防止して然るべきである。例えば，
「出張」の場合には，何月何日から何月何日まで，どの地域への出張のため，
何日間の預かりが必要か，申請書において具体的にヒアリングに基づく
記録がされているものもあった。上記のような「入園式」のケースを始
めとして，大阪市子育て短期支援事業実施要綱（子どものショートステ
イ事業）第 7条の該当性判断過程を適切に記録化するという観点からは，
申請書類から明瞭となるような書式の工夫や当該書式に基づく運用につ
いての指導を徹底しなければならないものと思料する。
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発達障がい者支援センター運営等事業・発達障がい児専門療育機関運営事業
結果 19 福祉局 発達障がい者支援センター運営等事業につき，仕様書所定の水準に満た

ない事業委託料精算報告が提出されている場合には，減価採用（委託契
約書第 37 条）の問題も生ずる。検収時において，仕様書所定の水準に客
観的に合致しない箇所を検出した場合には，減価採用の権限行使（不行
使も含む。）について，判断過程を記録として残すべきである。
（理由）
「大阪市発達障がい者支援センター運営等事業仕様書」上は，「標準的
な人員配置」として常勤職員 10 名以上の配置を求めている一方，同事業
の事業委託料精算報告書においては，「人件費」は「9名分」となっていた。
福祉局の説明によれば，当該不足する 1名分（「地域サポートコーチ」

1名分）については，従事する業務に関する知見等の多様性を考慮し，開
催講座の種類に応じて，都度適切な人材を講師として招くという外部人
材の活用を認めたとのことであるが，当該外部人材も常勤ではない。
仕様書と委託事業精算報告書との間に相違があることに鑑み，検査合

格とした判断過程について検査調書等において記録化すべきである。
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結果 20 福祉局 発達障がい者支援センター運営等事業につき，概算契約であること及び
人件費が委託料の大部分（報償費も含めれば 80%相当）を占めることに
鑑み，検収時においては，収支報告書記載の人件費の正確性・適正性に
ついて，賃金台帳等の客観資料も精査すべきである。
（理由）
平成 28 年度の当該事業の委託料精算報告書によれば，支出額の

「72,748,118 円」のうち，人件費に「49,200,049 円」，報償費に「9,549,161 円」
が費やされている。
しかるに，検収時において，委託料精算報告書記載のとおりに人件費

が支出されているのか否かについては，賃金台帳等の客観資料に基づく
確認は行われていないとのことであった。
検収時における収支精算に関する市（福祉局）の調査は不十分である

と言わざるを得ない。
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意見 26 福祉局 発達障がい児専門療育機関運営事業につき，仕様書所定の職員の配置が
確保されているのか，時間帯ごとの児童受入人数も確認されたい。
（理由）
委託契約書においては，職員の配置として「児童 1：療育従事者 1以上」

と定めている。
受託者においては，クール単位（例えば 1日に 1 時間のクールを 3枠

設ける等）での児童の受入を行い，各クールの受入児童と同数以上の療
育従事者を確保する（例えば，各クール 4 名の児童を 1 日で延べ 12 名
まで受け入れる場合，各クールの受入児童人数が 4名であることに鑑み，
従事職員数は 4名を確保する等）体制を構築している。
しかし，市（福祉局）においては，クール単位での受入児童人数の報

告を求めておらず，クール単位の受入児童人数と職員の出退勤に関する
記録を突合し，仕様書の水準に達する人員配置がなされているのか確認
する作業等は行われていなかった。
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結果 21 福祉局 発達障がい児専門療育機関運営事業についても，概算契約であること及
び人件費が委託料の大部分を占めることに鑑み，検収時においては，収
支報告書記載の人件費の正確性・適正性について，賃金台帳等の客観資
料も精査すべきである。
（理由）
平成 28 年度の当該事業の委託料精算報告書によれば，支出額の

「16,950,000 円」のうち，人件費に「14,200,017 円」が費やされている。
しかるに，検収時において，委託料精算報告書記載のとおりに人件費

が支出されているのか否かについては，賃金台帳等の客観資料に基づく
確認は行われていないとのことであった。

205



37

保育人材確保対策事業
結果 22 こども青少年局 実際に開催された研修の回数等が仕様書や経費見積書記載の数値に満た

ない場合には，減価採用（委託契約書第 37 条）の問題も生ずる。検収時
において，減価採用の権限行使（不行使も含む。）についても判断過程を
記録として残すべきである。
（理由）
当該事業について，受託者から提出された「経費見積書」では，「就職

フェア」は 4回，「研修」は 15 回（延べ参加定員 300 名），「実習」は 90 名，
「マッチング」は 500 回実施する前提になっていたところ，当該事業の実
績報告書では，「就職フェア」は 3回実施，「研修」は 14 回（延べ参加人
数 214 名），「実習」は 1名のみ，「マッチング」は 214 件（斡旋件数）となっ
ていた。
また，保育士養成施設説明会等経費として「経費見積書」では「4,000,000

円」が計上されているが，「保育士養成施設説明会」が開催されたのか否か，
実績報告書からは不分明になっている。
「経費見積書」に基づき当初の委託料の金額が定められている経緯（「経
費見積書」の見積合計金額「25,809,840 円」と「委託契約書」の業務委託
料「25,809,840 円」とを対照）にも鑑みれば，減価採用（委託契約書第 37
条）の問題も生じうるところであり，少なくとも，上記の齟齬を是とし
た判断過程については，検査調書等において明確にし，記録化しなけれ
ばならないものと考える。
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4　情報の管理

意見 /結果 対象 概要 頁
情報の取得
結果 23 受検二区役所 母子管理票保管用ロッカーの施錠を実施していない二区役所は，ロッカー

の入庁時の開錠・退庁時の施錠をルール化するなどして，個人情報の漏
えい，滅失，き損及び改ざんの防止の対策を徹底されたい。
（理由）
区役所が保有する個人情報については，大阪市個人情報保護条例（平

成 7年条例第 7号）において，実施機関たる市長が，「保有個人情報の保
護に関する責任体制を明確にし，保有個人情報の漏えい，滅失，き損及
び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置
を講じなければならない」とされている（同条例第 13 条第 2項）。
そして，これを受けて，実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する

事務取扱要綱は，各区役所に個人情報保護管理者を置き，各区役所にお
いて個人情報を適正に管理しなければならないとするとともに，個人情
報保護責任者を置き，個人情報保護責任者は，保有個人情報を記録して
いる公文書を所定の場所において，適切に保管するとともに，必要があ
ると認めるときは，耐火金庫への保管，施錠等を行うものとするとして
いる。
この点，母子管理票によって保有される個人情報は，個人の健康状態，

家族構成，就労状況など，その取扱いに特に配慮を要する情報（大阪市
個人情報保護条例第 6条第 2 項，個人情報保護法第 2条第 3 項参照）で
あることに鑑みると，必要な措置を徹底できていなければ「適正」との
評価は与えられない。
しかるに，本監査において実査に訪れた区役所には，母子管理票保管

用ロッカーに施錠をしたことがないという例があり，また件数も一に止
まらなかった。
母子管理票は日々使用されるため施錠管理は煩瑣であるとの意見にも

傾聴すべきところはあるが，不正利用・漏洩による市民への不利益が不
可逆的かつ甚大であることからして，施錠管理を放棄する理由とはなり
得ないと考える。
なお，当該結果から，受検区役所以外においても，不正利用・漏洩へ

の事前対策が不十分な例があるものと想定されるため，全区役所での確
認・対策が望まれるところである。
なお，個人情報の保管に関する結果であるから，セキュリティの確保

の観点から，あえて区名は記載していない。
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結果 24 こども青少年局 母子管理票には関係帳票が貼付されている現状や，後述の総合福祉シス
テムの整備状況等を斟酌し，事務重複を解消すべく母子管理票取扱要領
を改正されたい。
（理由）
母子管理票取扱要領は，全区役所に対して母子管理票自体への詳細な

記入を求める内容となっているが，実際の取扱いにおいては，主に関係
帳票と記載が重複する部分につき記入省略されている例が多く見られる
ところである。
この点，母子保健関係の諸統計の基礎資料として活用するという趣旨

を徹底すれば，全区役所に対して要領遵守を求める結果とすることも考
えられるが，後述のとおり将来的には総合福祉システムに諸統計機能が
期待されるため，母子管理票において上記趣旨を徹底する必要は乏しい。
そうだとすると，関係帳票の貼付と，健康診査・保健指導の結果記入

とは，子育て家庭の情報の取得という観点から明らかな事務重複であり，
記入省略は，区担当者の対応としてあながち首肯できないものではない。
そこで，こども青少年局においては　母子管理票自体への記入の必要

性が事務重複のコストに勝る事項を除いて，母子管理票取扱要領を実際
の運用に見合ったかたちで改正することを求める。
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意見 27 こども青少年局 母子保健情報が総合福祉システムで管理されるようになったことを活用
し，政策形成に役立つビッグデータの蓄積を推進するとともに，当該デー
タを総覧，集計できる機能（諸統計機能）の開発を検討されたい。
（理由）
母子保健事業について保有される情報は，将来の政策形成（要支援世

帯に共通してみられる属性の把握など）に役立つものであり，活用の可
能性が大いに認められる。従って，総合福祉システム内でのビッグデー
タ蓄積を推進し，当該データを総覧，集計できる機能（諸統計機能）の
開発をすることが，システム開発に投下した /する費用の行財政効果を
最大化につながるものと考える。
また，総合福祉システムへの入力情報を充実させることで，現在は紙

媒体を主として管理されている母子管理票のバックアップが進み，情報
の紛失・毀損リスクを低減させるという効果も期待できる。
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意見 28 こども青少年局 今後総合福祉システムの追加機能開発が進むことを踏まえ，母子保健情
報の管理にかかる業務プロセスの見直しを行い，その結果を基に必要な
設備投資について検討を進められたい。
（理由）
上記ビッグデータ蓄積の推進は，母子保健情報（健康診査，保健指導

等の結果）のデータ入力を伴うことになるため，近い将来において，総
合福祉システム内の情報と，母子管理票に保有される情報が近接し，情
報管理事務の重複が発生することが見込まれる。そこで，総合福祉シス
テムを活用した母子管理票の ICT化の可能性も含め，事務重複解消のた
めの業務プロセスの見直しを行うべきである。また，その結果を必要と
想定される設備投資（タブレット端末の導入等）について適時な準備が
必要不可欠である。
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情報の提供
意見 29 こども青少年局 地域子育て支援拠点事業について，利用者総数基準によっても事業目標

を設定されたい。
（理由）
地域子育て支援拠点事業は，実際に支援を必要とする子育て世帯へ支

援が届けられることで初めて法の目的・理念に適った事業執行となるも
のである。
しかるに，現状対象事業の事業目標設定は実施場所数のみを基準とす

るものであり，ともすれば事業執行が機会の提供だけに止まってしまう
可能性を孕む。そこで合目的な事業運営のため必要な事項として，実施
場所数だけではなく，利用者数も事業目標に設定すべきである。
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結果 25 こども青少年局 利用者支援事業について，相談記録・施設情報の標準様式の提案，利用
者支援専門員の会議・研修を開催するなどして，事業に供する有益な情報・
ノウハウの共有，蓄積を推進されたい。
（理由）
利用者支援事業には，複雑化した子育て支援に関する最新の情報提供

を適時・迅速に行うことが求められるところ，現状では，各利用者支援
専門員が独自の手法で相談記録書式を作成し，施設情報を整理している
ため，全市的に有益な情報・ノウハウの蓄積，共有を行い得る環境や機
会の準備がないという課題がある。
利用者支援専門員に寄せられる各種の要望は，貴重な市民の声であり，

保育所・幼稚園の整備計画や待機児童解消策を始めとして，子ども子育
て支援にかかるあらゆる政策形成や事業実施等の検討に重要な情報であ
る。相談記録の標準様式の提案は，待機児童対策，保育所新再編整備計
画等の基礎資料として役立てることもでき，その観点からも行財政効果
は大きい。
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意見 30 こども青少年局 スマートフォンアプリを含め，子育て世帯への情報提供にとって効果的
な情報媒体について，引き続き検討を進められたい。
（理由）
現状，子育て支援情報の提供は，広報紙での案内やホームページ情報

の更新など，利用者の積極的なアクセスがないと手元には届かない性質
のものが主となっている。
スマートフォンの利用が急速に拡大し 5，近年は多くの情報がプッシュ

通知で手元に飛び込む時代であるところ，特に子育ての中心を担ってい
る若年層にとっては，育児に手を取られ時間的余裕にも乏しいことと相
俟って，積極的なアクセスを要するか否かの隔たりは大きい。
単純には，天王寺区の例に倣ったスマートフォンアプリの導入が志向

されるが，他方，同アプリをそのまま全市的に展開する場合の開発・保
守運用コストは些か大きく，直ちにこれを導入すべきであるとの意見を
することもできない。
そこで，情報媒体の進化に応じ，費用対効果を満たす合目的な情報提

供を不断に検討すべきという趣旨から，上記のとおり意見する。
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5  総務省・平成 28 年通信利用動向調査によれば，世帯主年齢 20 ～ 29 歳のスマートフォン利用率は 99.4％，世帯主年齢
30 ～ 39 歳でも 96.2％との統計が出されている。
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第2章　総括意見

第1　地方公共団体の行政の運営をとりまくリスク

地方公共団体の行政の運営をとりまくリスクは，総務省の地方公共団体における内部統制のあり

かた研究会報告書「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革～信頼される地方公共団

体を目指して～」（25 頁以下）において例示されている。

地方公共団体においては，それを意識し，回避するための適切な措置をとらなければ，不祥事に

繋がったり，自然災害などのクライシスに適切に対応できなかったりすることとなり，大きな打撃

を受けることにもなりかねない。

第2　大阪市のこども子育て事業について

大阪市のこども子育て事業には，長い歴史がある。それぞれ時代に応じた様々な取り組みがなさ

れ，実績が積み重ねられてきた。

直近では，平成 27 年２月に「大阪市こども・子育て支援計画」が策定され，市政運営における

重点項目に「子育て・教育環境の充実」が掲げられた。今回監査対象とした「大阪市こども・子育

て支援計画」の「安心してこどもを生み，育てられるよう支援する仕組みの充実」の中にも，妊婦

健康診査，３か月・１歳６か月・３歳児健康診査，こども医療費助成制度など，妊娠中や出産時期

等における充実した施策が見られ，市民にとって身近な地域における子育てや，多様なライフスタ

イルにおける子育てを支援する，様々な仕組みが存在する。これらの施策からの市民の受益も大き

い。

大阪市の職員は，概ねそれぞれの事業に，誠実に，熱意をもって取り組んでいる。また，これら

の事業に関する未収金についても，発生の回避や回収のために一定の努力と工夫がなされている。

一方，これらの事業の遂行には様々なリスクがある。これらを予測し，適切な対策や処理が行わ

れているか否かが監査の重要なポイントであった。

第3　この包括外部監査から見えてくるもの

以上を踏まえ，（1）リスクの認識，（2）局による情報共有・指導，（3）効率性についての意識，（4） 

将来を見据えた対策や意識，（5）縦割り行政の 5点から総括的にまとめた。

1　リスクの認識

事業に携わる各セクションにおいて，その事業に伴う様々なリスクを洗い出し，その認識の徹底

が図られる必要がある。

例えば，乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の母子管理票や妊産婦検診等の医療機関から
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のデータ管理について，個人情報管理の不徹底が見られた。担当部署においては，情報の有用性と

管理にあたってのリスクをバランスよく理解したうえで活用する必要があるが，現状では情報漏洩

のリスクの認識の希薄さを指摘せざるをえない。

2　局による情報提供・指導

大阪市が進める局から区役所への分権化は，地域の実情に応じた迅速な対応を可能とし，区役所

の個性を活かすものとなっている。しかし，その一方で，本来は大阪市として標準化されるのが望

ましい行政サービスにまで「バラツキ」を生じさせている側面がある。そのような事態が生じてい

る事例においては，局から各区役所に対して適切な情報提供や指導がなされることが期待される。

現状では，それが十分になされているとは言えない状況にあった。

例えば，未収金の管理に関しては，管理簿の整理や回収状況の把握，進捗の管理，異動の際の引

き継ぎなどが不十分である事例が認められた。一方，これらが適切に行われている区役所もあり，

局には，そのような適切で優れた方法を全区役所で共有できるよう調整する役割を果たすことが期

待される。

また，区役所において児童手当返還金等の過誤払いか不正利得かの適正な判断ができているとは

言い難い状況が見受けられた事例なども同様である。局が適宜，適切な指導や情報提供を行い，区

役所間のバラツキを抑える必要がある。

3　効率性についての意識

ある成果を得るための費用は最少であるべき，という考え方のより一層の浸透が必要である。

例えば，未収金の管理に関して，既に消滅時効期間が経過しており，速やかに債権放棄のうえ不

納欠損手続を検討すべきであるのに，それがなされず，非効率な滞納債権の管理が延々とされてい

る例が見られた。

また，委託事業の実績報告における収支計算において，裏付資料の確認が徹底されていない例や，

委託料を増額した検討過程が文章において明らかにされていない例なども，職員が取り扱う大阪市

の支出は言うまでもなく市民の税金を原資としているのにもかかわらず，経済効率についての意識

が希薄であった例としてあげることができる。

4　将来を見据えた対策や意識

地方公共団体にとっては，中長期的な目線で計画を立て，将来を見据えた施策を行う必要がある。

例えば，市立保育所・市立幼稚園の定員設定や整備状況について，各区における将来の人口動態

や中長期的な市費の負担に対して，より鋭敏な感覚を持ち，対策を具体化する必要があると思われ
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る点が見受けられた。

5　縦割り行政

部局間や同一部局の各担当課においても行政の縦割りの弊害が，いくつかの部分から見受けられ

た。

例えば，乳児家庭全戸訪問事業・養育支援事業などにおいては，定められた様式の利用方法が各

区でばらばらとなっていたが，その状況について所属間で認識されていなかった。また，大阪市全

体を挙げて ICT 化が進められる一方，母子健康情報は総合福祉システムで管理されるようになっ

たが，システム内の各機能は異なる所属が所管している部分があり，それらを横断的に集約・分析

できるような統計機能の開発には至っておらず，政策形成に役立つビックデータの蓄積の推進はこ

れからである。

また，こども青少年局作成の未収金に関するマニュアルについて，財政局市債権回収対策室と情

報連携ができていなかった点も，組織ごとの縦割りの一例として挙げることができる。

第4　リスクの顕在化を防ぐために・・・内部統制体制の一層の充実

 1　リスクマネジメントと内部統制

地方公共団体の活動には多くの「リスク」が存在する。それが顕在化することのないよう，地方

公共団体にはそのマネジメントが求められる。監査人が「結果」と「意見」で指摘した点は，リス

クマネジメントが有効に機能していないと思われる点である。

リスクマネジメントにとって最も重要なのは，充実した内部統制体制の構築である。改正された

地方自治法では，地方公共団体に内部統制の強化を定めた。政令指定都市である大阪市においては，

市長に内部統制の責任があることが明確になり，市長は，地方自治法上も，財務に関する事務につ

いての管理及び執行が法令に適合し，かつ，適正に行われることを確保するための方針を定め，こ

れに必要な体制を整備する義務を負うこととなった。

2　地方自治体における内部統制のモデル

地方自治体における内部統制のモデルとしては，首長がリーダーシップを適切に発揮できる「内

部統制推進部局」を設置し，主要リスクを検討し，首長を含めた幹部の内部統制に関する責任・役

割や意思決定の仕組み等全庁的な体制整備についてのあり方を検討し，内部統制に関する方針を決

定しこれを公表するというものである（総務省　研究会　内部統制部会）。

大阪市では，平成 26 年から大阪市内部統制基本規則を制定し，市長を「最高内部統制責任者」，
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総務局長を「総括内部統制責任者」，各所属の長を「内部統制責任者」とする体制ができている。

各所属の共通業務について，所属横断的にモニタリングを実施することにより，各所属の自律的な

リスク管理をサポートする「共通業務内部統制責任者」（各室長，各局長から構成されている）も

設置している。

また，平成 26 年には「大阪市内部統制に関する基本方針」を決定し，平成 28 年にかけて，全庁

的な内部統制の概念，意義の浸透，共通業務内部統制責任者が実施するモニタリングの強化，各所

属での自律的管理体制の構築にむけた取り組みの推進が図られている。

今後は，これらの取り組みの進捗状況を定期的にモニタリングし，市長のリーダーシップのもと，

適宜適切に PDCAサイクルを回していくことが望まれる。

第5　おわりに

監査人の指摘した結果と意見からも理解されるとおり，大阪市の内部統制の体制には，なお改め

るべき点が残っていると言うべきである。

大阪市においては，区役所への積極的な権限の委譲が行われてきている。「ニア・イズ・ベター」

の考え方に基づくものであり，各区役所が，その地域の事情を踏まえた個性的な取組をすることを

可能にしている。現に，各区役所において，特徴的な取組も見られるところである。

一方，そのような権限委譲がなされるからこそ，より充実した内部統制体制が求められることに

なる。区役所の業務の中で，提供するサービスが他より大きく劣る例や，リスク等への対応が著し

く悪い例や，コストがかかりすぎている例が発生することは，望ましくない。内部統制が機能して

こそ，区役所におけるきめ細やかな対応が生きる。内部統制の基本的要素は，①統制環境，②リス

クの評価と対応，③統制活動，④情報と伝達，⑤モニタリング，⑥ ITへの対応，の 6点とされて

いる（前掲「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革～信頼される地方公共団体を目

指して～」34 頁以下など）。

3において述べた，（3）効率性についての意識，（5）縦割り行政は，この 6つの基本的要素のうち，

①「統制環境」や③「統制活動」の問題である。市長は，内部統制やリスクマネジメントについて，

幹部職員を含めた各職員に対する研修等を通じて意識を向上させること，既存の枠組みにとらわれ

ないルールの見直しや組織体制の整備・再編に取り組むことが必要である。また、業務の効率化に

ついては、ITの活用可能性の検討は避けることはできず、⑥「ITへの対応」の問題の側面もある。

ITの利便性と脆弱性の両面を認識し、業務プロセスの見直しを図ったうえでの効果的な活用が望

まれる。 

同じく（1）リスクの認識や，（4） 将来を見据えた対策や意識は，②「リスクの評価と対応」の

問題である。各所属長は，事務処理ミス、個人情報の漏えいなどの自治体の信用に関するリスクや、
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将来を見据え安定的に住民サービスを提供するにあたって障害となる様々なリスクを洗い出し，費

用対効果を踏まえたうえで，そのリスクへの対策を検討する必要がある。

最後に（2）局による情報提供・指導は，③「統制活動」④「情報と伝達」，そして⑤「モニタリ

ング」の問題として位置付けることができる。市の中枢において策定される計画や方針は概念的な

ものになることが多く，市長は，計画を立案した部署とそれらを施策として実際に手掛ける部署の

間での緊密な情報連携の仕組みを構築することや，それらについて定期的にモニタリング・評価を

行い，適切な進捗管理を実施する必要がある。

大阪市長は，これまでの自主的なものと異なり，地方自治法上も，政令指定都市の責任者として，

内部統制確立義務を負い，評価報告書の作成義務と公表義務を負うことになった。これに基づき，

市議会そして住民への情報が公開され，是正がなされていく。これは市長のマネジメント強化と事

務適正確保による住民からの信頼確保に目的がある。

包括外部監査人としては，この監査報告書が指摘する事実を踏まえ，大阪市が，より一層，内部

統制の確立・強化に努めるよう望む次第である。




