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キャッシュ・フローの累積額と施設廃止に伴うコストを勘案し、施設廃止も含めた今後のあり方に

ついて、検討する必要がある。

指摘 31　港湾局に対して、もとなにわの海の時空館（埋立事業）の固定資産の減損会計の適用に

ついて再度検討することを求めるもの

（理由）

もとなにわの海の時空館は、咲洲地区にある平成 12 年 7 月に開業した大阪市立の海事博物館

で、港湾局が総投資額約 176 億円を注ぎ込んだ大阪市市制 100 周年記念事業である。開業当初か

ら、入場者が想定より大幅に下回り、大幅な収支のマイナスが続いたため平成 25 年 3 月に閉館

しており、閉館後は遊休状態となっている。

固定資産の減損会計が導入された平成 27 年 3 月期に減損損失 101 億円を計上しており、総投

資額、平成 27 年 3 月期の減損損失計上額及び平成 30 年 3 月末の帳簿価額の内訳は以下のとおり

である。

（単位：百万円）
勘定科目 27/3	減損損失計上額 30/3	帳簿価額

土地 2,205 233
建物 7,837 1,175
構築物 8 0
機械及び装置 30 2
船舶 55 0
工具、器具及び備品 25 1

合計 10,162 1,412

平成 28 年 3 月期以降、もとなにわの海の時空館について、追加の減損損失計上の検討がなさ

れていない。平成 30 年 3 月末時点で約 14 億円の固定資産を計上（残存）しているため、固定資

産の減損会計の適用については、毎年検討する必要がある。

また、固定資産の減損会計の適用の際の回収可能価額は「正味売却価額（資産グループの時価

－処分費用見込額）」とする必要があるが、平成 27 年 3 月期に減損損失を計上した際は、処分費

用見込額を考慮していないとのことである。現状、遊休状態が約 5 年続いており、回収可能価額

に処分費用見込額を反映した上で、減損損失計上の検討をする必要がある。

意見 27　港湾局に対して、港営事業会計における全てのリース契約に対し、リース契約書に基づ

く網羅的なリース明細を作成し、経営改革課において一元管理をすることを求めるもの

（理由）

　通常、リース契約については、決算業務を行う部課において、リース契約書に基づく網羅的
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なリース明細を作成し、会計基準に従った、資産計上もしくは費用計上（以下、「リース判定」

という。）の判定を行い、判定に基づく会計処理を実施することが求められる。

港湾局のリース契約は、契約管財局所管分と港湾局所管分のそれぞれで管理されており、局全

体の一元管理されたリース明細は作成されていない。また、リース取引の会計処理を行う経営改

革課においても、各所管課からの報告に基づき、リース判定を行った上で、会計処理を行ってい

るため、現状では、各課からのリース契約の報告に漏れや誤りがあった場合、誤った会計処理が

行われる可能性がある。

したがって、港湾局における全てのリース契約について、リース契約書に基づく網羅的なリー

ス明細を作成し、経営改革課において一元管理することが求められる。また、一元管理すること

で、リース資産の実査等を効果的かつ効率的に実施することができるようになると考えられる。

意見 28　港湾局に対して、建設仮勘定に計上されている咲洲東木材整備場（施設提供事業）の将

来計画が中止となった場合等に留意することを求めるもの

（理由）

咲洲東木材整備場への投資は、当初、木材整備場としての利用を目的として開始されたが、輸

入木材の取扱量が木材の製材化により急激に減少していることから、港湾局は木材に限らず鋼材

等を含めた関西と北南米等を結ぶ国際輸送拠点として機能させることを計画している。

平成 30 年 3 月期の建設仮勘定 752 百万円の内、713 百万円は咲洲東木材整理場に係る施設提

供事業の投資額であり、木材整備場とする計画がいったん打ち止めとなった平成22年3月期以降、

建設仮勘定として 713 百万円が残存している。

今後、国際物流拠点として機能させる計画が中止になった場合で、代替案がなく、埋立自体を

中止することとなった場合等は、固定資産の減損会計を適用する必要がある。

指摘 32　港湾局に対して、固定資産実査のモニタリングとして「固定資産実地照合リスト」と管

理台帳とのチェック及び実地照合の結果を確認することを求めるもの

（理由）

港営事業会計においては、「固定資産事務の手引き」に従い、年１回年度末に固定資産実査を行っ

ている。

　「固定資産事務の手引き」上、経営改革課から各所管課に送付された「固定資産実地照合リ

スト」と各所管課で所有する管理台帳とのチェックを行った上で、「固定資産実地照合リスト」

と現物の実地照合を行うとなっている。

今回の監査において、実地照合の原票である「固定資産実地照合リスト」の提示を求めたとこ
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ろ、各所管課は経営改革課に、実査時に当該リストとズレが生じた固定資産のみを記載する「固

定資産実地照合報告書」は提出しているものの、当該リストは保管していないとのことだったた

め、管理台帳とのチェック及び実地照合の結果をリスト上で確認することができなかった。

なお、当該指摘を受け、平成 30 年 12 月３日付けで「固定資産事務の手引き」を改正し、「固

定資産実地照合リスト」の経営改革課への提出を義務付けたため、平成 30 年度の固定資産実査

時には、経営改革課において、「固定資産実地照合リスト」と管理台帳とのチェック及び実地照

合の結果を確認するといったモニタリングを行うことが望まれる。

旧「固定資産の手引き」

所管課

（実務の流れ）

Ⅰ . 固定資産台帳の内容を反映した『固定資産実地照合リスト』が経営改革課から送付される。

↓

Ⅱ . 実地照合前に、送付された『固定資産実地照合リスト』と各所管課で所有する管理台帳との

チェックを行う。

↓

Ⅲ . 実地照合を行い、その結果を『固定資産実地照合報告書』に記載し、課長決裁のうえ、経営

改革課に提出する。

↓

Ⅳ . 経営改革課から再度現物照合を実施する旨通知を受けた時は、経営改革課立会のもとに再度、

現物照合を行う。

（港湾局　固定資産事務の手引きより）

新「固定資産の手引き」

所管課

（実務の流れ）

Ⅰ . 固定資産台帳の内容を反映した『固定資産実地照合リスト』が経営改革課から送付される。

↓

Ⅱ . 実地照合前に、送付された『固定資産実地照合リスト』と各所管課で所有する管理台帳との

チェックを行い、『固定資産実地照合リスト』の該当欄にチェックを行った日付と担当者名を

記載する。

↓

Ⅲ . 実地照合を行い、『固定資産実地照合リスト』の該当欄にチェックを行った日付と担当者名

を記載する。また、その結果を『固定資産実地照合報告書』に記載し、『固定資産実地照合リ

スト』とともに課長決裁のうえ、経営改革課に提出する。

↓

Ⅳ . 経営改革課から再度現物照合を実施する旨通知を受けた時は、経営改革課立会のもとに再度、

現物照合を行う。

（港湾局　固定資産事務の手引きより）

	



146 147

指摘 33　港湾局に対して、網羅的な土地造成勘定に属する資産の内訳管理資料を作成することを

求めるもの

（理由）

土地造成勘定の土地の所在地、面積（㎡）、簿価及び一定時点の用途等を網羅的に把握できる

資料がなく、一定時点の土地造成勘定の内訳管理がなされていない。土地造成勘定の面積（㎡）は、

毎年、基本的には「期首面積 + 埋立面積－売却面積 = 期末面積」で算定される。しかし、埋立

面積は、原則として埋立竣工面積をベースとして、一般的に道路等で処分できない土地になる割

合（2 割）を控除して算定されるが、売却面積は売却の際に正確に測量されるため、埋立面積と

売却面積に相違が生じること等を踏まえると、毎年の期末面積は不正確となっている。

また、土地売却原価は、「地区別総原価×当該年度有償処分面積 / 有償処分対象面積」にて算

定されるため、有償処分対象面積が不正確であることを前提とすると、土地売却原価が不正確に

なるとともに、貸借対照表に計上されている土地造成勘定残高も不正確になる。加えて、過年度

に計上、若しくは計上を検討する際の前提情報が不正確になるため、土地造成勘定の評価損金額

も不正確になる。

土地造成勘定は、埋立事業の根幹をなす勘定科目であるため、土地の所在地、面積及び簿価の

実在性や網羅性を検証した上で、一覧性のある正確な内訳管理資料を作成する必要がある。

指摘 34　港湾局に対して、港営事業会計現金残高について、実査残高と帳簿残高の照合手続及び

担当者以外の者のダブルチェックの徹底することを求めるもの

（理由）

港営事業会計では、日々の現金の払い出しに備えて小口現金を保有している。平成 30 年 3 月

期における期末日の実査残高と帳簿残高は、以下のとおりである。

勘定科目 実査残高 帳簿残高 差額
現金 25,293 円 30,000 円 △ 4,707 円

港営事業会計の決算手続において、小口現金は 3 月末に実査しその残高を確定させるが、実査

残高と帳簿残高を照合する業務が行われていなかった。これは、帳簿残高は常に 30,000 円で登

録しており、実務上は定期的に実際残高が 30,000 円となるように預金から補充しているが、当

該補充日が翌年度である平成 30 年 4 月であるため、不一致が生じている。当該差額について、

仕訳上、あるべきは「費用 / 現金」であるところが、実際は「費用 / 未払金」で計上されている

ため、要修正仕訳は以下のとおりとなる。
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【要修正仕訳】

勘定科目（借方） 金額 勘定科目（貸方） 金額
未払金 4,707 円 現金 4,707 円

現金管理は金額の多寡を問わず、管理上、非常に重要であることから、現金担当者が実際残高と

帳簿残高の照合手続を行った上で、担当者以外の者のダブルチェックを徹底する必要がある。

指摘 35　港湾局に対して、港営事業会計の貸倒引当金算定の基礎である対象債権の定義付けの再

検討及び正確な根拠資料の保存することを求めるもの

（理由）

一般貸倒引当金について、施設提供事業・埋立事業ごとに過去の貸倒実績率等合理的な基準に

より貸倒見積高が算定されている。貸倒見積高は、通常「対象債権金額×貸倒実績率」で算定さ

れるが、港湾局内の基準上、対象債権金額が「未収金（流動資産）」と定義され、対象債権が限

定されている。ここで、債権とは金銭債権のことであり、貸借対照表上、土地年賦未収金や短期

貸付金等も存在することから、未収金に限らず、貸借対照表に計上されている金銭債権を漏れな

く抽出し、対象債権金額を特定する必要がある。

また、平成 30 年 3 月期において、現状の港湾局内の基準に基づく一般貸倒引当金算定の際の

未収金金額が誤っていた。これは、決算作業中の未収金（未確定のもの）を基礎として算定した

ことによるものである。今後、貸倒引当金の算定は、対象債権金額が固まった時点で算定し、正

確な根拠資料を保存する必要がある。

指摘 36　港湾局に対して、港営事業会計の帳簿の残高管理方法の改善することを求めるもの

（理由）

現状、港営事業会計の勘定科目（未収金、未払金、預り保証金等）の残高管理方法は、会計シ

ステム上、相手先別の補助残高管理ができないため、一時点の相手先別の債権債務残高を確認し

ようとすると、期中の取引の内、未入金や未出金の仕訳を総勘定元帳から抽出して集計する必要

がある。要するに、個別の取引（フロー）の計上・消込等は行えているが、相手先別の残高等（ス

トック）の管理はシステマチックにできていない。これにより、決算の勘定科目の残高内訳書を

システマチックに作成できないとのことであり、決算作業において相当な時間を要するとともに

過去に相手先別の集計誤りやマイナス残高が発生するなど間違いが頻発していたとのことである

（指摘 37、38 参照）。

今後、実際に決算作業のうち、決算の勘定科目の残高内訳書の作成に要している時間を集計し、

投資等のコストと効果（金額に限らず、間違うリスクや単純作業を減らし考える時間を創出する
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という担当者のモチベーションの観点からも検討されたい）を比較衡量し、勘定科目の残高管理

方法として、補助科目の活用等をできるよう実施する必要がある。

指摘 37　港湾局に対して、経営改革課において勘定内訳書のチェック体制を構築することを求め

るもの

（理由）

港湾局においては、賃貸取引の際に、保証金の代用として有価証券を預かる場合がある。

勘定内訳書上の預り有価証券内訳と証券会社からの残高証明書（お預かり残高等の明細）を照

合したところ、保有銘柄名及び金額が相違している銘柄があった（合計金額は一致）。

過去より同一の相手先より、有価証券を預かり、保有していたが、銘柄名が変更となった後も

勘定内訳書の内容をそのままにしていたことにより誤った記載となっていたとのことである。

預り有価証券に限らず、勘定内訳書に記載の勘定内訳を作成する際は、根拠証憑を確認の上、

作成し別の担当者が照合するといったチェック体制を構築する必要がある。

（単位：百万円）
残高証明書上の銘柄名（正） 金　額 決算説明書上の銘柄名 金　額

第 306 回　利付国債（10 年） 24,171
第 306 回　利付国債 22,373
第 322 回　利付国債 1,798

第 3 回 15 年公募公債 19,500 第 8 回公募公債 19,500
大阪市平成 22 年度第 1 回公募
公債 6,000

第 1 回公募公債 5,000
第 3 回公募公債 1,000

合　計 49,671 合　計 49,671

指摘 38　港湾局に対して、預り保証金の帳簿残高と契約書上の金額のチェックを行うとともに、

帳簿残高管理を改善することを求めるもの

（理由）

賃貸契約に係る契約保証金については、決算書上、預り保証金として正確に計上することが求

められる。

預り保証金を計上している賃貸借契約書（全 52 件）を閲覧したところ、5 件について契約書

金額と帳簿残高に相違がみられた。

（単位：千円）

No 相手先 事業区分 帳簿残高
①

契約書金額
②

差額
①－②

1 大 阪 港
埋立事業 5,864 3,839 2,024

2 大 阪 港
埋立事業 824 － 824

小　　計 6,689 3,839 2,849
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3 港湾施設
提供事業 10,601 26,534 △ 15,933

4 港湾施設
提供事業 3,000 3,082 △ 82

5 港湾施設
提供事業 － 506 △ 506

小　　計 13,601 30,122 △ 16,521
合　　計 20,290 33,961 △ 13,671

1 については、契約書上、「契約保証金として金 3,839,793 円を甲に支払わなければならない。」

となっているが、帳簿残高との差額 2,029 千円の保証金を返還していない。

2 については、契約書上、保証金を免除するとなっているが、過去の契約において預かった保証

金を返還していない。

これらについては、相手先に確認状を発送し相手先の認識金額を確認するなどして、帳簿上、正

しい金額に修正することが求められる。また、返還すべきと判断された場合、速やかに相手先に返

還されたい。

【1・2 の要修正仕訳】

（単位：千円）

勘定科目（借方） 金額 勘定科目（貸方） 金額
預り金 2,849 現金・預金 2,849

3・4 については、両会計に係る保証金を一旦、一般会計で納入し、差額について港営事業会計

計上分として振り替えるべきところ、振替漏れとなっているため、港営事業会計への振り替えを行

い、正しい金額に修正することが求められる。

5 については、契約書上、原状回復費用となっているが実質的には保証金見合いである。3・4 と

同様、一般会計と港営事業会計合算で納入されており、港営事業会計に振替漏れとなっているため、

港営事業会計への振り替えを行い、正しい金額に修正することが求められる。

【3・4・5 の要修正仕訳】

（単位：千円）

勘定科目（借方） 金額 勘定科目（貸方） 金額
現金・預金 16,521 預り金 16,521

以上は、帳簿残高と根拠証憑である契約書とのチェックができていなかったために生じた誤りで

ある。預り有価証券（指摘 37 参照）同様、契約書を確認の上、作成し別の担当者が照合するといっ

たチェック体制を構築する必要がある。
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意見 29　港湾局に対して、課長級以上の職員に係る人件費の負担関係について見直すことを求め

るもの

（理由）

港営事業会計において計上されている人件費（給与、各種手当等）については、港営事業会計

として負担すべきと判断された課長代理以下の職員分のみ計上されており、港湾局における全部

署の課長級以上の人件費は全て一般会計にて計上されている。とりわけ、平成 29 年度の港営事

業会計に携わっている課長級以上の人件費総額は、下表のとおりである。

（単位：千円）

給料 各種手当 事業主負担金 合計
219,852 219,132 87,333 526,317

（各数値について大阪市港湾局より提供）

しかし、主に経理業務を行っている経営改革課の課長を例にあげると、一般会計に係る業務だけ

ではなく、当然に港営事業会計に係る業務にも従事しており、また、他部署の課長級以上において

も、少なからず港営事業会計に係る業務に従事している職員もいるため、課長級以上の人件費を全

て一般会計で負担していることは、実態と会計処理に齟齬があり、望ましくない。

この点、これまで課長級以上の人件費を一般会計のみで負担していたのは、課長級以上いわゆる

管理職の役割（組織のマネジメント、ガバナンスを担う）の性質上、市の基本的な会計である一般

会計で負担すべきとの港湾局における考え方のもとで行ってきたとのことであるが、当該考え方が

公営企業の実態を正確に表しているかは疑問である。

そのため、まずは課長級以上の両会計に係る業務の関与度合いをはかることが重要である。その

うえで、課長級以上の港営事業会計への関与が相当程度あると認められた場合、一般会計で計上さ

れている人件費が港営事業会計へ与える影響も少なくないと判断できるため、両会計への合理的な

配分ルールを策定するといったことが求められる。

課長級以上の人件費計上について港湾局内で見直しを行った上で、実態に合った適正な会計処理

が行えるよう努められたい。

意見 30　港湾局に対して、人員配置を含めた決算財務報告プロセスの見直しを検討することを求

めるもの

（理由）

現在の地方公営企業会計基準は、近年の企業会計基準の見直しの進展、地方独立行政法人の会

計制度導入、地方公会計改革の進展などを背景に、民間企業の会計基準の考え方を大きく取り入

れたものとなっている。そのため、地方公営企業会計基準に基づき、決算業務を担う担当職員に
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は、専門的知識、経験及びノウハウが必要となる。

特に、事業年度の総括である決算書を完成させるために大きなウェイトを占める年度末決算業

務は、資料が膨大であることから担当職員に負担がかかり、かつ、担当職員自身の知識及び経験

が非常に重要となってくる。また、決算を査閲する上席者においても担当職員以上に知識及び経

験が求められる。

しかし、現状は専門的な知識を必要とする決算業務を行うことができる職員が少なく、特定の

職員にのみ業務負荷がかかっている状況であり、第 4 章財務管理で指摘している数々の問題点は、

専門的な会計論点というよりはむしろ基本的な決算業務で生じている不備も少なくない。

適正な決算を行うためには、適正な人員配置を行うことは必要不可欠であるため、経験豊富な

会計職員を複数人配置し、十分な決算体制を整備する必要がある。すなわち、市役所内での人事

異動により経験豊富な会計職員を複数人配置することが求められるが、それが難しければ、例え

ば民間企業から中途採用で雇用するといったことも必要であると考えられる。

また、期末の決算資料を確認したところ、担当職員ごとに作成・保管され、一元管理ができて

いないため、決算作業内容に一覧性がなく、決算の全体像が把握しにくい状況となっていた。一

元管理は、決算の全体像を把握する上で非常に重要であり、これを行っていなかったために、今

回の監査時において都度各部署へ問い合わせを行い、資料要求に時間がかかり非効率になってい

る面も見受けられた。

したがって、決算作業分担表及び決算資料を集めた決算ファイルを作成して資料を集約化した

上で、進捗管理を行い、限られた時間で決算業務を効果的かつ効率的に作業することが求められ

る。

さらに、決算数値のもととなる決算資料は、重要な根拠資料となるため、内部の職員だけでは、

その適正性が判断できない場合もある。今回の指摘にあった減損会計といった会計論点は、高度

な専門的な知識を必要とし、会計職員だけでは判断が難しい場面があるため、例えば、ルーティ

ンのチェック体制の強化という面で、外部の専門家を導入し、決算数値の適正性についての助言

をもらうといったことも適正な財務報告を行うためには有用な一つの方法であると考えられるた

め、併せて検討されたい。
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第4部　総括意見

第1章　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～」に例示されている。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で、地方公

共団体が大きな打撃を受けることにもなりかねない。

例示されたリスクは、大きく分類して

①　業務の有効性及び効率性

②　法令の遵守

③　財務報告の信頼性

④　資産の保全

⑤　経営体のリスク

とされる。いずれの観点からも、リスクが予測され、リスクに対する適切な対策や処理が必要で

ある。

第2章　この外部監査から見えてくるもの

第1　将来計画の見直しが必要である（経営体のリスク）

将来収支計画については、大阪港埋立事業の長期収支見込、土地の売却見込額の算定、南港ポー

トタウン管理センターの事業継続性など、その正確性・合理性について検討すべき点が多く見られ

る。集貨事業の施策についても、同様である。

計画の正確性や合理性は、事業の将来像の判断の肝である。根拠が不明確な計画が立てられると、

事業の存続を含めた事業についての適切な判断を適時に行えない可能性がある。また、損失が先送

りされるような事態も招来しかねない。

また、総務省が策定を推奨する「経営戦略」を意識して記載すべき項目を再考するなど将来計画

の前提を整備する必要もある。

第2　会計処理の基本的な部分に改善すべき点がある（財務報告の信頼性の強化）

財務報告の信頼性は経営判断の基本であり、適正な会計ルールに従った処理が継続的になされる

ことが強く求められる。

港営事業会計の内部取引の未収金・未払金処理や、利益の相殺処理、賃貸収益区分の不整合など、



152 153

取引の表示方法や会計処理が十分にできていないところが見受けられる。貸倒引当金勘定の対象債

権の処理など、港営事業会計の会計処理の厳密化も必要である。さらに、現金残高チェック、リー

ス資産の一元管理化、適時適切な帳簿残高管理方法の構築といった決算体制の整備、これらを全て

含めた形での決算の財務報告プロセスの見直しが必要と考える。

第3　収入管理について公平性の観点から適時の見直しが必要である（経営体のリスク）

入港料の減免について、公平性の観点から、適時の見直しが必要である。公平性は行政の大原則

であって、それが欠けているといった批判を浴びることがないかという観点からの検討が特に求め

られる。入港料の減免などの特別な取扱いについては、その制度発足当初には存した合理性が継続

して存在しているかといった観点からの不断の検討が必要である。

第4　支出管理を厳密にするべきである（経営体のリスク）

委託契約と請負契約において、再委託契約書の内容に不十分さが指摘できるもの、契約書の整理

が必要ではないかと思われるものが見受けられる。

適正な文書の作成は、公正な行政の基本である。また、特に契約の場面にあっては、正確で適切

な契約書が作成されなければ、想定しない損害を被る懸念がある。その大切さについて、一層の認

識が必要と考える。

第5　人事労務管理の改善が必要である（業務の有効性及び効率性、法令遵守のリスク）

「働き方改革」がいわれる中、労働時間の管理には世の注目が特に集まっており、もし不正常な

労働形態が発覚するような事態となると、未払の賃金に遅延損害金や付加金も加えた支払が必要に

なるほか、報道等において強い非難を浴びるといった事態が生じかねない。時間外勤務にともなう

問題については、そのような観点から、リスクの再検討が必要である。

第6　港湾管理業務を遂行する関連団体について監理を強化すべきである（経営体のリスク）

大阪市では指定管理者に業務を分担させているとともに､ 外郭団体において業務を補完させてい

る。これらの制度は、適正に運用をすれば、行政本体のスリム化に資するといったメリットがある

が、不透明・不適切な運用に陥るおそれもある制度である。

監査対象とした点の中で、指定管理者については、「ブラックボックス」化している嫌いがある。

事業の正確な収支計算が確認できず清算ができていないところが指定管理者に見受けられる。夢咲

トンネルなど複数業務と一体的な業務との経費按分の基準やそれを確認するプロセスを明確にする

こと、収支報告のありかたを検討すること、正確な実態を反映した収支報告の提出を求めることが
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必要である。

外郭団体については、一部の団体において接待交際費などの経費処理で監督が十分といえないも

のが見受けられた。また、見直しが必要とされる公共的使命を終えた外郭団体にあっては持株売却

の方向性に応じた対処を進めるべきである。

第7　防災について対策を再検討すべきである（経営体のリスク）

大阪港ベイエリアは、文字通り「海に近い」地区であって、津波や台風の被害を直接的に受ける

地域である。奇しくも今年度は、それを実感せざるを得ない 1 年となった。

しかし、大阪港・地震津波対策アクションプランの達成状況の検証には不十分さがある。市民へ

の理解を求める努力、民間の協力を求める努力がより一層求められる。また、コンテナ流出・放置

艇・不法占拠については、災害のリスクを踏まえた対策を、今年度の経験も活かしながらとること

も求められる。

第8　財務管理（資産の保全のリスク）

大阪市には多くの資産がある。資産は市民にとって有益なものとなり、収益をあげるが、それを

適切に管理するには費用がかかるのであって、「見極め」も必要である。これを怠ると、逆に大阪

市にとってマイナスを生むというリスクもある。

港営事業会計の固定資産の減損処理を行う時期の判断の不十分さや減損処理が十分でない点や埋

立事業の根幹をなす土地造成勘定に属する資産の内訳管理資料がない点は見直されるべきであり、

全体として財務管理の方法の再検討も求められると考える。

第3章　リスクの適切な管理のために

第1　本部機能の充実

港湾局は一つの大きな事業体である。広大な大阪港を管理していくだけの存在ではない、ひとつ

の大きな企業体という側面をもっている。管理だけでなく収益を上げるための事業を大きく展開し

ていく役割を与えられているのであるから、継続性・発展性が必要である。

このような役割からすると、単年度主義的な事業、単年度主義的な予算の執行では不十分である。

また、港湾局の事業を全体的にとらえる「司令塔」が必要である。

現在、このような全体の意思決定は、局長・理事・各部長による会議等で行われているが、会議

等の事務局である総務部は単に営業推進室、計画整備部が進める事業をまとめるだけの役割しか果

たしていない。決定された事項を全体の調整を図りながら、着実に実行するためには、総務部の機

能を強化し、「司令塔」としての役割を果たすべきである。
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本部機能を充実させるために、具体的には、以下のような点の改革を行うことが必要と考えられ

る。

1　組織

港湾局全体としての大阪市の将来を見据えた長期的な事業の企画・立案を行い、その企画の進捗

状況を管理する部門が望まれる。港湾局のすべての事業を総合的に捉え、先を見据えて統括する部

門である。

2　契約書のチェック体制の充実が必要である

港湾局においては、収入にかかる契約（売買・賃貸など）、支出にかかる契約（請負・委託）、指

定管理者・外郭団体との契約など、多数の契約が結ばれている。また、再委託の契約など、港湾局

自体が当事者ではないものの、確認が必要な契約もある。港湾局では、そのチェックを、各部門そ

れぞれにおいて行っている。

しかし、それらの内容や文言等をチェックする体制は不十分に感じられる。大阪市の本局におい

ても契約のリスクの検討はされているが、港湾局が関与する契約のボリュームやその特色を考える

と、港湾局自体においても、横断的に契約をチェックする体制をより充実させることが望ましい。

3　適正な人事管理

「人」は組織の要であり、「人」を大事にしなければ、組織の発展はない。「働き方改革」は個々

の職員に委ねるのではなく、組織として取り組むべきである。

この問題に関しては、港湾局だけの取り組みによっては解決が図れない。全市的な取り組みがな

されるべきである。

4　財務管理部門の体制の見直し

港湾局の資産は、大阪市において大きなウエイトを占める、貴重なものである。しかし、「財務管理」

の箇所で指摘したように、今回の監査においてフォーカスした港営事業会計において、地方公営企

業会計制度の見直し等に十分に対応できているとは言いがたい点が見受けられる。会計処理に精通

する者を採用するなど、財務管理部門の体制の充実、見直しが必要である。

5　防災対策

私たちは、大阪市独自の防災対策に限定して検討した。しかし、その範囲の中だけでも、基本計

画の達成の検証や、市民への理解、民間協力などの点で、リスクに適切に対処できていない事実が

見られている。

大阪湾の防災は、国、大阪府、関係市町村、兵庫県、和歌山県などと密接な関係をもっている。

その連携の重要性は今年の台風 21 号の被害状況でも明らかなところである。これらの関係官庁と

さらなる連携が必要である。
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6　必要なのは「ガバナンス」の更なる強化である

港湾局に必要なのは、「ガバナンスの更なる強化」である。大阪市全体によるガバナンス、港湾

局全体としてのガバナンスである。

1 から 5 で指摘した対策を実現するためには、ガバナンスの強化が必要であり、本部機能の充実

が必要不可欠である。おりしも 2 年後から、内部統制を義務づける地方自治法の改正が施行される。

この機会に、大阪市そして港湾局として、ガバナンスそして内部統制を意識した組織のありかたや

運営の見直しが図られるべきである。

現状の各部門が従来の慣行を踏襲して寄せ集め的に事業を行うのではなく、将来を見越して、ガ

バナンスのきいた事業体制の確立と実行が求められる。

第2　まとめ

これまで、長い歴史の間、港湾局は本件事業での実績を積み上げ、利益をあげて大阪市の財政に

寄与してきた。この点は高く評価されるべきことである。

しかし、本監査を通して本件事業を全体的に見たとき、事業遂行についての長年の経験と慣れに

よる「緊張感の欠如」があることも否定できない。ある意味で「体質的」なものである。

事業体として、現状を的確に把握したうえで、事業の将来を見据えた長期の事業計画を立て、現

状の老朽化した施設をどうするか、今後の港湾のありかた、例えば取扱貨物量の増加に向けて、他

の港とどのように競争していくかを明確にし、指定管理者や外郭団体についても未来に向かってど

のようにしていくかという戦略的視点に位置付けることによって、そのポテンシャルが活かされる

はずである。

平成 30 年 11 月 23 日、2025 年の国際博覧会（万博）が大阪の夢洲地区で開催されることが決定

した。ベイエリアの事業は､ 新たなフェーズに入ることになる。

一方、同年 9 月に大阪を襲った台風 21 号は、ベイエリアを中心とした大阪市内に大きな被害を

及ぼし、この地域の潜在的な危険を我々に示すことにもなった。

これを契機に、万博の 5 年後、そしてさらに、その先をも念頭に置いて、この地域の事業そして

防災をどうしていくのか。経営主体としての港湾局の力が今後一層問われるところである。


