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イ　対象事業

本事業が対象とする事業は、

①　平成 29 年 1 月以降新たに国際フィーダー船等を利用して阪神港利用に転換または新規に

輸出入を行う事業

②　①以外に平成 29 年 1 月以降、阪神港において新規に輸出入を行う事業、または平成 28 年

度中に新規に阪神港において輸出入を行った貨物であって、平成 29 年度の輸送貨物量が平

成 28 年度と比べて増加が見込まれる事業

などであり、新規（転換）貨物量、増加した貨物量に対してインセンティブ（業務委託料）が

支払われる。

ウ　事業費及び経費分担

阪神国際港湾株式会社が各受託事業者に支払う業務委託料は以下で定めるものを基準に、協

議を行い決定することとされている。

①　海外フィーダー貨物等誘致事業

新規（転換）貨物量、増加した貨物量 1TEU あたり 5,000 又は 10,000 円

ただし、九州以遠の港におけるフィーダー貨物の場合は 15,000 円

②　陸上輸送等貨物誘致事業

新規（転換）貨物量、増加した貨物量 1TEU あたり 5,000 円

リーファーコンテナ等による農林水産物・食品等の集貨の場合	7,000 円

大阪市港湾局は、阪神国際港湾株式会社と「阪神港（大阪港）の集貨事業に関する協定書」

を締結し、大阪市の分担額の上限を決めた上で、当該事業にかかる業務委託料等の経費の一部

を分担している。経費の負担割合は、国土交通省の補助金が 2 分の 1、阪神国際港湾株式会社

が 4 分の 1、大阪市が 4 分の 1 である。大阪市の分担額は、①海外フィーダー貨物等誘致事業

が 4,375,000 円、②陸上輸送等貨物誘致事業が 28,125,000 円であり、その他の事業にかかる委

託料と合わせて事業間の分担額の流用ができることとされているが、事業間流用を行った場合

でも大阪市の分担額の上限は 52,500,000 円までとされている。

ウ　目標と達成状況

阪神港は、国際コンテナ戦略港湾に選定されており、阪神港全体でのコンテナ貨物量の目標を

設定している。集貨目標貨物量は、平成 27 年が 490 万 TEU/ 年、平成 32 年が 590 万 TEU/ 年

である。この阪神港全体での集貨目標貨物量にはトランシップ貨物 2 が含まれており、トランシッ

プ貨物単独での集貨目標貨物量は、平成 27 年が 20 万 TEU/ 年、平成 32 年が 100 万 TEU/ 年で

2		トランシップ貨物とは、積荷港から荷卸港まで、同一船舶で運送されずに途中港（中継港）で積替えされる貨物のことをいう。
ここでは、北米と東南アジア等を結ぶ幹線航路上の主要港で別のコンテナ船に積み替えられるコンテナ貨物を指し、東南アジア等
の外国から輸送されてきた貨物を阪神港で積み替え、北米等の海外に輸出する貨物をトランシップ貨物としている。
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ある。

港湾局は、以下の考え方に基づき、本事業による目標集貨量を定めており、平成 29 年度の目

標集貨量は後記グラフのとおりである（括弧内の数字は後記グラフ内の数字と対応している。）。

⑴　阪神港全体での集貨目標貨物量からトランシップ貨物単独での集貨目標貨物量を除いた貨物

量を目標貨物量とする（①）。

⑵　平成 22 年の貨物量（②）をもとに近年の推移（トレンド）を踏まえて当該年度の貨物量の

予測値を算出する（④）。

⑶　直近年度における集貨量実績値（⑤）に基づき、目標貨物量（①）を達成するために当該年

度に達成する必要がある貨物量を算出する（⑥）。

⑷　当該年度の貨物量の予測値（④）と目標貨物量を達成するために当該年度に達成する必要が

ある貨物量（⑥）との差を集貨必要貨物量（⑦）とする。

⑸　集貨必要貨物量（⑦）の半分を本事業による目標集貨量とする。

⑹　本事業による目標集貨量を大阪港と神戸港で分担して達成することになるため、その半分を

大阪港での本事業による目標集貨量としている。

この結果、平成 29 年度の大阪港の本事業による目標集貨量は、2.7 万 TEU とされた。
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（大阪市港湾局提供資料より） 

 

 平成 26 年から平成 29 年の阪神港の目標貨物量及び本事業による目標集貨量と貨物量

の実績の推移は以下のとおりである。 

（単位：万 TEU、千円） 

 H26 H27 H28 H29 

阪神港の目標貨物量 H27：490 万 H32：590 万

（大阪市港湾局提供資料より）
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平成 26 年から平成 29 年の阪神港の目標貨物量及び本事業による目標集貨量と貨物量の実績の推

移は以下のとおりである。

（単位：万	TEU、千円）

H26 H27 H28 H29
阪神港の目標貨物量 H27：490 万 H32：590 万

（うちトランシップ貨物） （20 万） （100 万）
集貨事業による目標貨物量 2.8 2.2 2.5 2.7
集貨事業による実績貨物量 1.7 2.2 2.7 1.6
実績貨物量 422 408 409 428

インセンティブ額
全体 107,661 140,953 153,495 89,389
大阪市負担分 9,768 32,500 35,000 22,347

（大阪市港湾局提供資料に基づき包括外部監査人作成）

今回監査を実施したところ、重点的に取り組むとされた経営課題のうち本事業について、次のと

おり改善すべき点が認められたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

意見 5　港湾局に対して、集貨インセンティブが基準を大きく上回るものにつき、必要性を十分に

検討するよう求めるもの

（理由）

大阪市と阪神国際港湾株式会社との間の協定書においては 1TEU あたりの業務委託料の基準

は定められていないが、阪神国際港湾株式会社は、海外フィーダー貨物等誘致事業における業

務委託料の基準額を、地方区分等によって 1TEU あたり 5,000 円から 1 万 5000 円と定めている。

業務委託料は、阪神国際港湾株式会社が定める基準額をもとに阪神国際港湾株式会社と受託事業

者の協議で定めることとされている。委託事業の採否にあたっては、阪神国際港湾株式会社にお

いて、阪神港貨物集貨等インセンティブ事業審査委員会を開催し、当該事業者から事業計画提案

書を提出させ、事業決定に関する審査を行なっている。阪神国際港湾株式会社が各受託事業者に

対して支払っている業務委託料（集貨インセンティブ）の実績を見ると、多くの受託事業者との

間で基準額の範囲内で業務委託料が設定されていた。

このうち、大阪港を対象とする事業では唯一、1TEU あたり 4 万 7000 円という高額な業務委

託料が設定されているケースが 1 件存在した（平成 29 年度：合計 1538 万 7000 円、大阪市負担

384 万 6750 円）。かかる高額の業務委託料が設定された経緯については、「事業者から阪神国際

港湾株式会社へ事業計画提案書及び単価根拠を提出いただき、事業計画の実施に必要な単価根拠

等が妥当か、阪神国際港湾株式会社が事業者との協議を重ねて確認してきたところ、今回のケー

スは、事業者が内航船社から事業者専用スペースを購入する費用がかさむなどしたものである」
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とのことである。

しかし、事業計画提案書のみからは単価設定の根拠が定かではなく、議事録も作成されていない

ため、審査会の議事内容や事業計画提案書以外の提出資料の有無、内容が明らかではない。したがっ

て、審査会で単価根拠設定の妥当性がどのように検証されたかは不明と評せざるを得ない。

この点、本事業は阪神国際港湾株式会社が国からの補助金交付決定を受け、各事業者に業務委託

している事業で、大阪市は同社と協定を結び応分の委託料負担をしている事業であり、当該事業経

費の一部を大阪市と国が負担していることも踏まえると、必要最小の経費で最大の効果を上げる必

要があり、公平性も要求される。

業務委託料が基準額を上回る額で合意されている場合には、阪神国際港湾株式会社に経緯を確認

するとともに、より少ない業務委託料で実施するよう申し入れるなど、適切な監督を及ぼされたい。

また、事業計画の審査過程を事後的に検証できるよう、審査会については議事録を作成されたい。

意見 6　港湾局に対して、トランシップ貨物の集貨について、集貨事業の利用状況及び実績貨物量

の推移を踏まえて、集貨施策を再考するよう求めるもの

意見 7　港湾局に対して、実績貨物量の推移を踏まえて、集貨施策を再考するよう求めるもの

（理由）

1　大阪港における貨物量の実績は、これまで本事業で達成すべき目標貨物量を達成している年

度でも、大阪港全体では当該年度の目標貨物量を達成できていない。それにとどまらず、本事業

を実施しているにもかかわらず、大阪港全体での貨物量の実績は概ね横ばいである。

2　阪神港での集貨目標貨物量にはトランシップ貨物が含まれている。阪神港の集貨目標貨物量

（平成 27 年は 490 万 TEU/ 年、平成 32 年は 590 万 TEU/ 年）のうち、トランシップ貨物単独で

の目標貨物量は、平成 27 年が 20 万 TEU/ 年、平成 32 年が 100 万 TEU/ 年とされており、阪神

港全体での集貨目標貨物量の一定割合を占めている。直近 4 年間のトランシップ貨物の実績値は

以下のとおりである。ただし、実際には、大阪港においてはトランシップ貨物がほとんど取り

扱われておらず、平成 26 年度を除いて正確な統計がとられていないため、0 としている（なお、

平成 26 年度の実績値は 72TEU である。）。

単位：万 TEU

H26 H27 H28 H29
大阪港 0 0 0 0
神戸港 1 2 3 2

（大阪市港湾局提供資料より）
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この点、トランシップ貨物について、これ以外の貨物と区別して目標貨物量を定めている以上、

まずは大阪港においてもトランシップ貨物の量を把握していく必要がある。

また、阪神国際港湾株式会社においては、トランシップ貨物を対象とした集貨事業としてアジ

ア広域集貨事業を実施しているが、大阪港に関しては事業を開始した平成 26 年度以降、平成 28

年度に 310TEU 利用されたのを除き、ほとんど利用されていない。したがって、トランシップ

貨物の集貨に向けた施策が利用されない原因を分析したうえで、利用されていくよう再考する必

要がある。

3　また、本事業は、新規の貨物又は増加した貨物のみを対象としており、毎年度獲得してきた新

規又は増加貨物が、次年度以降も大阪港に集貨されて積み重なっていくことにより、平成 32 年

度の集貨目標貨物量を達成するという計画となっている。平成 26 年度以降、本事業の対象となっ

た貨物量と事業対象となった年度以降に定着して大阪港に運ばれている貨物の推移は以下のとお

りである（定着割合は、定着貨物量を前年度までの累計事業対象貨物量で除した割合であり、小

数点第 2 位を四捨五入している。）。

単位：万 TEU

H26 H27 H28 H29
当年度事業対象貨物 16,969 22,253 27,404 15,973

事業対象貨物
（前年度までの累計） ― 16,969 39,222 66,626

定着貨物量 ― 11,403 25,049 49,985
定着割合（%） ― 67.2 63.9 75.0

（大阪市港湾局提供資料より）

本事業による集貨貨物は、一定程度、大阪港に定着して運ばれているといえる。しかし、次年度

以降に定着していない貨物も一定数存在するため、どのような原因で定着しないのかを分析し、対

策を検討する必要がある。

実績貨物量は我が国全体での総貨物量の動向などの外的要因にも左右されるものと思われるが、

本事業を除く他の集貨事業についてはほとんど実績が上がっておらず、本事業についても、定着し

ていない貨物があることから、これらの原因を分析し、事業内容や普及方法を再検討する必要があ

る。また、本事業については、大阪港全体での集貨目標貨物量との関係で、本事業の目標貨物量自

体も、より拡大していく方向で見直す必要があると思われる。

ついては、集貨目標貨物量という全体像を意識したうえで、これの達成に向けてどのような事業

を展開し、普及していくかなど、集貨事業全体について検証し、再考するべきである。

⑵　競争力強化（コンテナ埠頭周辺の渋滞緩和施策の推進）

ア　事業概要



62 63

コンテナ貨物を輸出入する際にはコンテナターミナルゲートを通過しなければならないが、荷

役作業の作業能力以上のコンテナ車両が集中し、滞留が発生することがある。こうした滞留によ

る物流環境の悪化が、ひいては大阪港の国際競争力の低下を招くことになる。

そのため、本事業は、大阪港のコンテナターミナルゲート前の混雑を緩和し、コンテナ貨物の

搬出入にかかる時間の短縮を図り、大阪港の国際競争力を強化することを目的としている。

イ　事業内容

ア　対象事業

大阪港の外貿コンテナターミナルにおける早朝時間帯及び昼休み時間帯のゲートオープンに

対して、IN ゲート処理を行った搬出入車両 1 台あたり 2,500 円の業務委託料を支払う。

　イ　受託事業者

大阪市港湾局は、本事業を国及び阪神国際港湾株式会社と共同して実施している。阪神国際

港湾株式会社は外貿コンテナ貨物を取扱うコンテナターミナルオペレーターと業務委託契約を

締結し、ゲートのオープン時間を延長させている。

　ウ　実施期間

本事業は、年末年始やゴールデンウィーク、シルバーウィーク前後などの特異日のみに実施

している。

　エ　事業実績

本事業により IN ゲート処理を行った搬出入車両の台数、これにより短縮された渋滞の距離、

支払われたインセンティブの額（大阪市負担分のみ）は以下のとおりである。ただし、平成

26 年度は年末年始のみの実施であり、短縮距離は実施期間中の平均値を示す。

H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度
処理台数（台） 10,195 15,260 14,669 13,228
短縮距離（km） 4.11 5.71 6.38 7.15
インセンティブ額（千円） 2,680 7,630 9,168 8,267

（大阪市港湾局からのヒアリングに基づき包括外部監査人作成）

今回監査を実施したところ、重点的に取り組むとされた経営課題のうち本事業について、次のと

おり改善すべき点が認められたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

意見 8　港湾局に対して、コンテナ埠頭周辺の渋滞緩和施策の推進について、繁忙期以外も含めた

恒常的な対策の実施を検討するよう求めるもの

（理由）

本事業が実施されている期間は、年末年始やゴールデンウィーク、シルバーウィーク前後など



62 63

の特異日に限られている。しかし、監査人が現地調査の際にターミナルゲート付近を通ったとこ

ろ、大阪市が特異日としている日以外にも渋滞が発生していることが確認された。

特異日以外でも渋滞が発生しゲート通過時間の長期化を招いている可能性があることから、特

異日以外の渋滞の発生状況も把握した上で、恒常的に渋滞が発生しているのであれば、恒常的な

対策になるよう、事業内容を再考されたい。



64 65

第3部　各論

第1章　歳入・歳出管理

第1　歳入

1　歳入の概要

港湾局の一般会計においては、入港料や各種使用料（港営事業会計に属するものを除く。）、普通

財産の賃貸料、行政財産の目的外使用料等が歳入の大きな割合を占めている。また、現在、港湾局

においては、普通財産の売り払いを進めている関係上、不動産の売却処分による収入も一定の割合

を占めるため、これらを中心に監査を行った。

特別会計である港営事業会計においては、港湾施設提供事業にあっては各種使用料（港営事業会

計に属するもの）が歳入の大きな割合を占め、大阪港埋立事業にあっては売却収入が歳入の大きな

割合を占めているため、これらを中心に監査を行った。

2　入港料（一般会計の歳入）の賦課徴収及び減免

⑴　入港料の賦課徴収

入港料とは港湾法第 44 条の 2 第 1 項を根拠とするものであり、大阪市では「大阪市入港料条例」

（昭和 51 年条例第 81 号）が定められている。大阪市港湾局における、平成 29 年度の入港料収入

は、1.4 億円である。入港料は、1 回の入港あたり、内航船舶で 1 円 45 銭（1 トン数あたり）、外

航船舶で 2 円 70 銭を徴収している。

入港料の徴収にあっては、船舶代理店からの入港届が出されることを前提に、当該、船舶代理

店に対し、期限を明示した、入港料の納入通知書を交付する方法が用いられている。実際の納付

行為も、ほとんどの場合は、船舶代理店を通じてなされている。

なお、条例上、入港料の納付義務を負う者は、大阪港に入港する船舶の「運航者」であり「船

舶代理店」ではない（船舶代理店は、港湾法及び条例規則に関係する各種手続を代理しているの

みである。）。

⑵　入港料の減免

大阪市入港料条例において、いくつかの減免制度が導入されている。その中には、①同一船舶

が 1 日に 1 回を超えて入港する、同一船舶が 1 月に 10 回を超えて入港する場合の免除といった

数量的な観点のものと、②新規開設航路による入港・初入港の外港湾コンテナ船による入港といっ

たもの、③大阪港に入港するクルーズ客船に対する減免といったものがある。

このうち上記①については条例自体の規定に基づいて行われている一方、上記②③等は、「市

長が公益上の必要その他特別の事由があると認めるとき」に減免を行いうるという規定（同条例
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第 4 条第 3 項）により、減免が行われている。

このうち上記③については、市長決裁（平成 26 年 5 月 27 日）をふまえて、減免が拡充しており、

市長決裁の前後の内容は以下のとおりである。

時期　（施行日基準） 平成 23 年 4 月から
平成 26 年 5 月まで 平成 26 年 6 月から

要件 海上運送法第 2 条 4 項に規定する
旅客船（13 人以上の旅客定員を有
する船舶）で、宿泊施設を有し、
定期的に大阪港を発着する交通手
段としての性格を有しない船舶【が
施設を使用するとき】

クルーズ客船（13 人以上の旅客定
員を有する船舶で、宿泊施設を有
する旅客船（フェリーを除く）

【が施設を使用するとき】

入港料 入港料（免除） 入港料（免除）
港湾施設使用料 岸壁使用料

（12 時間まで 50 パーセント減免、
12 ～ 24 時間は全額免除）

岸壁使用料
旅客乗降用渡橋使用料
船舶給水料
船客上屋使用料

（免除）

平成 29 年度では、クルーズ客船に関する入港料の減免実績は 8,321,426 円であり、岸壁使用料は

42,664,585 円、給水施設使用料の減免実績は 10,675,972 円である。

3　港湾施設使用料等（一般会計及び特別会計の歳入）の賦課徴収及び減免の概要

⑴　港湾施設使用料等の賦課徴収

港湾施設使用料とは、港湾施設の使用者から、その使用の対価として徴収するものであり、大

阪市では「大阪市港湾施設使用条例昭和 27 年条例第 36 号）を定めて、施設ごとの使用料を徴収

している。港営事業会計としての港湾施設提供事業に該当する施設に関する使用料は特別会計の

歳入となり、そのほかは一般会計の歳入となる。

一般会計か特別会計かについては、いずれに属する歳入となるのかという点をのぞくと、賦課

徴収の枠組みは特に異なる点はない。港湾施設使用料の徴収に関して言えば、入港する船舶関係

が使用する部分においては、入港料と同様の賦課徴収の方式が用いられている。

⑵　港湾施設使用料等の減免

大阪市港湾施設使用料条例により、入港料と同様の減免制度が導入されている。このうち、「市

長が大阪港の振興対策上その他特別の事由があると認めるとき」には減免を行いうるという条項

（同条例第 4 条 3 項）に基づき、クルーズ客船に関する減免（岸壁使用料、旅客乗降用渡橋使用料、

船舶給水料、船客上屋使用料の免除）がなされている。

このうち、船舶給水料以外の免除は「インフラ」の利用に係る対価を徴収しないことを意味し、

船舶給水量の免除は、文字通り、「水」というモノを給付することに対する対価を徴収しないこ
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とを意味する。

今回監査を実施したところ、港湾施設使用料の賦課徴収及び減免について、次のとおり改善す

べき点が認められたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

指摘 4　港湾局に対して、入港料の審査基準につき、ウェブサイト上の掲載を修正し , 誤りがない

形での掲載を求めるもの

（理由）

現在、大阪市では、市の公式ホームページにおいて、「条例・規則など」>「審査基準一覧」

というページを設け、各局の審査基準が掲載されている（こうしたページ全体の管理は、総務局

行政部総務課が行っており、毎年、各局の制度所管からの情報を集約する形で更新がなされてい

る。）。これは、行政手続法・行政手続条例が、「審査基準を公にしておかなければならない」と

定めていることに対応したものである。

この点、入港料においては、入港料条例全体にかかる一つの減免「要綱」が策定されるという

形式ではない結果、複数存在する減免の制度を集約的に整理し、審査基準として公表するという

形が行われている。

ウェブサイトに掲載されていた入港料の審査基準にあっては、「大阪港に入港するクルーズ客

船（13 人以上の旅客定員を有する船舶で、宿泊施設を有する旅客船（フェリーを除く））が施設

を使用するとき」に入港料の減免が受けられるという誤った記載（下線部）が見受けられた（入

港料であるので、施設の使用は要件とならず、下線部を削除した形が正しい。）。

すみやかに訂正すべきである。

意見 9　港湾局に対して、入港料・港湾施設使用料等の減免につき、平易に説明したウェブサイト

上のページを設けることを求めるもの

（理由）

現在、他市の港湾管理者にあっては、入港料及び岸壁使用料等の減免制度を一覧的に説明した

ウェブサイト上のページを設けている例がある（例：横浜市・神戸市）。

しかし、大阪市港湾局においては審査基準の公表のためのウェブページ（上記）がある以外は、

減免制度を分かりやすく記述したページは存在していない。

減免の対象が事業者である場合であっても、政策的な減免制度は「見える化」が求められるも

のであり、特に本件のように抽象的な例規上の条項と市長決裁の組み合わせで行われている減免

はその必要性が高い。政策目的に基づくインセンティブ制度であることを明記したページを新た

に設けるべきであると考える（大阪市においても、税や国民健康保険料に関する減免に関しては
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平易な説明を行うページが設けられている。）。

意見 10　港湾局に対して、クルーズ客船の入港料・施設使用料等の免除制度について、一定の年

数が経過した段階で検証を行うことを求めるもの

（理由）

平成 20 年代以降、特に、東アジア各国から我が国に対するインバウンド需要の高まり、及び「東

アジアクルーズ」の需要の拡大を受け、わが国の各港の港湾管理者は、クルーズ客船に対する減

免を一つの手段として誘致を繰り広げており、いわば「誘致競争」の様相を呈している。

こうした観点から、港湾局は、他の港湾との差別化を図る意味も込めて、平成 23 年に減免を

開始し、平成 26 年にその拡充を打ち出すに至った。また、クルーズ客船が来航し、大阪市内外

に外国人旅行客が多数来訪し、結果として、経済効果がもたらされていること自体は理解できる。

ただし、問題は、当該減免制度の有ることが、クルーズ客船の来航にどの程度繋がっているか

であり、他港との競争力確保の点で意義があるのか、引き続き、分析的な検証を有すると考える。

一般的に政策的減免は、ひとたび導入されると、事後的な検証がなされる機会を欠くまま継続し

かねず、歳入面からは「見えにくい」減収が継続するリスクが高い。

そもそも、入港料は、港湾に入港する客船から均等に徴収すべき公金であり、港湾施設使用料

は施設使用などの対価として徴収すべき公金であることから、特定の政策目的による免除は、効

果の検証が不断に行われるべきものである。たとえば、5 年目、10 年目といった年数が経過した

段階で、政策的効果に関する検証を行うべきである。具体的には、観光関係業者からのヒアリン

グ等や、他の港湾との間の料金体系の比較等が考えられる。

4　入港料・港湾施設使用料の債権管理

入港料及び港湾施設使用料については、船舶運航者から徴収することとなる公金である。そのた

め、それらの船舶運航者やその他港湾関係の事業者が倒産等に至らない限りは、徴収が困難となる

ことは少ない。そのため、納入通知書を送付した後も支払われない場合は比較的まれである。

しかし、債権回収上のリスクが全く生じていないわけではない。

現に、平成 28 年には、外国系の海運会社が法的整理に至った結果、法的整理手続を行う外国裁

判所に対して、大阪市が一債権者として手続に参加する等の事態が生じていた。今後も、継続的な、

適正な債権管理への取組みが求められる。

5　普通財産の売却（埋立地における随意契約を用いた分割払いによる売却）

⑴　売却方針

港湾局においては、「埋立地分譲の促進を図るため」という理由で、平成 16 年 12 月 1 日、「埋立
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地分譲に係る分割払いの方針について」と題する内部決裁を行い（最終決裁権者は港湾局長）、下

記のような方針を策定した。

1　分割払いの期間を 10 年、120 回払い以内とする。

ただし、原則として、均等払いとする。

2　申込保証金は、分譲代金の 2 割以上とし、分譲申込時に納付する。うち 1 割は契約保証

金に充当し、残金は第 1 回支払い金に充当する。

3　分割払いの利息は、財産規則第 36 条の「市長が定める利息（4 月 1 日時点の長期プライ

ムレート）」とする。

4　連帯保証人は、本市財産規則第 35 条に基づく。

5　担保は不要とする。

6　所有権の移転は、最終支払い代金の完納後に移転する。

このような契約方式は、つまるところ、買主が 10 年（以内）120 回（以内）の期間にわたり売

買代金の分割払いを続け、代金が完済に至った時点で、大阪市から買主に所有権が移転するという

形態である。契約締結日から、所有権移転日までの間は、「売払い前の財産使用」と呼ばれる法律

関係（後述）により、買主は土地使用に関する対価を支払わず、土地を「使用」することとなる（な

お、売買契約書においては、完納後の所有権の移転日に、「引き渡し」がなされたと取り扱われて

いる。）（なお、この形式が用いられた場合、分割払期間においては、土地は大阪市が登記簿上の所

有者であり、もちろん、固定資産台帳上の所有者でもあることから、買主は一括払いで購入するこ

とと比すると、固定資産税額の負担を免れる格好になる）。

　港湾局は、埋立地につき、上記方針にのっとり、分割払いを用いた契約締結が採用されており、

平成 27 年度に 1 件、平成 28 年度に 1 件、平成 29 年度に 1 件、分割払いを用いた契約が締結され

たとのことである。

⑵　大阪港埠頭株式会社との売買契約

監査期間中である平成 30 年 2 月 1 日付けの大阪港埠頭株式会社との売買契約の概要は以下の

とおりである。

【土地売買契約】

・契約日	 平成 30 年 2 月 1 日

・買主	 大阪港埠頭株式会社

・目的物	 	 大阪市住之江区南港北（地番省略）及び、同区南港東所在（同左）の合計 3 筆の土

地

・売買代金	 6,692,300,000 円

・分割払いの方式
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	 	平成 30 年 2 月 1 日（契約締結日）に 60% の代金納付

	 	平成 31 年 2 月 1 日から平成 38 年 2 月 1 日まで

	 	各年に約 3.3%（合計 26.7%）の代金納付

	 	平成 39 年 2 月 1 日に 13.3% の代金納付

【構造物売買契約】

・契約日	 上記同日

・買主	 大阪港埠頭株式会社

・目的物	 取引対象となる土地に関する構造物一式（荷役機械基礎、照明塔、照明設備、地中

構造物、その他構造物、埠頭保安設備）

・売買代金	 410,302,800 円（一括払い）

今回監査を実施したところ、普通財産の売却（埋立地）について、次のとおり改善すべき点が認

められたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

指摘 5　港湾局に対して、分割払いを内容とする売買契約を締結するにあたっては、大阪市財産規

則に定める手続の履践を確実に行うよう求めるもの

（理由）

大阪市財産規則は、普通財産の売払代金の「分割払」の方式を用いる場合、下記の 2 つの手続

規定を定めている（これら 2 つの規定は、地方自治法の直接の要請ではなく、いずれも大阪市役

所内部の各局権限分配に関する規定である。）

（売払代金等の納付）

第 33 条　普通財産の売払代金又は交換差金は、一時に納付させなければならない。ただし、

契約管財局長が必要と認めるときは、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下令

という。）第 169 条の 7 第 2 項の規定による延納（以下延納という。）又は分割払をさせる

ことができる。

（売払い前の財産使用）

第 34 条　前条ただし書の規定による分割払の場合においては、契約管財局長が必要と認める

ときは、当該財産を使用させることができる。

2　前項の場合においては、使用料を免除することができる。

この規定の趣旨は、売買契約は、代金の一括払いが原則であるから、例外として、分割払いによ

る契約を許容する際には、当該財産を所管する各局に任せるのではなく、契約管財局長が、必要性

に関する判断に加わることにしたものと思われる。その趣旨は、分割払いの方式を容認し、また、

当該財産の分割払中の無償使用を認めるにあたっては、買主の経済的信用性などを慎重に見極める
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必要性があり、案件ごとに契約管財局が関与することを要するとしたものと解される（財産規則第

33 条、第 34 条は、契約管財局長の関与が不要な場合を定めておらず、港湾局所管の埋立地である

からといって当該規則の適用除外となるとは解されない。）。

したがって、現行の財産規則第 33 条、第 34 条に照らす限り、個別の売買契約ごとに、契約管財

局長が「必要と認め」ることの内部決裁手続を要するところ、現在、その手続が履践されておらず、

港湾局内部の判断のみで意思決定がなされていることは、規則の明文に反するし、そもそも案件ご

との慎重かつ専門的な判断がなされているのかについての疑念を生じさせるものである。

今後、財産規則の適用関係を整理し、徹底すべきある。（なお、平成 16 年 1 月付け決裁文書は、

あくまでも港湾局内での方針決定を示すものに過ぎず、この内部決裁がなされたからといって、財

産規則所定の手続を経由しないことを容認することにはならない）。

指摘 6　港湾局に対して、使用されている「売買契約書」に一時使用における権利義務関係を明記

するよう求めるもの

港湾局においては、普通財産（土地）の分割払いによる売払いが、近年、年 1 件程度行われるよ

うになっているが、そこで用いられている契約書においては、「売払い前の財産使用」にともなう

法律関係に対応した条項が極めて不足しており、分割払い期間中の権利義務関係を明文化した形で

整理しておらず、疑義を生じかねない。

まず、①大阪市が一般的に使用する普通財産の売払いに関する契約書では「乙は、売買代金の支

払いを完了するまでは、本件土地を使用することができない。」という条項が存在するところ、分

割払いの場合、当該条項が削除されている。しかし、単に削除されただけであり、売主である大阪

市が、買主に対し、代金完済までの間、無償で事前使用を容認することに関する条項が全く存在し

ない。また、②契約締結後の土地使用に関し、禁止行為等に関する具体的な規律も存在しない。

平成 30 年 2 月 1 日付けで同時に行われた大阪港埠頭株式会社との構造物売買契約では、地上構

造物は同日を以て同社の所有物となり、同日以降、土地は大阪市の所有する普通財産、構造物は同

社という関係が生じ、埠頭として具体的な使用が続くことになる。しかし、契約書上は、この点に

関する言及が一切ない。そのため、売払い前の財産使用の期間（9 年間）において、買主である大

阪港埠頭株式会社が行ってはならないことに関する準則等も全く定められていない（土地を改変す

ることや、土地上に新たに建物や構造物を設置することがどの程度許容されているのか、何らの言

及もない）。

今後、売払前の財産使用に関するリスクを適切に踏まえた、売買契約書となるように修正されたい。
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第2　歳出

1　歳出の概要

⑴　一般会計

港湾局の歳出について、一般会計から諸支出金、公債費を除いた港湾費では、職員費や港湾管

理費（道路、緑地及び防災施設等の維持管理など）、港湾整備費（港湾施設の維持補修など）で

構成されており、そのうち委託料は平成 29 年度の港湾費の約 13% を占め、請負代金は平成 29

年度の港湾費の約 32% を占めている。

	 単位：千円（小数点以下切り捨て）

区分（一般会計） 金額 港湾費に占める割合
港湾費 16,814,585	
委託料 2,221,413	 13%
請負代金 5,340,042	 32%

	 （平成 29 年度予算説明書（一般会計）より）

⑵　港営事業会計

港営事業会計は、上屋倉庫などの港湾施設提供事業、大阪港埋立事業からなる。港営事業会計

歳出から企業償還金を除いた金額は 14,428,229,000 円である。このうち委託料は上記の約 7% を

占め、請負代金は上記の約 3% を占めている。

	 単位：千円（小数点以下切り捨て）

区分 金額 港営事業会計支出（企業償還
費を除く）に占める割合

港営事業会計支出（企
業償還金を除く） 14,428,229	

港営事業会計委託料 1,095,916 13%
港営事業会計請負代金 298,500	 32%

	 （平成 29 年度予算事業一覧（港営事業会計）より）

⑶　約書、共通仕様書

ア　委託契約

委託契約においては、大阪市港湾局における港湾業務委託共通仕様書の中に、成果物型・経常

型などの委託業務の類型に応じて業務委託契約書・業務委託共通仕様書・提出書類の様式などが

定められている。

港湾業務委託共通仕様書は平成 28 年 7 月に改訂され、以下の URL で確認することができる。

http：//www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000364415.html

イ　請負契約

請負契約においては、大阪市港湾局における港湾工事共通仕様書の中に、工事請負契約書、港

湾工事共通仕様書、施工管理基準、提出書類の様式などが定められている。
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港湾工事共通仕様書は平成 29 年 3 月に改訂され、以下の URL で確認することができる。

http：//www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000087715.html

本監査においては、限られた監査資源を最大限効率的に活用する趣旨から、平成 29 年度の委

託契約・請負契約のうち、主として金額が大きいものを基準（契約金額 40,000,000 円以上）とし

て数件を抽出し、契約手続から履行確認までの一件記録を実査した。

また、人事労務費の歳出についても、局の事業実施には欠かせない事務であることから、主と

して時間外勤務の発生可能性を念頭に、実査を行った次第である。

2　道路維持（道路清掃等）業務委託（港区・住之江区）

契約締結日　平成 29 年 4 月 1 日

契約内容　　港区・住之江区域内臨港道路、公衆トイレなどの清掃

契約代金　　49,366,800 円（税込）

契約相手方　ヒノデグリーン株式会社（以下、「ヒノデグリーン」という。）

ヒノデグリーンとの道路維持（道路清掃等）業務委託契約（港区・住之江区）は、港区・住之江

区域内臨港道路清掃、公衆トイレ清掃などについての業務委託契約である。

今回監査を実施したところ、上記契約における履行確認等について、次のとおり改善すべき点が

認められたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

指摘 7　港湾局に対して、受注者から提出を受ける業務計画書及び業務月報について、日付の記載

があることの確認を徹底するよう求めるもの

（理由）

1　港湾局業務委託共通仕様書では、業務委託実施時の提出書類として、受注者が港湾局に対し

契約締結後 14 日以内に業務計画書を提出することになっている（港湾業務委託（経常型）共通

仕様書Ⅳ－ 1 － 1 － 10）。

ヒノデグリーンから提出されている業務計画書には提出日の記載がなく、いつ提出されたかが

不明であった。また、提出書類一式を集めたファイルにも、提出日を記載したチェック表などは

なく、記録から提出日を確認することができなかった。

港湾局の説明では、着手届等と合わせて提出されているとのことであったが、業務計画書自体

あるいはチェック表から日付を確認することができない。
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チェック表として提出書類が一覧可能にするか、提出書自体に提出日を記載するなど、提出日

の記載を徹底されたい。

2　また、業務委託契約（経常型）共通仕様書では、毎月の業務実績を記入した業務月報について、

上半月は当月 20 日まで、下半月は翌月 5 日までに提出をする必要がある。

業務月報には、業務を行った日、行った業務内容が記載される（書式は下記）。

73 

 

２ また、業務委託契約（経常型）共通仕様書では、毎月の業務実績を記入した業務月

報について、上半月は当月 20 日まで、下半月は翌月５日までに提出をする必要がある。 

業務月報には、業務を行った日、行った業務内容が記載される（書式は下記）。 

 

 ヒノデグリーンからの業務月報には、日付欄が空欄のもの、「平成 28 年」と印字され

た上からペンで「29」と数字を上書きして記載したもの、日付が「平成 28 年」と記載さ

れたままで１年誤って記載されているものが散見された。 

 しかし、上記のように日付がなければ、業務月報が期限までに提出されているか確認

ができない。また、日付をペンで上書き修正し、訂正印の押印もないものや、「平成 28

年」の日付で記載されているものも、業務月報がいつ提出されたか確認ができない。 

 本来このような形式的な誤記は提出段階で受注者が発見し、修正することが可能と思

われる（しかも、日付の間違いに気が付いたのであれば、日付を正確に印字したものを

出力しなおして提出すべきである。）。また、港湾局でも業務月報が提出された時点で適

切に確認していれば、その段階で発注者に指摘をすることが容易と考えられる。 

 このことは、形式面のチェックのみならず、業務月報の内容を正確にチェックしてい

るかという信頼にも影響を及ぼすので、確認を徹底されたい。 

 

 

指摘８ 港湾局に対して、受託事業者から提出を受ける再委託契約書について、日

ヒノデグリーンからの業務月報には、日付欄が空欄のもの、「平成 28 年」と印字された上からペ

ンで「29」と数字を上書きして記載したもの、日付が「平成 28 年」と記載されたままで 1 年誤っ

て記載されているものが散見された。

しかし、上記のように日付がなければ、業務月報が期限までに提出されているか確認ができない。

また、日付をペンで上書き修正し、訂正印の押印もないものや、「平成 28 年」の日付で記載され

ているものも、業務月報がいつ提出されたか確認ができない。

本来このような形式的な誤記は提出段階で発注者が発見し、修正することが可能と思われる（し

かも、日付の間違いに気が付いたのであれば、日付を正確に印字したものを出力しなおして提出す

べきである。）。また、港湾局でも業務月報が提出された時点で適切に確認していれば、その段階で

受注者に指摘をすることが容易と考えられる。

このことは、形式面のチェックのみならず、業務月報の内容を正確にチェックしているかという

信頼にも影響を及ぼすので、確認を徹底されたい。
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指摘 8　港湾局に対して、受注者から提出を受ける再委託契約書について、日付の記載があること

の確認を徹底するよう求めるもの

（理由）

1　港湾業務委託契約書第 16 条では、一括再委託の禁止について、以下のように定められている。

（一括再委託等の禁止）

第 16 条	受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第

三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2　受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、

書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定

した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

3　発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称そ

の他必要な事項の通知を請求することができる。

4　受注者は、第 2 項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第

三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。

2　港湾業務共通仕様書では、再委託を行う場合には、事前に「再委託承諾申請書」を港湾局に

提出し、承諾を得て再委託業者との契約を締結したあと 10 日以内に「再委託業者通知書」に契

約書の写しを添付して監督職員に提出をしなければならないと定められている（港湾業務共通仕

様書Ⅳ－ 1 － 1 － 28）。

3　しかし、ヒノデグリーンから提出された契約書の写しについては、日付の記載がされていな

かった。提出されているものの日付欄が空欄である契約書についても、契約が適切に成立してい

るかを確認する点や、港湾局により再委託が承諾されたあとに契約が締結されたことを検証可能

にするという点からも、日付の記載の確認を徹底されたい。

意見 11　港湾局に対して、受注者が提出することが不要な書類について、特記仕様書などで整理

することを求めるもの

（理由）

1　受注者が官公庁の休日又は夜間に業務を行う場合は、共通仕様書によれば、業務を行う 5 日

前までに「休日・夜間業務届出書」を提出し、業務を実施したあとに「休日・夜間業務報告書」

を提出する必要がある（港湾業務委託（経常型）共通仕様書Ⅳ―1 － 1 － 37　第 2 項）。

「休日・夜間業務届出書・報告書」を提出する趣旨は、港湾局によると、通常の勤務日、勤務

時間が平日、日中業務が前提となる契約で臨時に休日・夜間等に作業を行う場合、監督職員に事

前事後の報告を行うことにより、業務の適正な履行の確保をする点にあるとのことであった。

2　本業務委託に関しては、「休日・夜間業務届出書・報告書」が提出されていなかった。
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港湾局によれば、本業務委託は夜間作業のあることを前提としているため、上記の趣旨は当て

はまらず、業務計画書と日報により作業の確認をしているため、「休日・夜間業務届出書・報告書」

の提出は求めていないとのことであった。

ただし、本業務委託と同様に道路維持（道路清掃等）業務委託契約を別地区で受託している受

注者からは、「休日・夜間業務届出書・報告書」の提出がされていた。

3　臨時に夜間・休日に作業をする場合に業務の適正な履行を確保するという、「休日・夜間業務

届出書・報告書」の提出の趣旨からすれば、本業務委託で同書面が提出されていなくとも、その

趣旨に反する結果とはなっていない。しかし、本業務委託契約書では、共通仕様書のこの条項の

適用を排除していないため、形式的に共通仕様書に反する結果となっている。

また、本業務委託が行われている港区・住之江区とは別地区で同様の業務を行っている受注者

からは同書面が提出され、同様の業務でも対応が一貫していない。

本来提出不要な書類を提出させることは、港湾局、受注者双方に書面作成・確認の負担が発生

させてしまう。そのため、共通仕様書に定められている書類で提出が不要な書類があるのであれ

ば、その旨特記仕様書などに記載し、条項を整理することで、効率的に業務を遂行されたい。

意見 12　港湾局に対して、受注者から提出を受ける再委託契約書について、その内容が港湾局業

務委託契約書と整合するものであるか検討することを求めるもの

（理由）

1　平成 29 年度道路維持（道路清掃等）業務委託（港区・住之江区）で提出された再委託契約書（廃

棄物の処理）は、日付欄が空欄であったほか、個人情報保護や秘密保持、暴力団排除条項などに

ついて定めがなかった。

港湾局によれば、再委託契約書中では、主に契約相手方、相手方が一般廃棄物の収集運搬許

可を取得しているか、許可の有効期限が当該業務期間を満たしているかを確認したとのことであった。

2　個人情報保護については、港湾局業務委託契約書第 6 条、第 7 条に規定が定められている。各

条では、①個人情報の重要性、②受注者が受注者自身及び関係人に個人情報保護に必要な体制の

整備及び措置を講じること、③個人情報の厳格な管理、について規定されている。

秘密保持については、同第 15 条に定められている。同条では、契約の履行に関して知り得た

秘密を第三者に漏洩することが契約終了後にわたって禁止され、発注者の業務従事者及び関係人

に対しても秘密保持を行うよう措置を講じるよう規定されている。

暴力団排除条項については、同第 44 条の 2、3 に定められている。各条では、①受注者が暴力

団及び暴力団密接関係者である場合には港湾局は契約の解除をすることができ、②下請負人等が

暴力団及び暴力団密接関係者である場合には、受注者に対して当該下請負人等との契約の解除を
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求め、それでも受注者が契約を解除しない場合には、港湾局が受注者との契約を解除できるとい

う、厳格な内容になっている。

以上の規定から、港湾局における委託契約では、個人情報保護、秘密保持、暴力団排除につい

ては、直接の契約相手方である受注者だけでなく、受注者から業務を再委託した第三者に対して

も適切に履行されるよう求めていることがわかる。

3　さらに暴力団排除について、共通仕様書では、契約金額が 500 万円以上の場合は受注者及び

下請業者は暴力団員又は暴力団密接関係者ではない旨を表明した誓約書を契約管財局に提出する

と定められている。誓約書の提出を契約金額 500 万円以上の契約とした理由は、①全ての契約で

誓約書を徴収すると事務手続が非常に煩雑になる、②大阪府においても契約金額が 500 万円以上

の場合に誓約書の提出を求めていること、③大阪市入札参加資格として、大阪府の入札参加資格

を有していることを参加要件としているため、大阪府と大阪市の取扱いを異にして業者を混乱さ

せないこと、とのことであった。

また、契約金額が 500 万円未満であっても、契約相手方が過去に入札除外措置を受けていた場

合や、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置用件に該当する蓋然性が高い場合に

は、誓約書の徴収を行っているとのことであった。

しかし、②については、誓約書の提出について大阪府の取扱いと同様にする合理的な根拠はな

く、③については、誓約書の提出について大阪府と大阪市で取扱いが異なっていても、業者が混

乱するという事態が想定できない。①の事務手続の煩雑さは考慮する必要はあるが、500 万円未

満の契約金額の場合に、再委託契約書に暴力団排除条項がなければ、再委託先が暴力団排除条項

の対象でないことが保全されないことになる。

4　業務の再委託を行った場合は、前述した港湾局業務委託契約書第 16 条 4 項に、再委託先の行為

全般について受注者が責任を負う旨の規定がある。

しかし、上記のような個人情報保護等に関する厳格な規定、個人情報等の重要性から考えると、

再委託契約書の写しの交付を受けた場合には、港湾局は上記を保全するための条項があるか確認

を行い、当該条項がない場合には別途定めをするように指導をすべきである。

意見 13　港湾局に対して、旧港湾業務各種業務共通仕様書に定められていた安全訓練を実施する

場合は、訓練の内容についての確認を徹底するよう求めるもの

（理由）

1　平成 28 年 7 月改訂前の港湾業務各種業務共通仕様書では、安全等の確保として、受託事業者

は使用人等を含む業務作業者に、業務の内容に応じた安全教育及び安全訓練等を行う必要があり、

安全訓練実施報告書を提出する必要があったが（改訂前港湾業務各種業務共通仕様書Ⅱ－ 1 － 1
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－ 32）、平成 28 年 7 月改訂により上記項目は削除され、提出書類中でも、安全訓練実施報告書

は任意提出とされた。港湾局によれば、現在安全訓練の実施は義務ではないが、長期間継続する

契約の場合は安全訓練を行い、実施報告書を提出するように求めているとのことであった。実際

に、監査を行った長期間継続する委託契約では、全てで安全訓練実施報告書が提出されていた。

2　ヒノデグリーンは、業務計画書中に従業員名を挙げ、挙げられた者について安全訓練を実施

すると計画を報告していた。しかし、安全訓練実施報告書を確認すると、そのうち 1 名について

は、初回から最終回まで 1 年間安全訓練への参加が見られなかった。

また、港湾局からも、特に訓練実施報告書について受注者に問い合わせを行っていないとのこ

とであった。

平成 28 年 7 月改訂により、安全訓練の実施、安全訓練実施報告書の提出が義務ではなくなっ

たため、上記が契約に反するとはいえない。しかし、受注者から安全訓練を実施し、特に担当者

氏名を挙げて参加させると業務計画を策定しているのであるから、その計画のとおりに業務が行

われているか確認をすべきである。

また、安全訓練を行うのであれば、今後の業務の安全に資するものが望ましい。そのため、受

注者が行った安全訓練については、実施報告書の内容の確認や協議を行うべきである。

3　夢洲域内建設発生土及び浚渫土砂受入に関する業務委託

契約締結日	 平成 29 年 4 月 1 日

契約内容	 建設発生土や浚渫土砂（水底からさらった土砂）について、夢洲に搬入される量の

検収、土質の確認を行う

契約代金	 73,904,400 円（税込）

契約相手方	 一般財団法人環境事業協会（以下、「環境事業協会」という。）

今回監査を実施したところ、上記契約における履行確認等について、次のとおり改善すべき点が

認められたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

指摘 9　港湾局に対して、平成 28年 7月改訂後の共通仕様書に準拠し、受託事業者から再委託契

約書の写しの提出を遺漏なく受けるよう求めるもの

（理由）

1　当該業務委託においても、前述の道路維持（道路清掃等）業務委託契約と同様、受託事業者

が再委託契約を行う場合には、港湾局の承諾を得るとともに、再委託業者との契約書の写しの提

出を必要する旨の共通仕様書が使用されている。
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しかし、本業務委託においては、「再委託業者通知書」に契約書の写しの添付がされておらず、

共通仕様書に従った適切な履行が確認できなかった。

2　かかる違反は、共通仕様書の意義を弱めるとともに、局において受託事業者に対する監督を

怠っていると評価されかねないものであるから、今後は、再委託業者との契約書の写しを遺漏な

く受けるよう注意されたい。

指摘 10　港湾局に対して、受託事業者から貸与物の返納を受けるときには、貸与品返納書等によ

り事後的に確認できる方法で返納品の確認をするよう求めるもの

（理由）

1　港湾局業務委託契約書第 22 条 4 項では、業務の実施にあたり受注者が港湾局から貸与を受け

たものについて、業務の完了等によって不用となったときに返納をする旨定められている。そし

て、共通仕様書では、貸与品返納日に貸与品返納書を提出することが定められている。

2　返納品の確認について

本業務委託においては、貸与品返納書の記載として、「参考資料参照」と記載があるが、肝腎

の当該資料が添付されておらず、一部の返納品目の内訳を確認することができなかった。

港湾局の説明では、着手時に提出された貸与品借用書に参考資料が添付されており、その参考

資料で確認を行ったとのことであり、実際に全ての貸与品が返納をされていたとのことであった。

しかし、貸与中に物品が破損し返納できないことや、一部の返納を先に受けている可能性もあ

る。その場合に、着手時に提出された貸与品借用書の借用品目だけを見て確認するのであれば、

返納されるべき物品が適切に返納されているかの確認ができない。上記の取扱いが許容されるの

であれば、何ら品目が記載されていない貸与品返納書が提出されても許容されることになってし

まい、不合理な結果を招く。

3　よって、貸与品返納書自体から返納品を確認できるように、記載の確認を徹底されたい。

意見 14　港湾局に対して、機械設備定期点検表において修理・取替と判定された項目については、

修理・取替の検討結果を残すよう求めるもの

（理由）

1　本業務委託では特記仕様書が作成され、機械設備定期点検表により港湾局が定めた項目につい

て定期的に設備点検をすることが求められている。

本業務を受託した環境事業協会が提出している機械設備定期点検表では、当初より NO.2 ロー

ドセル取付台については、環境事業協会が点検を委託した業者により修理・取替が勧められてい

る。しかし、1 年間の委託期間中、一度も修理・取替された形跡がなく、修理・取替をする必要
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がないと港湾局が判断をした議事録なども作成されていなかった。

港湾局によれば、修理・取替が勧められている箇所はカバーのボルト破損であり、本体構造に

影響がないことから緊急対応を要しないと判断し、修繕はする予定であったが優先順位の問題か

ら現時点では対応をしていない、また、受注者である環境事業協会に対してもその旨は連絡をし

ていないとのことであった。

2　上記のように、港湾局で定期点検結果を受けて対応を検討した結果、現時点での修理・取替が

不要と考えたのであれば、後から記録を確認した際に、当該時点で修理・取替が不要という判断

をしたことを記録に残しておくべきである。検討の結果が残っていなければ、検討の痕跡もなく

翌年度以降も毎回修理・取替項目として指摘をされ続け、後から記録を確認した際に、当該箇所

が放置されているのか、修理・取替の必要がないのか、修理・取替するのであればいつ頃を考え

ているのかがわからないことになる。

さらに、修理・取替対象が本委託業務の円滑な遂行や安全に関するものであれば、放置するこ

とは重大な結果を招く可能性がある。

機械設備定期点検表で修理・取替が勧められた項目については、修理・取替の検討を行い、そ

れを記録に残すことを検討されたい。

4　大阪港海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託

契約締結日	 平成 29 年 8 月 7 日

契約内容	 防潮堤などの海岸保全施設について、現在の状況を把握し、ライフサイクルコスト

（LCC）を考慮して、今後の長寿命化のための点検・修繕などの計画策定を行う。

契約代金	 42,908,400 円（税込）

契約相手方　日本工営株式会社大阪支店

今回監査を実施したところ、上記契約においても、受託事業者の再委託先について、共通仕様書

でその再委託業者との契約書の写しの提出を求められているにもかかわらず、再委託業者との契約

書の写しの提出を確認することができなかった。

よって、上記指摘 9 がそのまま該当することから、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層

努力されたい。

5　夢咲トンネル維持管理業務委託

契約締結日　平成 29 年 4 月 1 日

契約内容　　夢咲トンネルの管理運営、機械・電気設備維持管理、トンネル挙動観測を行う。
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契約代金　　233,019,640 円（税込）

契約相手方　阪神高速グループ連合体（以下、「阪神高速グループ」という。）

阪神高速グループとの間の夢咲トンネル維持管理業務委託契約は、夢咲トンネルの管理運営、機

械・電気設備維持管理、トンネル挙動観測を行う業務委託契約である。

咲洲トンネル維持管理業務の指定管理者である阪神高速グループが、咲洲トンネルと近接する夢

咲トンネルとを一体で維持管理することにより、効率的なトンネル維持管理業務の運営を行っている。

今回監査を実施したところ、上記契約における履行確認等について、次のとおり改善すべき点が

認められたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

意見 15　港湾局に対して、委託事業の内容により、共通仕様書の適用が不要である項目を整理す

ることを求めるもの

意見 16　港湾局に対して、委託事業の内容により、再委託に該当するか否かの基準を設定するこ

とを求めるもの

（理由）

1　本業務委託においては、港湾業務委託共通仕様書によるほか、特記仕様書において、咲洲ト

ンネルとの一体管理、トンネル維持管理業務という特質による特別の定めがある。特記仕様書に

記載されていない点については、港湾業務委託共通仕様書の定めが適用される。

そのため、共通仕様書上、例えば休日の業務や夜間の業務時には「休日・夜間業務通知書」を

業務 5 日前に提出し、業務後には「休日・夜間業務報告書」を提出する必要がある。

2 　しかるに、本業務委託においては、「休日・夜間業務届出書・報告書」は提出されていなかった。ただし、

本業務委託は、夢咲トンネルの 24 時間・365日の維持管理を行うため、当然休日・夜間に業務を行う

ことが予定されている。また、本業務委託の受注者である阪神高速グループ連合体の作業報告は非

常に詳細になされており、港湾局担当者においても業務が適切にされていることを把握できている。

そのため、「休日・夜間業務届出書・報告書」の提出がなくとも、共通仕様書で「休日・夜間

業務届出書・報告書」の提出が定められている趣旨に反する結果にはなっていない。

よって、共通仕様書中、適用すべき項目と適用しなくともよい項目を港湾局で精査し、特記仕様書

や特約で明記をすることにより、本来不要な双方の確認・報告の負担を減らすことを検討されたい。

3　また、本業務委託における再委託については、業務委託契約書・共通仕様書の定めが適用さ

れるほか、特記仕様として、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な

業務の再委託に当たっては発注者の承諾は不要とされている。
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4　本業務委託について監査を行った結果、①電気通信関係保守、②送風機・消防設備点検、③

営繕設備点検、④土木構造物点検、⑤道路補修、などについて、阪神高速グループの子会社に発

注を行っているとのことであった。

子会社への発注に関しては、港湾局、阪神高速グループ双方の認識として、子会社であるため、

再委託には該当しないとの認識をしているとのことであった。

しかし、子会社は阪神高速グループの構成会社とは異なる法人であり、子会社に対する業務の

発注は再委託に該当しうると考えられる。

5　港湾局ではこれらの子会社の業務については報告書、現場巡回の際に確認をしており、業務

自体に問題はないとのことであった。

しかし、形式上事前の通知や契約書の提出を経ていない再委託にあたりうるため、事後的に確

認した際の疑義を避けるためにも、通知・契約書写し提出の手続の徹底や、事前通知を不要とす

るなど、契約条項の整理を検討されたい。

6　大正区鶴町1丁目（E－ 13）堤防工事（その3）（請負）

契約締結日　平成 29 年 3 月 16 日

契約内容　　当該地区の地震に対する液状化対策として、堤防の改修を行う。

契約代金　　527,580,000 円（税込）

契約相手方　新井組株式会社（以下、「新井組」という。）

新井組との間の大正区鶴町 1 丁目（E － 3）堤防工事は、当該地区の地震に対する液状化対策と

して、堤防の改修を行う請負契約である。

今回監査を実施したところ、上記契約における履行確認等について、次のとおり改善すべき点が

認められたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

指摘 11　港湾局に対して、請負工事の施行体制、施行状況の確認に使用される「施工プロセス」

のチェックリストに、記載の遺漏がないかの確認を徹底するよう求めるもの

（理由）

1　請負工事の施行体制、施行状況を確認するチェックリストとして、契約管財局が作成した「大

阪市請負工事施工体制確認マニュアル」の工事施工体制等チェックシートと、請負代金額が 100

万円を超える請負工事契約においては、「請負工事成績評定要領」が定められ、「施工プロセス」

のチェックリストが作成されている。これらのチェックリストでは、施工体制、施工状況について各チェッ
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ク事項、チェック時期が定められ、港湾局により施工についてチェックが行われている。

2 　両方のチェックリストを確認したところ、本来月1 回程度確認すると定められている、監理技術者の

現場常駐について、工事施工体制等チェックシートでは、監理技術者の常駐確認が平成 29 年 4 月

20日から平成 30 年 3 月22日までチェックリストに記入されていたが、「施工プロセス」のチェックリスト

では、平成 29 年 4 月20日の一度しか記入されていなかった。本請負工事の工期は平成 29 年 3 月

16日から平成 30 年 3 月31日であるため、12 回程度の確認、チェックリストへの記入が必要であった。

港湾局によれば、月 1 回の常駐確認は行っていたが、未記入であるとのことであった。

3　しかし、チェックリストへの記入がなければ、常駐していたかを確認することができず、契

約が適切に履行されているかの確認をすることができない。

「施工プロセス」のチェックリストへの記載漏れがないかの確認を徹底されたい。

7　人事労務費

（1）労働時間（時間外勤務）についての規律

ア　労働時間（休憩時間）

「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」との地方公務員法の規定（第 24

条 5 項）を受け、大阪市は、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」（平成 3 年条例第 43 号。

以下、「勤務時間等条例」という）を定めている。

同条例は、職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4 週間を超えない期間につき 1 週間当たり 38

時間 45 分を超えない範囲において、任命権者が定めるとされている（第 2 条 1 項）。これに基づ

いて、職員の勤務時間等に関する規則は、特別の勤務に従事する者以外の職員について、1 週間

の勤務時間を 38 時間 45 分、その割振りを月曜日から金曜日までの午前 9 時から午後 5 時 30 分

までとしている（第 2 条 1 項、2 項）。

また、上記条例は、任命権者は、1 日の勤務時間が 6 時間を超える場合については少なくとも

45 分、8 時間を超える場合においては少なくとも 1 時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間

の途中に置かなければならないとしている（第 3 条 1 項）。そして、職員の休憩時間に関する要

綱 1 条 1 項は、この 45 分を、原則として午後 0 時 15 分から午後 1 時までと定めている 3。

イ　時間外勤務

地方自治法第 204 条 2 項は、地方公共団体は、条例で、一般職の地方公務員に対して時間外勤

務手当を支給することができると定め、同 3 項は、その額及び支給方法は条例で定めなければな

3		労働基準法は、労働者に、いずれも休憩時間を除いて、1 週間について 40 時間を超えて（第 32 条 1 項）、1 週間の各日について
8 時間を超えて労働させてはならない（同 2 項）と定める。また、休憩時間については、労働時間が 6 時間を超える場合において
は少なくとも 45 分、8 時間を超える場合においては少なくとも 1 時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないとし
てる（同法 34 条 1 項）。すなわち、勤務時間等条例の規律は、大阪市の条例の規律であるとともに、法が求めるところでもあるこ
とになる。
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らないとしている。これを受け、大阪市職員の給与に関する条例（昭和 31 年第 29 号）第 6 条は、

任命権者は、業務上臨時の必要がある場合には、職員に対し、所定の勤務時間又は休日に勤務す

ることを命ずることができるとしている。この場合の給与について、同条例第 15 条及び給料等

の支給に関する規則（昭和 56 年第 29 号）第 9 条は、「時間外勤務手当」について、以下の支給

割合を定める 4。

勤務日
所定時間以外 勤務 1 時間当たりの給与額の 100 分の 125
深夜（22 時から 5 時） 勤務 1 時間当たりの給与額の 100 分の 150

休　日
深夜を除く時間 勤務 1 時間当たりの給与額の 100 分の 135
深夜（22 時から 5 時） 勤務 1 時間当たりの給与額の 100 分の 160

ウ　終業時刻後 15 分の休憩時間

休憩時間についての上記条例及び法律、そして大阪市の職員の勤務時間からすると、7 時間 45

分の所定勤務時間に続いての時間外勤務を行う場合には、さらに 15 分の休憩時間が必要になる。

朝 9 時から午後 5 時 30 分まで、途中に 45 分の休憩時間を挟んで勤務をした後に時間外勤務を

するというケースを想定すると、午後 5 時 30 分の終業時刻と時間外勤務との間に、又は時間外

勤務の中で 15 分の休憩時間を置かなければ、労働時間が 8 時間を超える場合にはその途中に 1

時間を設ける必要があるという上記の条例や法律の要請が、多くの場合には満たされないことに

なる。

⑵　時間外勤務の管理状況

ア　時間外勤務命令の手続

時間外勤務の命令や時間外勤務時間の認定は、勤務情報システム上において、以下のとおり行

われる（勤務情報システムマニュアル申請者編「時間外勤務手当等」）。

①　命令権者が時間外勤務命令を行う。命令を受けた職員は、同システムの「時間外勤務命令」

のメニューにおいて時間外勤務命令の内容を入力して時間外勤務命令申請を行う。この申

請に際しては、「命令時間終了」及び「業務内容及び理由」を入力する。また、同メニュー

において、職員は、その後にその内容の修正が必要となった場合には時間外勤務命令内容

の修正を、これを取り消す場合には時間外勤務命令申請の削除を行う。

②　承認者は、同システム上において、時間外勤務命令申請の承認を行う。

③　申請者は、時間外勤務に従事する。

④　申請者は、時間外勤務終了後、同システムの「時間外勤務命令申請」のメニューにおいて、

時間外勤務従事時間を入力する。時間外勤務を行わなかった場合にも〔実績なし〕との入

力を行う。

⑤　承認者は、同システム上において、時間外勤務認定申請の承認をする。

以前はこれらの手続は、紙の「時間外勤務命令簿」によって行われていた。

4		これも労働基準法の定めと同内容。なお、勤務時間等条例 6 条の 2 及び就業規則 7 条の 2 は、時間外勤務手当を支給することに
なる勤務の時間が 1 月につき 60 時間を超えた職員に対しては、その 60 時間を超えて勤務した時間について、時間外勤務手当の支
給に代わる措置の対象となるべき時間（時間外勤務代休時間）を指定することができるとする。
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平成 19 年に勤務情報システムが導入された以後は、時間外勤務命令申請が大幅に遅れたケー

スに紙による申請が行われる程度であり、その例はごく稀で、平成 29 年度においては 3 件だけ

である。

イ　運用状況

時間外勤務命令申請は、事前に行うことが求められている。

すなわち、勤務情報システムの承認者に作成が求められているチェックシートには、「時間外

勤務命令内容が過去形の表現になっていませんか ?」とのチェック項目があり、「時間外勤務命

令は事前命令を行うため、過去形の表現は不適切です。超勤理由記載例を参考に、適切な内容で

記載するよう徹底すること」と説明されている。この点、「時間外勤務の縮減にかかる指針」（総

務局）も、平成 30 年 7 月 12 日の一部改正に際して、「急遽職務が発生した場合でも、速やかに

命令を行うこと及び管理職員の速やかに事後確認を行うことの追記」を行ったところである。

また、時間外勤務命令申請は、時間外勤務の必要性も具体的に記載することが求められている。

すなわち、上記のチェックシートには、「本日中に行わなければならない業務内容及び理由に

なっていますか ?」というチェック項目もあり、「なぜ」「いつまでに」「なにを」を具体的に記

載するよう徹底することが求められている。この点、平成 23 年度の港湾局港営事業会計港湾施

設提供事業関係事務の定期監査（報告監 24 の第 21 号）の「指摘事項等」も、上記「指針」を引

いたうえで、時間外勤務命令簿の「業務内容及び理由」の記載について、「業務内容や理由の記

載のないもの、『早急に』等と記載されているだけで期限との関係等が必ずしも明らかでなく、

時間外勤務が必要である理由が不明確であるものが見受けられた」と指摘している。

ウ　背景としての「カラ時間外勤務手当問題」

これら時間外勤務命令申請の厳格性は、平成 16 年に発覚したいわゆる「カラ時間外勤務手当

問題」を背景とする旨の指摘がある（大阪市公正職務審査委員会からの勧告及び意見書「時間外

勤務命令の適正化」第 20 － 01 － 112）。

「カラ時間外勤務問題」とは、当時多くの区役所等において、時間外勤務命令簿に、実態のない、

あるいは時間外勤務のその他の要件の充足が確認できない時間外勤務が記載され、時間外勤務手

当が支払われていたという問題である。

その後、平成 21 年 2 月からは勤務情報システムが本格導入され、それまでの紙による時間外

勤務命令がこのシステムを利用して行われるものに変わったほか、同システムを使ったタイム

カードも導入された。

これによって、カラ時間外勤務手当の支給のような不正の防止が図られているようになった経

緯がある。

⑶　時間外勤務の削減方針
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ア　時間外勤務削減の要請

大阪市は、市全体において、時間外勤務の削減を繰り返し求めている。これは 2 つの、一応は

別の観点からの要請に基づくものである。

1 つは、職員のワーク・ライフ・バランス、あるいは健康という観点である。総務局が作成し

た「時間外勤務の縮減にかかる指針」は、平成 30 年 7 月 12 日の一部改正に際して、冒頭の「は

じめに」において、これまでの「特定事業主行動計画」や「ワーク・ライフ・バランス推進プラン」

などをあげたうえで、「長時間にわたる時間外勤務は、生産性・効率性の低下を招くだけではなく、

職員の健康やワーク・ライフ・バランスにも悪影響が生じる」としている。

もう 1 つは、経費削減という観点である。上述の「はじめに」は、上記の引用箇所に続く部分

で、「職員一人ひとりが『時間外勤務はコストである』という意識を持ち、効率的に日常の業務

にあたることが重要である」としている。

イ　具体的な対策

ア　時間外勤務の縮減にかかる基本項目

上記「指針」は、「2　時間外勤務の縮減にかかる基本項目」の中で、その具体策として、「（1）

業務執行の効率化」「（2）時間外勤務命令の適正化」「（3）職員が退庁しやすい職場環境の確保」

「（4）時間外勤務の目安時間の設定」「（5）年間時間外勤務縮減に向けた改善策の検討」をあげ

ている。

イ　運用状況

港湾局においては、毎年 4 月に、各課が、想定される時間外勤務手当について、「事業内容（項

目）」「時期」「時間外勤務となる理由」「人員」「執行計画額」などを記載した「年間計画（案）」

を作成している。人事担当において、時間外勤務手当の予算を見据えてこの案を精査し、「年

間計画」を作成して、各課に対し、執行計画に基づく年間の時間外勤務の目安時間及び手当時

間を通知する。各課に対しては、毎月、前月の時間外勤務手当の執行額と年間累計が総務課か

ら通知される。これにより、各課は、上記の通知にかかる年間計画額と実績累計額の差を把握

することとなり、例えば実績が年間計画を上回っていると知ることになる。年度当初には想定

されていなかった業務が生じることなど、やむを得ない事情によって年間計画を上回る事態に

なった場合には、他の課の事業量も見るなどして、局全体では年間の時間外勤務の予算を超え

ないようにしている。

このように、港湾局においては、時間外勤務時間及び時間外勤務手当の額が予算を上回るこ

とがないようにする措置がとられている。

⑷　時間外勤務の実態

平成29年度に港湾局において年間360時間を超えて時間外勤務をした職員の数は34人である。
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最も長い者で 899 時間であり 741 時間、627 時間と続く。500 時間を超えて 600 時間までは 10 人、

400時間を超えて500時間までは10人である。開港150年記念事業関連業務の時間外勤務が多かっ

たのが特徴である。この業務に関与した者の中には、過労死についての一つの目安と言われる月

80 時間を超える時間外勤務が記録されている者も散見され、4 月から 11 月までの 8 カ月のうち

7 カ月で 80 時間を超えた時間外勤務をし、うち 3 カ月は 100 時間を超えていた者（最も長い月

で 138 時間）もいる。

⑸　いわゆるサービス残業の防止について

ア　懸念される事態

するべき仕事が減らないあるいは増えていながら、それに伴う適切な措置（人員の補充、抜本

的な事務の改革等）もとられることなく、時間外勤務手当の縮減が厳しく言われると、イレギュ

ラーな事態が発生することがある。典型的には、実際には職場に残って仕事に従事しながら、時

間外勤務命令を受けず、従って時間外勤務手当が支給されないという事例、いわゆる「サービス

残業」である。実際の始業時刻・終業時刻を把握し、時間外勤務手当が支給されていない事案が

ないかをチェックする必要がある。

大阪市も、現在、この問題意識を有していると思われる。総務局作成にかかる「時間外勤務の

縮減にかかる指針」には、平成 30 年 7 月、「1　所属長及び管理職員の責務」の箇所に、下線の通り、

始業終業時刻の把握が追加されている。

⑶部下職員の労働時間を適正に管理するため、個々職員の時間外勤務時間数及び始業終業時

刻の実態を把握するとともに、年間 360 時間を超える所属職員がいる場合は、その原因を

把握し、解決するための方策を講じなければならない

イ　タイムカードによる出退勤時刻との齟齬

ア　タイムカードによる出退勤管理

大阪市の職員の出退勤管理は、平成 21 年 2 月に本格導入されたシステムによる ID カード

方式のタイムカードによって行っている。ATC建物内の港湾局の場合、タイムカード・リーダー

は、職員らが出入りする入口付近に計 2 箇所設置されている。職員は、出勤の際と退勤の際に、

このタイムカード・リーダーに自らの ID カードを接触させて、出退勤時刻を打刻する。

この出退勤時刻は、勤務情報システムに記録される。

イ　超過勤務時間確認表による確認

昨年度、人事委員会より勤務時間の適正把握に関する調査が全庁的に行われ、港湾局におい

ては、所定勤務終了時刻又は超勤命令終了時刻と退勤打刻の間に著しい乖離が発生している職

員が複数見受けられた。

このことを受け、命令権者が勤務情報システムにおいて勤務終了時刻と退勤打刻を簡便に確
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認できるように改められた。これまでも同システムにおいてその確認をすることは可能であっ

たが、画面を何度も切り替えなければならないなど非常に煩雑で確認しにくい状況であったと

ころ、今年度の 6 月より、港湾局独自で「超過勤務時間確認表」を作成し、これによって確認

するという方法を行うようにしたのである。

「超過勤務時間確認表」による確認の方法は、次のとおりである。まず、命令権者は、勤務

情報システムから、「所属別月間勤務状況一覧」と「時間外勤務命令」をダウンロードする。

そして、それぞれ「超過勤務時間確認表」の該当するシートに貼り付ける。これによって、通

常の勤務時間又は時間外勤務命令に基づく時間外勤務従事時間と、タイムカード上の出退勤時

刻との齟齬が明らかになる。

通常の勤務時間あるいは時間外勤務命令に基づく時間外勤務従事時間と、タイムカード上の

打刻時間との間に、後者における出勤時刻が前者におけるそれより 1 時間以上早い、又は後者

における退勤時刻が前者におけるそれより 1 時間以上遅いという齟齬がある場合には、時間外

勤務時間確認表の上に、「1 時間以上の乖離」として赤い「×」印でアラームが表示されるこ

とになっている。
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上図は、「超過勤務時間管理確認表作成マニュアル」に取り上げられている例であ

る。港湾花子の「５日」の場合であれば、時間外勤務に従事したとされる時刻は 19

時までとなっているが、退勤時刻は 20 時 38 分となっており、１時間以上の乖離が

生じているので、その解決が必要になる。具体的には、当該職員にヒアリングを行

上図は、「超過勤務時間管理確認表作成マニュアル」に取り上げられている例である。港湾

花子の「5日」の場合であれば、時間外勤務に従事したとされる時刻は19時までとなっているが、

退勤時刻は 20 時 38 分となっており、1 時間以上の乖離が生じているので、その解決が必要に

なる。具体的には、当該職員にヒアリングを行って、実際に例えば 20 時まで仕事をしていた

のであれば、20 時までの認定申請を出すようにと指摘することになる（時間外勤務時間確認

表作成マニュアル）。

ウ　運用状況
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提出された平成 30 年 2 月及び 3 月の時間外勤務命令確認表を見ると、退勤時刻と時間外勤

務命令に基づく時間外勤務の時刻の間に、次のような関係があることが認められた。

①　終業時刻後の比較的短い時間の時間外勤務について、その命令が申請されて命令された例

は極めて少ない。1 時間未満の、上記「アラーム」が表示されないものについては、ほとん

ど時間外勤務として扱われていない。「アラーム」の対象となったものであっても、終業時

間後 1 時間 30 分程度まで庁舎内にいたとされている例については、時間外勤務として認め

られていない傾向が見て取れる。時間外勤務として取り扱うか、あるいは時間外勤務の要件

を満たさないのであれば、「管理職員による退庁の働きかけ」（上記「指針」）がなされるべ

きであるが、そのいずれも十分ではないことが疑われる。

②　終業時刻を相当に過ぎてから、例えば 3 時間以上過ぎてから退庁した例でありながら、時

間外勤務として取り扱われていないものが、この 2 月・3 月に、10 件以上は存在する。

退庁までの時間の全てが時間外勤務に該当するとは限らない。命令を欠く勝手な残業の場

合もあるし、休憩や私用の場合もある。しかし、民間企業の労働事件（未払賃金の請求事件

は過労死の事件）の裁判例等では、特段の事情がない限り、タイムカードによる退社の打刻

時刻までが労働時間と推定され、そうではないと主張する場合には、使用者側がその点を主

張立証する責任があるとされることが一般である。港湾局における現在の状況は、例えばそ

のような訴訟が職員から提起された場合等に適切に反論できるといえるか、疑問である。

ウ　タイムカードと実際に仕事に従事した時間との乖離の防止

ア　懸念される問題

時間外勤務命令に基づく時間外勤務時間とタイムカードから窺える出退勤時間との間に齟齬

は見られない場合でも、「サービス残業」は生じうる。例えば、退庁時、タイムカードをいっ

たん打刻しながら庁舎内に戻り時間外勤務を続けるといったケースである。

大阪市においては、平成 21 年、健康福祉局生活福祉部保険年金担当だけにおいて、繁忙事

由を一切考慮せず職員に一律に無理な退庁を促した結果、早めの退庁時刻を打刻した後にサー

ビス残業をせざるを得ない状況になっている、といった通報があった。大阪市公正職務審査委

員会が行った調査では、「タイムカード打刻後の時間外勤務」の存否は明確にならなかったが、

タイムカード打刻時間から認定される職員の拘束時間と時間外勤務認定時間に大きな乖離が生

じていると指摘し、「サービス残業」についての懸念を述べている。

このような懸念は、健康福祉局生活福祉部保険年金担当においてのものではない。そのよう

な問題意識から、上述の「時間外勤務の縮減にかかる指針」には、平成 30 年 7 月の前述の改

訂に際して、「2　時間外勤務の縮減にかかる基本的項目」中の「（3）職員が退庁しやすい職場

環境の確保」に、下記の下線の部分を加える改定が行われている。
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管理職員は、事前に時間外勤務の命令を行っていない場合は、職員に対し、速やかに退庁

するよう働きかける。特に退勤打刻後に業務等を行うことがないよう、打刻後は速やかに退

庁することを徹底する。

イ　建物の施錠時刻によるチェックについて

仮に建物の出入口がオートロックとなっており、これを解錠して職場内に出入りする際に自

身の ID カードを接触するといったシステムとなっていれば、「すり抜け」による出入りが繰

り返されない限り、庁舎内からの出入り時刻は把握することができる。

しかし、ATC の港湾局の職場の出入口はこのようなオートロックではない。2 つの出入口

のうち多くの職員が出入りする出入口の扉は、職員がいる時間帯は解放されており、出入りに

際して解錠は必要とならない。また、そもそも会議室等は、この出入口よりも外にある。

ATC 以外の職場の入退庁の方法は様々であるが、いずれにおいても個々の職員の入退場自

体が記録されるものになってはいない。

ただし、最初に入庁した者や最後に退庁した者の特定は可能である。ATC においては解錠・

施錠の電子データが一定期間保存されている。そのようなシステムがないところにおいても、

紙ベースの退庁簿の記録によって、最終退庁者の退場時刻の記録は残る。

ウ　使用しているパソコンのログイン・ログアウト時刻によるチェックについて

各職員のパソコンのログイン・ログアウトの時刻は、実際に勤務時従事していた時間と時間

外勤務として認定された時間との差異をチェックする、有効な手段である。時間外勤務に従事

していたという時刻や、タイムカードによる退庁時刻よりログアウトの時刻が遅いといった場

合、いわゆる「サービス残業」が行われていたことが強く推定される。職員によって差はある

ものの、特に庁内でのパソコンのうえでの作業が中心となる職員のサービス残業をチェックす

る方法としては、かなり有効である。日常的にこれによるチェックを行うことは煩瑣で不可能

であろうが、定期的な監査などにおいて、標本抽出的に検査をすることは有意義と考える。

しかし、パソコンのログイン・ログアウトの記録は、労働時間の管理に使用されていない。

今回監査を実施したところ、時間外勤務の管理について、次のとおり改善すべき点が認めら

れたので、これらに留意し、事務の執行の適正化に一層努力されたい。

なお、下記の指摘・意見にあたり、問題意識としたのは次の点である。

業務量が多い中にあって、時間外勤務の縮減が強く求められて、時間外勤務時間のシーリン

グが徹底され、一方において職員の補充もない場合、実際には行われ、実質的な要件（臨時の
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必要性）も満たす時間外勤務が、それとして認定されず、時間外勤務手当が支給されない、い

わゆる「サービス残業」が発生する懸念がある。業務が多忙であるのに、人員の補充がされず、

もっぱら業務の合理化が奨励される場合には、そのような危険が大きくなる。

「サービス残業」が多くなると、職員の実際の労働時間が把握できなくなり、本来であれば

長時間の時間外勤務に対する対策などをとるべき場合であるのに、それをとることができず、

過労死等の重大な事態が招来される危険がある。また、事後的に従業員からサービス残業の主

張がされることによって、遅延損害金も含めた支払を強いられる事態に至る懸念もある。庁舎

内にはいたけれども時間外勤務には該当しないということは、使用者側が主張立証する必要が

あり、そのハードルは低くない。その訴訟に至った場合には、敗訴することによる金銭面で損

害を被るおそれのみならず、サービス残業が行われていたという報道等がされることによるマ

イナスの影響も懸念される。

「時間外勤務の縮減にかかる指針」は、管理職員は終業後速やかに退庁するよう働きかける

ことを求めている。また、今年度（平成 30 年 7 月）の改訂の際において、部下職員の労働時

間を適正に管理するために、個々職員の時間外勤務時間数のみならず、始業終業時刻の実態を

把握することを求め、さらに特に退勤打刻後に業務等を行うことがないように打刻後は速やか

に退庁することを徹底することを求めている。

しかし、その実践においては、不十分さを指摘せざるをえない。

指摘 12　港湾局に対して、終業時刻後に比較的短時間勤務を続ける職員についても、それが臨時

の必要に基づくものである場合には、当該職員に対し、時間外勤務命令申請をすることを求

め、時間外勤務を命じた上で、時間外勤務として認定するよう求めるもの

（理由）

昨年度の港湾局において時間外勤務命令申請が記録されているものは、そのほとんどが比較的

長時間のもの（1 時間以上のもの）である。当日中に終える必要がある仕事を仕上げる来客・電

話の対応や、会議の終了が定時を超えるといった事態によって、臨時の必要性が充足される時間

外勤務が発生することは考えられる。現に終業時刻と退勤時刻の間に、数十分程度の差が生じて

いる例は散見される。しかし、それらの時間外勤務命令申請がなされる例は非常に少ない。

終業時刻後、臨時の必要に基づいて当日中にその仕事をする必要があると認められる場合には、

仮にそれが短時間であっても、超過勤務命令の手続を経て、超過勤務として認定しなければなら

ない。超過勤務の削減を理由に、実態と要件充足がある超過勤務が無視されることがないよう、

徹底されるべきである。一方、臨時の必要性がないものについては、短時間であっても超過勤務

をしないようにするということも重要である。仕事の区切りではなく終業時刻という区切りで退
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庁するといった働き方を徹底することも重要と考える。

指摘 13　港湾局に対して、超過勤務時間確認表上、定時又は時間外勤務命令に基づく勤務につい

ての始業終業時刻と、庁舎への入退室の時刻との間に 1時間以上の差が生じると表示され

ることになっているアラームの設定を、より短くすることを求めるもの

（理由）

定時以降も庁舎内に残って時間外勤務の要件に該当する仕事に従事しながら、時間外勤務命令

の申請・承認の手続がとられず時間外勤務手当が支給されないという事態を防ぐために、港湾局

においては、命令権者が、「超過勤務時間確認表」において、出退勤の時刻と時間外勤務認定時

間との齟齬を確認する。例えば時間外勤務命令に基づく超過勤従事時間として承認された終業時

刻より、タイムカード上の退勤時刻が 1 時間以上遅い場合には、赤く「×」印が表示される。承

認権者は、ヒアリングによってこの理由を確認し、要件を充足する時間外勤務が存在すると認め

れた場合には、これを確認する。

しかし、短時間時間外勤務について適切な時間外勤務命令申請・認定が行われていない懸念が

あることは指摘 12 のとおりである。終業時刻後数十分程度の時間外勤務についても、それが時

間外勤務の要件を充足しているのではないかをチェックする必要がある。そのような観点からは、

「1 時間以上」は、アラームを発する基準時間としては適切とはいえない。これでは、短時間の

時間外勤務が無視されてしまう懸念がある。アラーム自体は、より短い時間で発せられるように

することが適当である。あるいは、他の基準、例えば 30 分以上の乖離が一定日数になった場合

にもアラームが発せられるといった仕組みを工夫する必要がある。

指摘 14　港湾局に対して、退庁の打刻をした後に職場に戻って勤務を続けるといった方法による

「サービス残業」が生じていないか、チェックする方法を確保するよう求めるもの

（理由）

職場から退出する際に行うべきタイムカードの打刻を行った上で職場に戻って仕事を続けると

いう方法は、サービス残業を糊塗する常套手段である。このような手段によるサービス残業は、

タイムカードによる出退勤時刻と時間外勤務の申請内容とを照合しても発見できない。

実際、大阪市では、平成 21 年には、「健康福祉局生活福祉部保険年金担当においては、その繁

忙事由を一切考慮せず、職員に一律に無理な退庁を促している結果、職員は深夜勤務をしている

のにも関わらず早めの退庁打刻をした後にサービス残業をせざるを得ない状況となっている」と

いう内部通報があった。この内部通報について、大阪市公正職務審査委員会による意見書では、

自らのポリシーから上記のような手段によるサービス残業を行っていた職員が一部いたと認定さ
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れている。

それをチェックする有力な方法として、タイムカードの打刻時刻とパソコンのログ記録等の履

歴との照合がある。日常的な照合は煩瑣で困難であるが、監査などに際してこの照合を行うこと

が考えられ、有効な手段である。

しかし、今回の包括外部監査においては、包括外部監査人は、庁内ネットワークの担当部署で

ある ICT 戦略室の分室（大阪市西区阿波座）からログアウト記録等の開示を得るに至らなかった。

ICT 戦略室の分室は、訴訟や捜査、労働基準監督署などからの要請に対しては開示を行って

きている。さらに、働き方改革関連法の施行を目前に控え、社会情勢としてもサービス残業に対

する意識が高まる中、市全体の労務管理の参考資料としての提供の要望には応じているとしてい

る。

一方で、これまで各部署からの個別の開示要望に対しては、①そもそもログは不正アクセス等

を監視する目的で取得している記録であること、②ログ自体が職員の勤務状況を証明するものと

いうことを同室としては担保できないこと、③所属ごとに個別に求められると出力事務や決裁事

務が煩瑣になることなどの理由から、慎重であった。

今回の包括外部監査において開示がされなかったことからすると、上記の情勢下にありながら、

開示についてはなお慎重である様子が窺える。ICT 戦略室において、開示に応じる基準の明確

化が必要と考える。

港湾局においても、どのような場合にログの開示を得るか等について、上記分室と協議するな

どし、「サービス残業」が生じていないかチェックする方法を確保するべきである。

なお、それ以外にこの点をチェックする方法として、庁舎への出入りを自身のカードキーで行

うシステムに変更をし、その時間と時間外勤務命令の時間との齟齬をチェックする方法も考えら

れる。パソコンを使う作業をしない者がいることからすると、この方法のほうが優れているとも

いえる。

将来的な検討課題ではあるが、そのためには大規模な改修が必要であるうえ、構造や利用の都

合から困難な場合もあり、現実的な手段ではない。上述のとおり様々に検討するべき要素はある

が、「サービス残業」が生じていないかチェックする方法の確立が必要である。

指摘 15　港湾局に対して、終業時刻に続いて時間外勤務を行う場合、その時間外勤務との間にと

ることが求められている 15分間の休憩時間が実効的に機能させるための措置をとるよう求

めるもの

（理由）

大阪市の勤務時間等条例によれば、午前 9 時から午後 5 時 30 分まで勤務する職員の場合の休
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憩時間は 45 分で足りることとなる。労働基準法と同様である。この休憩時間は、午後 0 時 15 分

から午後 1 時までの時間に与えられている。そうすると、労働時間は 7 時間 45 分となり、その

後に時間外勤務をしてそれが 15 分に達すれば労働時間が 8 時間に達するから、時間外勤務をす

る場合にはさらに 15 分の休憩時間が必要になる。しかも、これは労働時間の途中に与えなけれ

ばならないから、通常の勤務終了時刻と時間外勤務との間、又は時間外勤務の中で休憩時間が与

えられなければならないことになる。

しかし、比較的短時間の時間外勤務をする者は、15 分の休憩をとることなく勤務を続け、退

庁するといったことも考えられる。一般論として、終業時刻以後に勤務を続ける者一般について、

所定の時間、あるいはそれに近接した時間に、席を離れるなどして明確に休憩をとっている者は

少ないと考えられ、港湾局での実態がこれと異なると考える事情は見当たらない。港湾局におい

ては、休憩をとっているか否かの確認や、休憩をとるべく促す措置も特にとられていない。

休憩時間が条例や法に従って取得されるよう、適切な措置をとるべきである。

また、もし休憩時間中にも勤務に従事している者がおり、それが臨時の必要性の要件を満たす

場合には、時間外勤務としての手続をとり、時間外勤務手当が支払われるようにするべきである。

指摘 16　港湾局に対して、時間外勤務命令の申請が事前になされるようにする措置をより図る一

方、やむをえず事後的に申請される時間外勤務命令の申請については、事後の申請になった

理由も付して速やかに申請をさせることによってこれを超過勤務として認定するとすること

を明確にするよう求めるもの

（理由）

時間外勤務をする場合には事前に時間外勤務命令の申請をするべきことを徹底することは、時

間外勤務が適正に行われるようにするためには適切なものである。しかし、これを極度に推し進

めると、不意の電話や来客への対応や、会議時間の想定外の延長など、事前の申請が困難あるい

は不可能であった場合に時間外勤務申請をすることが困難になり、臨時の必要性の要件を充足し

た時間外勤務が「サービス残業」になるという、不当な結果を招来しかねない。事後の申請となっ

た理由も付して、超過勤務の直後など、速やかに申請をすることによってこれを超過勤務として

認めることを明らかにするべきである

なお、時間外勤務命令申請の際に過去形ではなく現在形で記載せよとのルールは、上記のよう

な事情によって事後的に命令を申請することを事実上不可能にするか、そうでなければ実態に合

致しない申請を求めるものであって、不適当である。やむをえず事後申請になった場合について

は、そうなった理由も記載したうえで、「過去形」で時間外勤務命令を申請する方法に改めるべ

きである。
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第2章　指定管理者・外郭団体

第1　指定管理者

1　指定管理者制度とは

平成 15 年 6 月の地方自治法の改正により、公の施設（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

244 条第 1 項に規定する公の施設をいう。以下同じ。）の管理について、地方公共団体の出資団体

等に限定して委託することが可能であった管理委託制度が廃止され、地方公共団体が指定する指定

管理者に管理を代行させる指定管理者制度が導入された。（地方自治法第 244 条の 2）

この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的として

導入されたものである。

2　導入施設の一覧

大阪市港湾局において、本監査期間内に指定管理者制度を導入していた施設は、次の 3 施設であ

る。

施設名 指定管理者 指定期間
舞洲ヘリポート 小川航空株式会社 H26.4.1 ～ H31.3.31
代行臨港道路（大阪港咲洲ト
ンネル） 阪神高速グループ連合体 H27.4.1 ～ H32.3.31

港湾労働者休憩所（5 施設） 一般財団法人大阪港福利厚生
協会 H29.4.1 ～ H34.3.31
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3　舞洲ヘリポート

⑴　施設概要

飛行場の名称 舞洲ヘリポート（公共用）
飛行場の位置 大阪市此花区北港緑地 2 丁目
設置者 大阪市
標点の位置及び標高 北緯 34 度 40 分 22 秒

東経 135 度 24 分 9 秒

標高 +4.7m
飛行場の種類 陸上ヘリポート
滑走路の強度 最大離陸重量 11t
飛行場施設の概要

敷地面積 25.205㎡
着陸帯 　A　長 35m ×幅 30m　B　長 35m ×幅 30m
滑走路 　同上　　　　　　　　　同上
誘導路 大型機用 / 延長 11.840m ×幅 9m
エプロン 中・小型機用 / 延長 10.449m ×幅 8m

航空保安施設 面積 /4,705㎡
供用開始 バース数 / 大型機 1 バース、中・小型機 3 バース
航空保安施設 航空灯火一式
供用開始 平成 9 年 8 月 19 日

⑵　平成 29 年度事業報告書の概要

ア　管理状況

管理に従事する職員は、電気職員が 1 名、飛行場灯火施設に関する管理・運用・保守を担当す

る職員が 10 名であり、勤務形態は 3 交代シフト制、常時 2 名が従事する体制となっている。

管理業務は、管理棟の清掃、施設の警備（巡回警備夜間 1 回、ITV 監視午前 7 時～午後 7 時、

遠隔監視午後 7 時～午前 7 時）、保守・点検等である。

イ　利用状況

着陸件数 2,074 件、停留件数 24 件。

ウ　収支状況

次頁図のとおり。


