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第1部　監査の概要

第1章　監査の主体

第1　監査の種類

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項から第 3 項まで及び大阪市包括外部監査契約に基づく監査に関

する条例第 2 条に基づく包括外部監査

第2　外部監査人

1　氏名及び資格

金子　武嗣（弁護士：金子・中・橋本法律特許事務所）

2　利害関係

外部監査人と大阪市との間に地方自治法第 252 条の 28 第 3 項 7 号から 11 号までに該当する利害

関係はない。

第3　外部監査人補助者

外部監査人は、地方自治法第 252 条の 32 第 1 項に基づき、次の者を監査事務の補助にあたらせた。

◦　髙橋　司　（弁護士：勝部・髙橋法律事務所）

◦　滝口　広子（弁護士：北浜法律事務所・外国法共同事業）

◦　難波　泰明（弁護士：明誠法律事務所）

◦　福岡　智彦（弁護士：田上法律事務所）

◦　佐藤　啓介（弁護士：中崎町法律事務所）

◦　加藤　卓　（弁護士：金子・中・橋本法律特許事務所）

◦　中原　純一（公認会計士：Brunton 会計事務所）

◦　小柳　良介（公認会計士：小柳公認会計士事務所）
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第2章　監査の客体

第1　特定の事件

1　事件名

大阪市港湾局を中心とした大阪港ベイエリアをめぐる事業の執行について

2　利害関係

外部監査人と特定の事件との間に地方自治法第 252 条の 29 に該当する利害関係はない。

第2　監査対象

1　大阪港ベイエリア概略図

〔図　大阪港ベイエリア概略〕

第２

第１ 

１ 

大阪

２ 

外部

 

第２ 

１ 

〔図 

２章 監査

特定の事件

事件名 

阪市港湾局を

利害関係 

部監査人と特

監査対象 

大阪港ベイ

大阪港ベイ

査の客体

件 

を中心とした

特定の事件

イエリア概略

イエリア概略

 （大阪

た大阪港ベイ

との間に地方

略図 

略〕 

阪市港湾局

2 

 

イエリアをめ

方自治法第2

平成２９年

めぐる事業の

252条の29に

年度港営事業

の執行につい

に該当する利

業会計事業レ

いて 

利害関係はな

レポートより

ない。 

り） 
　（大阪市港湾局　平成 29 年度港営事業会計事業レポートより）



2 3

2　監査対象部局

監査対象となった事業の所管部局組織は下図に示すとおりである。

〔図　監査対象部局組織〕
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監査対象部局の職員のこの 5 年間の推移は以下のとおりである。

局内 外郭団体 合計
平成 26 年 5 月 1 日 607 人 4 人 611 人
平成 27 年 5 月 1 日 529 人 5 人 534 人
平成 28 年 5 月 1 日 513 人 4 人 517 人
平成 29 年 5 月 1 日 504 人 5 人 509 人
平成 30 年 5 月 1 日 492 人 5 人 497 人

* 大阪府への派遣は含み、大阪府及び大阪府警からの派遣は含まない。

3　監査対象期間

平成 29 年度。ただし、必要に応じて、過年度及び平成 30 年度の一部についても監査対象とする。　
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第3章　監査の方法

第1　監査方針

適法性（地方自治法第 2 条 16 項）及び 3E（経済性・効率性・有効性）の観点からの監査を基本

方針とする（同法第 252 条の 37 第 2 項・第 2 条 14 項・15 項）。特に「3E（経済性・効率性・有効

性）」については、弁護士という監査人の専門性を活かし、行政の根拠となる法律の立法趣旨・立

法事実からあるべき目的を考察し、その目的を達成する手段としての 3E（経済性・効率性・有効性）

という観点から、深度のある監査を行うよう心がけた。

第2　監査の着眼点

1　本年度監査の主軸

本年度包括外部監査は、下記項目を監査主軸とした。なお、局全体の運営方針や埋立事業、物流

関係事業の実情については各項目において適宜触れている。

①　歳入管理

②　歳出管理

③　指定管理・外郭団体

④　防災・減災対策

⑤　財務管理

2　各項目における着眼点

各項目について着眼した点は次のとおりである。
項目 着眼点

①歳入管理

○会計処理は適正かつ合理的に行われているか

〇関係証憑の確認は必要十分に行われているか

○収入事務はマニュアル等に従って適正に行われているか

○土地売却の対価が適切に定められ、正しく計算されているか

○事業計画と長期収支計画は適時に検討、相互調整がされているか

②歳出管理

○会計処理は適正かつ合理的に行われているか

〇関係証憑の確認は必要十分に行われているか

○委託、請負を随意契約によることに合理性が認められるか

○委託料、工事請負費等の支出は適切な検収に基づいているか

○人事労務費は、所定の手続に沿って正確に計上されているか
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③ 指定管理者・外郭団体

○指定管理者との協定等の内容は適正なものか検討し、対処が必要

な場合、適時に対処しているか

〇支出事務や事業別収支において不適切な会計処理が行われていな

いか把握し、対処が必要な場合、適時に対処しているか

〇他事業との区分経理が適切に行われているか把握し、対処が必要

な場合、適時に対処しているか

○外郭団体への資本的関与の必要性は、適正かつ合理的に見直され

ているか

○組織、人員、財務、事業計画、執行状況等の運営状況を適切に把

握し、必要な指導・調整を行っているか

○過去の定期監査で指摘・意見された事項は、外郭団体の監理事務

に活かされているか

④防災・減災対策

〇防災・減災の前提となる、所管施設・インフラ等の資産管理は、

適正かつ合理的に行われているか

〇防災・減災計画は、他の関係施策との整合性を保ちながら、適正

かつ合理的に策定されているか

○防災・減災計画は、市民にわかりやすい形で、適正かつ合理的に

情報提供されているか

⑤財務管理

○港営事業会計の会計処理（財務書類の表示を含む）は適切に行わ

れているか

○港営事業会計において平成 26 年度に適用された地方公営企業会

計制度の見直し項目は、適切に適用されているか

○資産・負債の管理は適切かつ合理的に行われているか

第3　報告書作成上の留意点

本報告書の数値は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示しているため、表中の総額が内

訳の合計と一致しない場合がある。また、公表されている資料等を使用している場合には、原則と

して数値をそのまま使用している。

本報告書の数値等は、原則として、国及び大阪市が公表している資料、あるいは監査対象部局か

ら入手した資料に基づいている。そのため、当該数値等の真実性について外部監査人が責任を負う

ものではない。　
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第4章　監査対象の選定理由

大阪市は、1970 年代から咲洲、舞洲、夢洲などの埋立事業を開始し、当該事業により、膨大な

土地を造成・管理・売却してきた。当該事業の資金は、基本的には、大阪市が臨海土地造成事業債

の発行により調達し、土地売却収入をもって償還している。

平成 28 年 9 月に大阪市港湾局がまとめた埋立事業の長期収支見込には、当該事業は「平成 28 年

～ 31 年度に単年度の資金不足が見込まれ、平成 31 年度には累積資金がもっとも低下する」との指

摘がある。同時に「平成 37 年までの長期収支試算結果においては、･･･（中略）･･･ 資金不足は回

避できる見込み」との試算もあるが、他方で「この試算は土地売却収益をはじめ、多くの不確定要

素を含んでいるため、相当な幅で変動する可能性がある」とされており、なお緊張感をもった事業

運営がなされるのかにつき、市民の関心は高い。

また、大阪港ベイエリアは、その立地から、市民の安全確保にむけて、災害対応・保安対策施設

の維持管理が重要である。

例えば、30 年以内の発生確率が 60 ～ 70% 程度、50 年以内の発生確率は 90% 程度以上とされて

いる東南海・南海地震では、マグニチュード 9.0 の地震により津波が惹起され、大阪港ベイエリア

（住之江区、大正区、港区、此花区）を中心とする大阪市の 32% への浸水が予想されている。これ

ら被害想定に基づく大阪市の安全・防災への取組みについても、市民の関心は高い。

以上の大阪港ベイエリアをめぐる事業の執行について、本年度監査においてリスク項目を洗い出

し、指摘・意見を与えることにより、事業執行の適法性・効率性・有効性を確保することには大き

な意義があると考えた。

折しも、本年は、6 月 18 日には大阪府北部地震、6 月 28 日から 7 月 8 日にかけては西日本豪雨、

9 月 4 日には猛烈な台風 21 号の接近、9 月 6 日には北海道胆振東部地震と、災害続きの 1 年であり、

安全・防災に対する市民の関心はさらに高まっている。

本報告書が市民の各事業に対する理解の一助となれば幸いである。

　



6 7

第2部　指摘及び意見

第1　定義

本報告書における「指摘」及び「意見」の定義は次のとおりである。

指摘　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「指摘」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　総論
貸借対照表・損益計算書の表示 該当頁
指
摘
１

港湾局 大阪港埋立事業から港湾施設提供事業への土地移管により生じた未収金と未払金に
ついては、貸借対照表上相殺するよう求めるもの
平成 29 年度の貸借対照表上、埋立事業から施設提供事業への土地移管に伴う元金が
未収金（4,391 百万円）、利息が土地（147 百万円）として、元金及び利息が未払金（4,538
百万円）として、資産及び負債にそれぞれ両建計上されていた。
港営事業は、施設提供事業及び埋立事業の２事業からなる一方で、決算書上の報告
主体は港営事業会計 1 つであるため、内部取引により発生する資産及び負債は、相
殺されるべきである。

43

指
摘
２

港湾局 大阪港埋立事業から港湾施設提供事業への土地移管から生じた利益について決算書
上相殺するよう求めるもの
平成 29 年度の貸借対照表上、埋立事業から施設提供事業への土地移管の取引に際し
て上乗せされた内部利益（1,836 百万円）が、「繰延年賦売却損益」として負債計上され、
同額が「土地」として資産計上されていた。
港営事業は、施設提供事業及び埋立事業の２事業からなる一方で、決算書上の報告
主体は港営事業会計 1 つであるため、内部取引で計上した利益は、相殺されるべき
である。

44

指
摘
３

港湾局 賃貸収益と賃貸費用の計上区分が不整合であるため、同一区分に表示するよう求め
るもの
施設提供事業においては、土地賃貸料（779 百万円）を雑収益として営業外収益に計
上されている一方で、土地賃貸費用（108 百万円）について上屋倉庫運営費の一部と
して営業費用に計上されており、計上区分に不整合が生じている。
埋立事業においても、ポートタウン駐車場施設賃貸料（539 百万円）、舞洲体育館賃
貸料及び舞洲運動広場賃貸料（9 百万円）並びに臨港方面管理事務所賃貸料（19 百万円）
をその他雑収益として営業外収益に計上されている一方で、少額ではあるが賃貸費
用について一般管理費の一部として営業費用に計上されており、計上区分に不整合
が生じている。
決算書上、適正な収益力を測るためには、同一事業から生じる収益及び費用につい
ては、同一区分で計上すべきである。

44
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長期収支計画 該当頁
意
見
１

港湾局 大阪港埋立事業に関し、しかるべき時期に、暫定的な長期収支見込の見直しを公表
するよう求めるもの
大阪港埋立事業については、平成 28 年９月版の長期収支見込以降、現在に至るまで、
長期収支見込は公表されていない。
この点、平成 28 年９月版の長期収支見込と 29 年度決算値との差異を比較すると、
決算数値が長期収支見込から大きく上振れをしており、累積資金過不足額（基金を
除く）で比較すると 135 億円上振れ（良化）していることがわかる。
他方で、大阪港埋立事業に大きな影響を与えることが見込まれる「夢洲まちづくり
構想」や、夢洲での統合型リゾートを実施することとなるか否かの決定までに、ま
だ一定の年数が必要であることからすれば、一部であっても予測可能となった後の
しかるべき時期に、未だ流動的な事象については留保をつける等して、大阪港埋立
事業に関する暫定的な長期収支見込を策定公表することを検討されたい。

49

意
見
２

港湾局 大阪港埋立事業について、長期収支見込を策定するに際し、土地の売却見込額の算
定の基礎となる売却単価が合理的な金額となるよう、算定ルールを再考するよう求
めるもの
大阪港埋立事業の土地売却収入については、事業の長期収支に与える影響が大きい
から、売却単価が合理的に算定されるべき要請は強いところである。
現在の長期収支見込の前提となった売却単価は、当該地が鑑定評価額を有する場合
と、鑑定評価額を有しない場合で二分して異なる算定ルールを適用し、算定がなさ
れている。しかし、土地売却にあたって鑑定評価を取得したのであれば、その隣接
地の売却単価の算定において、これを参考にすることには一定の合理性があり、検
討の余地があると思われる。
また、対象土地が埋立地であることから、路線価が存在しない土地も、夢洲を中心
に、一定程度存在する。これについては、路線価ベースの算定ルールを補完するルー
ルの策定が必要ではないかと思われる。

51

意
見
３

港湾局 港湾施設提供事業の上屋倉庫について、速やかに更新（投資）計画を策定し、その
内容を長期収支見込に反映することを求めるもの
港湾施設提供事業において、平成 30 年３月 31 日時点で、昭和 59 年度以前に建設され、
平均的な法定耐用年数 31 年をすでに超えている上屋は 68 棟にのぼる。
平成 30 年３月 30 日に策定された「港湾施設提供事業経営計画」では、上屋の更新
投資を行うに当たってのルールや公共での更新投資の条件などが示されているが、
上屋の更新投資については中期的取組とされており、未だその具体的な内容は策定
されておらず、港湾施設提供事業の長期収支見込（平成 30 年９月版）の中にはこの
数値は落とし込まれていないものと推測される。
平成 30 年に発生した台風 21 号により多くの上屋倉庫が被害を受けていて、早急な
補修計画の立案が必要な状況になっていることを踏まえると、港湾施設提供事業経
営計画での計画内容にかかわらず、上屋倉庫の更新計画の早期策定が望まれるとこ
ろである。
そして、更新計画が策定されれば、建設改良費の支出予定額は大きく増加するとと
もに、建設改良費の支出時期が前倒しになることが見込まれることから、速やかに
その内容を長期収支見込に反映すべきである。

52

意
見
４

港湾局 港湾施設提供事業、大阪港埋立事業の長期収支見込について、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よう求めるもの
総務省は、公営企業に関し、将来にわたって安定的に事業を継続していくための、
中長期的な基本計画である「経営戦略」の策定を地方公共団体に要請している。また、
経営戦略の策定にあたっては、「経営戦略策定ガイドライン改訂版」に沿って、策定
することが望ましいとされている。
港湾施設提供事業、大阪港埋立事業の長期収支見込は、平成 28 年度から、経営戦略
として位置づけられており、長期収支見込の記載内容をみると、おおむね上記６項
目がカバーされているように見える。ただ、経営戦略策定ガイドラインに記載され
ている経営戦略ひな形様式では、より詳細な記載が求められている。

53
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運営方針と経営課題 該当頁
意
見
５

港湾局 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
集貨インセンティブは、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。
この点、大阪港を対象とする事業では、多くの受託事業者との間で、阪神国際港湾
株式会社が定めた基準額の範囲内で業務委託料が設定されていた一方で、唯一、基
準額よりも相当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。
かかる高額の業務委託料が設定は、一定審査を経たものであるものの、審査過程で
事業者の提出した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かった。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。

59

意
見
６
・
７

港湾局 ①　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

②　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
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。
大阪港に関しては、トランシップ貨物を対象とした集貨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。
また、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が、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。

60

意
見
８

港湾局 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
コンテナ埠頭周辺の渋滞緩和施策の推進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。

62

２　歳入・歳出管理
歳入 該当頁
指
摘
４

港湾局 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
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誤った記載が見受けら
れた。すみやかに訂正すべきである。

66
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意
見
９

港湾局 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
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、
他市のように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。

66

意
見
10

港湾局 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
港湾局は、他の港湾との差別化を図り誘致を進める趣旨で、平成 23 年に入港料・施
設使用料の減免を開始し、平成 26 年にその拡充を打ち出すに至った。
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、他港と
の競争力確保の点で意義があるのかについては、引き続き分析的な検証を要する。
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。

67

指
摘
５

港湾局 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
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、手続規
定を定めているが、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。
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。

69

指
摘
６

港湾局 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。
具体的には、①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等の問題がある。
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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歳出 該当頁
指
摘
７

港湾局 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
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。
しかし、ヒノデグリーン株式会社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。
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。
しかし、ヒノデグリーン株式会社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。
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。

72

指
摘
８

港湾局 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
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。
しかし、ヒノデグリーン株式会社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。

74

意
見
11

港湾局 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
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。
しかし、ヒノデグリーン株式会社からは「休日・夜間業務届出書・報告書」が提出
されていなかった。これは、港湾局によれば、夜間作業のあることを前提とした業
務委託であるため、とのことであった。
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」の趣旨からすれば、同書面の提出がないこと自体は、そ
の趣旨に反するものではないが、形式的には共通仕様書に反している。
本来提出不要な書類を提出させることは、港湾局、受注者双方に無用の事務負担を
発生させる。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
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。

74

意
見
12

港湾局 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
港湾局において使用されている業務委託契約では、条項上、個人情報保護、秘密保持、
暴力団排除について、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な履行を求めていることがわかる。
これらの履行確保の重要性から考えると、受注者から再委任契約書の写しの交付を
受けた場合には、港湾局の業務委託契約に整合した内容が定められているかを実質
的に確認し、内容が不足している場合には指導を行うべきである。

75
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意
見
13

港湾局 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
ヒノデグリーン株式会社は、使用人等を含む業務作業者の安全教育及び安全訓練等
として、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
ると報告していたが、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月の港湾業務各種業務共通仕様書の改訂により、業務作業者への安全教
育及び安全訓練等を行う義務は規定上削除されたものの、任意提出であれ、港湾局
として計画を受け取る以上は、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。

76

指
摘
９

港湾局 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
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。
しかし、本監査においては、「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い例が検出された。
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。

77

指
摘
10

港湾局 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
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。
しかし、本監査において、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、肝腎の参考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
ができない例が検出された。貸与品返納書自体から返納品を確認できるよう、記載
の確認を徹底されたい。

78

意
見
14

港湾局 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
本監査において、受託事業者が提出した機械設備定期点検表では修理・取替が勧め
られているが、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い例が検出された。
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。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。

78

意
見
15
・
16

港湾局 ①　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

②　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
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。夢咲トンネル維持管理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るが、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。
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。
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指
摘
11

港湾局 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
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。
本監査において、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い例が検出された。
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。以後、記載漏れがない
かの確認を徹底されたい。

81

指
摘
12

港湾局 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
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。

91

指
摘
13

港湾局 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
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している。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。
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14 15

指
摘
14

港湾局 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ための協議を行うよう求めるもの
時間外勤務の実態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。
同分室は、訴訟や捜査、労働基準監督署などからの要請に対してはその開示を行っ
てきたほか、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。しかし、各部署から個別の開示要望には、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、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、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、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。

92

指
摘
15

港湾局 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
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。
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。

93

指
摘
16

港湾局 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
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。
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14 15

３　指定管理者・外郭団体
指定管理者 該当頁
指
摘
17

港湾局 夢咲トンネル維持管理業務と一体的に行われる業務にかかる経費につき、適正な按
分基準を定めるように求めるもの
指定管理者は、指定管理業務に係る会計は、他の事業等に係るものと区別して行う
ことが求められている。
しかし、代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）指定管理業務と夢咲トンネル維持管
理受託業務の経費支出状況につき横断的に確認を行ったところ、「設備監視業務」と
いう咲洲トンネル、夢咲トンネルについて一体的な業務につき、その支出が全額指
定管理業務に計上されていたことが検出された。
現状においては、共通経費の配分が合理的かどうか判別できず、施設の収支状況が
正しく把握できないリスクがある、また、按分基準の根拠が文書化されていないため、
担当者の判断により、費用の按分が恣意的に行われても発見できないリスクがある。
そこで、港湾局においては、他業務と一体的に行われる業務にかかる経費につき適
正な按分基準を定め、当該基準に基づいて、指定管理者に事業報告を行わせる必要
がある。

104

指
摘
18

阪神高速
グループ
連合体

定められた按分基準に基づき大阪市への事業報告を行うよう求めるもの
指定管理者においては、上記指摘 17 により港湾局が定めた按分基準により事業報告
を行う必要がある。

104

指
摘
19

港湾局 指定管理者が行う複数事業に一体的に発生する経費が、適正な按分基準により配分
されているか、確認するプロセスを構築するよう求めるもの
港湾局においては、上記指摘 18 により指定管理者が行った事業報告について、港湾
局が定めた按分基準により、適正に事業報告がされているかを確認するプロセスを
構築することが必要となる。

104

指
摘
20

阪 神 高
速グルー
プ 連 合
体

当初予定収支と実績収支を対比させるなどの方法により、正確な実態を表した収支
報告を行うよう求めるもの
指定管理者の平成 29 年度管理運営業務支出明細書を確認したところ、光熱水費の縮
減により発生した端数の余剰を、保安管理費の増額により吸収して、管理費全体を
キリのよい数字にしたかのような処理が見られた。
この点、港湾局の説明によれば、トンネルは老朽化が進んで常に補修の必要が発生
しているため、光熱水費の縮減により出た余剰分は、必要となっている追加補修工
事分に充ててもらっており、余剰分を超える工事金額については、指定管理者の自
己負担部分として処理してもらっているとのことである。
しかし、指定管理者の収支報告は、市が施設の管理状況を把握するために必要なも
のであるのに、「収支を一致させること」を命題として追加工事が決定され、適正な
収支が蔑ろにされるのでは、当該年度の収支報告が正確なものとはいえず、施設の
管理状況を見誤るリスクが残る。

105

指
摘
21

港湾局 指定管理者である阪神高速グループ連合体から収支報告が提出された場合に、その
内容の正確性を確認するプロセスを構築するよう求めるもの
港湾局においては、上記指摘 20 により指定管理者が行う収支報告について、指定管
理業務の正確な実態を表すものになっているのかを確認するプロセスを構築する必
要がある。

105



16 17

指
摘
22
・
23

港湾局 ①　港湾労働者休憩所指定管理者である一般財団法人大阪港福利厚生協会との指定
管理業務年度協定書に、修繕費相当の業務代行料については個別に精算対象と
なる旨の規定を盛り込むよう求めるもの

②　港湾労働者休憩所指定管理者である一般財団法人大阪港湾福利厚生協会が修繕
を実施する際は、一般財団法人大阪港湾福利厚生協会との間で修繕費の負担関
係について協議を行った記録を残すよう求めるもの

本監査により、港湾労働者休憩所指定管理者に支払われる修繕費相当額は、別途精
算対象となる旨が明示的に合意されずに、業務代行料の一部として支出されている
という実態が検出された。
また、当該修繕部分について、大阪市が責任を負う「基幹的な施設・機器」には該
当しないということを、指定管理者との間で協議した記録は保管されていなかった。
現状では、本来的に指定管理者負担である施設・機器の修繕まで業務代行料とは別
途精算されてしまうリスクや、本来的に指定管理者の責任である施設・機器の修繕
まで、不当に大阪市への負担を発生させるリスクが残ると言わざるを得ない。

105

指
摘
24

一般財
団法人
大阪港
福利厚
生協会

指定管理業務にかかる経費につき、適正な計上基準を定め、当該基準に基づいて大
阪市への事業報告を行うよう求めるもの
港湾労働者休憩所指定管理業務の収支報告書を確認すると、第３突堤北、安治川１号・
２号の休憩所で勤務している人の人件費に相当する計上が人件費又は委託料になけ
ればならないのに、両項目を合算しても年間の人件費相当額には到底及ばないとい
う点で明らかに不適当であることが検出された。
この点、指定管理者の説明では、上記３施設における自主事業（食堂事業）は指定
管理者が無償で第三者に委託をしているが、維持管理業務は指定管理者職員が毎日
施設を巡回し、トイレ清掃も含め、駐車場などを含む施設全体及び敷地全域に、不
審物件や不審者の侵入がないか等、予防と警戒を行っていることから、計上に間違
いはないとのことである。
しかし、上記の説明は、自主事業（食堂事業）と関連性を有する維持管理業務（ト
イレ清掃等）を、必ずしも大きくない各施設に指定管理者職員が毎日出向いて１時
間トイレ清掃等の維持管理業務を行っているとする点が極めて不自然であり、俄に
措信できない。

106

指
摘
25

港湾局 指定管理者が行う事業の経費が、適正な計上基準により報告されているか、確認す
るプロセスを構築するよう求めるもの
港湾局においては、上記指摘 24 により指定管理者から提出される収支報告が適正な
計上基準によるものかを確認するプロセスを構築するため、至急実態を調査し、経
費の計上方法につき指導・監督を行う必要がある。

107

外郭団体 該当頁
意
見
17

港湾局 公共的役割を終えた外郭団体の持株売却について、契約の内容を工夫するなどして、
Ｍ＆Ａ仲介会社の関与も含め手法の検討を不断に継続することを求めるもの
外郭団体については、外部有識者からなる外郭団体評価会議の意見を踏まえて、平
成 24 年 7 月に取りまとめられた「外郭団体見直しの方向性」に基づき、市全体で外
郭団体に対する財政的関与・人的関与・資本的関与の見直しが進められている。
港湾局の所管する外郭団体についても、大阪港埠頭ターミナル株式会社（持株比率
50.2％）、大阪港木材倉庫株式会社（持株比率 50％）は自立化の方針とされ、平成 31
年度までに持株を一定売却する方向で検討が進められているが、売却相手先との調
整に難航し、必ずしも計画通りに売却が進んでいるとはいえない。

123

指
摘
26

阪 神 国
際 港 湾
株 式 会
社

交際費等執行基準要綱に従った決裁手続を徹底するよう求めるもの
阪神国際港湾株式会社の交際費等執行基準要綱によれば、交際費の執行にあたって
は、副社長または社外取締役が執行するときは社長が、執行役員が執行するときは
副社長が承認をしなければならないものとされている。
平成 29 年度に執行された同社の交際費を網羅的に確認したところ、初入港訪船記念
品（日本酒）の購入にかかる交際費支出について、当初「広告宣伝費」として誤っ
た計上が行われた後に「交際費」としての振替処理が行われた経緯から、要綱に反
して、決裁を経ずに交際費が執行された例が検出された。

123



16 17

指
摘
27

阪 神 国
際 港 湾
株 式 会
社

交際費執行の根拠となる領収書については、購入物品が明らかになる証跡を添付す
るよう求めるもの
阪神国際港湾株式会社の平成 29 年度に行われた交際費執行を網羅的に確認したとこ
ろ、「お品代」・「商品代」という名目しか書かれていない大手百貨店の領収証が添付
され、実際に何を購入したのかが不明であるものが少なからず見られた。
会社担当者の説明によれば、営業先への手土産を購入したものであるとのことであ
るが、ともすれば私的支出の領収証を会社に提出することで、従業員が交際費を流
用できてしまう処理体制であると言わざるを得ない。
支出金額は１件あたり３～５千円程度であり僅少ではあるが、外郭団体である以上、
市民の目線から見た健全な法人運営を心がける必要がある。

124

指
摘
28

大 阪 港
埠 頭 株
式会社

役員選考委員との会合における飲食費用の支出について、役員選考委員の設置趣旨
に配慮した適正な処理を求めるもの
大阪港埠頭株式会社の平成 29 年度に行われた交際費執行を網羅的に確認したところ、
役員選考委員との会合における飲食費用として１件、役職員含め５名合計 88,500 円
の支出が検出された。
役員選考委員は、役員選考に際し、大阪市 OB 職員を候補者に含む場合には、選考
の公正性・透明性を確保するため、役員候補者の選定について意見を提出する立場
にある者である。会社から独立した立場で職務にあたるべき選考委員に対して、酒
食を提供するという交際費支出は、市民の目線から見れば、委員設置の趣旨にもと
るものと言われかねない。
大阪港埠頭株式会社においては、業務に必要な会合については日当を支給するなど、
役員選考委員の設置趣旨に配慮した適正な処理を徹底すべきである。

124

４　防災
大阪港・地震津波対策アクションプラン 該当頁
意
見
18

港湾局 大阪港・地震津波アクションプランの達成状況の検証方法を再考するよう求めるもの
大阪港・地震津波アクションプランに定められたアクション項目の中には、「水門・
防潮扉・防潮堤の定期点検の充実」のように一度実施すれば事業が達成されるもの、

「防潮扉の電動化の推進」、「防潮堤耐震化の推進」のように定数的な達成状況の評価
ができるものがある。
他方で、「岸壁・物揚場の補修の継続・充実」のように継続的に実施していかなけれ
ばならない項目や、毎年達成状況を確認する必要がある項目もあり、このような項目
については、一度実施するだけではなく継続して状況を確認していく必要がある。
また、「施設の浸水被害や物品の流出低減のための防災意識・知識の向上に向けた普
及・啓発」のように、ある目的のために啓発活動を行っている項目もある。このよ
うな項目については、啓発活動を行うことではなく、実際に啓発活動を行った結果
が得られたかを効果指標として達成状況を把握する必要がある。
　アクション項目の達成状況については、61 項目中 56 項目が達成されたと評価さ
れているが、達成されたとされる項目の中にも、アクション項目の目的を踏まえた
成果が得られているかの評価がされていないように見受けられる項目がある。また、
なぜ「達成」という評価がされたのかが明確でないものがある。
ついては、アクション項目の達成状況を判定するための適切な指標を定めた上で、
達成状況を検証されたい。
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個別の取組み 該当頁
意
見
19

港湾局 防潮堤耐震化の進捗状況について誤解のないよう公表することを求めるもの
防潮堤の耐震化については、予算どおりに社会資本整備総合交付金が交付されなかっ
たことから、平成 27 年度までは当初予定よりも進捗が遅れていた。大阪市では緊急
防災・減災事業債を積極的に起債してこれを補填しているが、現在も事業は継続中
である。
それにもかかわらず、アクションプランの計画期間が終了するにあたって平成 29 年
度末に行われた達成状況の評価において、「達成（継続整備）」と評価されている。
しかしながら、市民に対しては、すでに防潮堤の耐震化が完了したかのような誤解
を与えるおそれがある。
ついては、誤った公表により防災意識が弛緩しないようにするため、現在も事業が
継続中であり、耐震化が未了である防潮堤があることについて、国、市民などに誤
解のないように積極的に公表されたい。

131

意
見
20

港湾局 防潮扉の開閉訓練への参加率が低い事業者について参加を促すことを求めるもの
水防事務組合との三者協定を締結している事業者を対象に行われている訓練の参加
率は全体で 78.5％となっており、一定程度の参加率が維持できていると評価できる。
他方で、対象事業者 41 社のうち、平成 29 年度の参加回数が３回以下の事業者が６
社あり、うち３社に至っては１度も参加していないなど、一部の事業者において訓
練への参加率が極めて低かった。
防潮扉が、津波・高潮の災害から大阪市域及び市民の生命・身体・財産を保護す
るという水防上、重要な役割を担う施設であることに鑑みると、緊急連絡の訓練は軽
視することはできない。したがって、まずはどの事業者についても年間の半数以上は
訓練に参加することとし、年１回の合同訓練については必ず参加させるよう、事業者
に促されたい。それにもかかわらず訓練を軽視し、防潮扉の開閉の責任を全うしない
事業者については、防潮扉の使用を禁止することも含めて、厳正に対処されたい。
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意
見
21

港湾局 コンテナ流出防止対策について、浸水する可能性も踏まえた対策も検討するよう求めるもの
コンテナターミナルでは、大部分で浸水することが想定されており、荷役機械につ
いても浸水余裕高さ（想定される浸水高さと走行電動機が設置されている場所の高
さの差異）が数十ｃｍ程度にとどまるなど、浸水に対する安全率が小さいクレーン
も散見された。津波・高潮は自然現象であり、今回の台風 21 号のように想定を超え
る規模になることも十分にありうるだけでなく、随伴する暴風、地震によるコンテ
ナの荷崩れ、液状化現象による地盤沈下が生じることも想定すると、浸水しないこ
とを前提としていては、災害による被害の発生を回避できない可能性がある。
この点、大阪市では、コンテナクレーンの走行電動機などの部品の予備を保管する
など、浸水を前提とした対策も一部行っており、万一の被害を想定した対策を事前
に行うという姿勢は一定評価されるべきである。このような、万一の被害を想定し
た対策については、現状の対策で満足することなく多様な対策の検討をより一層、
推進していく必要がある。
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意
見
22

港湾局 放置艇の監視、撤去体制の整備につき再考することを求めるもの
大阪市港湾局の調査によると、平成 30 年３月時点で、大阪市港湾局管理水域におけ
る小型船舶は 647 隻あるが、係留・保管場所が十分に確保されていない。そのため、
係留・保管場所が確保できていない小型船舶については、物揚場に常時係留されて
いる状態が継続している。
これについて、大阪市港湾局の見解によると、物揚場の使用については港湾管理者
の許可が必要とされておらず、誰でも自由に使用できることとされており、不法係
留というものが観念できないとのことである。そのため、物揚場に常時係留されて
いる小型船舶の監視、撤去が行われていない。
しかし、大阪市港湾局の見解は、アクションプランにおいて「放置艇」の監視等の
充実及び撤去体制の確保をアクション項目に掲げていることと矛盾するうえ、港湾
法・海岸法の解釈上疑問がある。
港湾局としては、これらの船舶に対する処理マニュアルを作成するとともに、放置
禁止区域の指定も含め、適切な規制を及ぼす必要があると考える。
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港湾局 放置艇に関する問題解決のための手法を再検討し、効果を検証することを求めるもの
そもそも小型船舶等の保管場所が十分に確保されていないことが、放置艇が発生す
る原因の一つであると考えられ、小型船舶等の保管場所の確保をしなければ放置艇
の問題を根本的に解消できない。しかし、大阪市港湾局では、小型船舶等の保管・
係留場所の確保が物理的に非常に困難であると結論付けている。
ところで、放置艇に関する問題は、津波等が来襲した際に被害を増大させるという
側面からも取り組むべき課題とされているところである。大阪市港湾局では、かか
る観点から、小型船舶等への係留強化を促すことにより、津波等の際の被害を軽減
することとして方針を転換した。
このような方針転換をするとしても、単に啓発活動をするだけでなく、係留強化の
現状を把握し、啓発活動が実効的に機能しているかを検証することは必要と考える。
また、合わせて、今後も保管・係留場所の確保を中止するのではなく、新たに整備
するなどの計画も含めて、引き続き検証を続けられたい。
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意
見
24

港湾局 防潮堤敷、堤外地の不法占有案件の管理方法を見直すことを求めるもの
防潮堤敷、堤外地の不法占有案件の処理経過を確認するため、一件記録の閲覧を求
めたところ、案件ごとに個別のファイルが作成されておらず、すべての案件が一つ
のファイルにまとめられていた。また、ファイル内でもインデックスで区分けする
などされていないため、案件の区別をすることが容易でなく、各案件ごとに進捗管
理がされていなかった。また、単年度ごとに、当該年度で継続管理中の全案件の経
過が一覧でまとめられているため、個別の案件ごとに過年度の経過をたどることが
容易でなかった。
不法占有の発生年月についても発生時点での把握が困難であるからか、「不明」と表
記されているのみで、大阪市港湾局として認識した年月の記載もされていない。そ
のため、各案件の経過がどの程度の期間に及んでいるのかが当該簿冊上明らかでな
いだけでなく、不法占有に関する賃料相当損害金の時効管理としても不適切である。

139

意
見
25

港湾局 防潮堤敷、堤外地の不法占有案件について適時適切な対応を行うよう求めるもの
港湾局では、平成 28 年７月に港湾局所管財産の不法占拠案件の対応方針を決定して
おり、協議を開始してから３年経過したものについて法的措置の手続に入ることと
されている。
そのため、記録によると、所有者不明の場合に、一定期限を設けて所有者に名乗り
出ることを通知する張紙による所有者調査を半年以上の長期間にわたって続けてい
るものが見受けられた。また所有者との交渉を長期間続けているものが散見された。
しかし、防潮堤敷や堤外地の不法占有対策は、津波や高潮などによる被害から海岸
を防護するなど、防災対策の目的を有しているのであって、迅速な対応が求められる。
ついては、法的措置に移行するまでの期間について再考し、適切な期限を定めた上で、
適時適切に法的措置を講じる等適切な対応を行うよう努められたい。
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意
見
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港湾局 自主防災組織を形成する必要性、目的から本事業を再考することを求めるもの
担当課へのヒアリングによると、本事業は、企業単位で避難訓練、避難計画、備蓄
品確保などを行うよう啓発しているが、具体的な自主防災組織の定義づけなどはさ
れておらず、自主防災組織が存在するのか否かの把握はできていないようである。
自主防災組織の形成という目的を掲げているにもかかわらず、自主防災組織の形成
状況の実態が把握できていないのであれば効果の検証ができない。また、そもそも、
そのような自主防災組織の定義付けや、組織を形成してからのビジョンがないとい
うのであれば、当該事業の目的すら必要性が疑われる。
自主防災組織を形成する必要性、目的から本事業を再考し、自主防災組織の形成状
況を成果指標として事業検証を適切にされたい。
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５　財務管理
該当頁

指
摘
29

港湾局 上屋倉庫事業（施設提供事業）について、固定資産の減損会計を適用する際の資産
のグルーピングを再度検討することを求めるもの
港営事業会計の固定資産の減損会計適用時の資産のグルーピングは、①施設提供事
業の荷役機械事業、②施設提供事業の上屋倉庫事業、③埋立事業、④埋立事業の個々
の集客施設等ごと（遊休資産含む）に区分されている。
②施設提供事業の上屋倉庫事業については、従来より上屋倉庫事業全体を１単位と
してグルーピングされている。ここで、上屋倉庫事業は、上屋倉庫を民間事業者等
に使用許可し、キャッシュ・イン・フローを獲得するものであるが、他の上屋倉庫
から生ずるキャッシュ・イン・フローと相互補完的な関係が認められるものもある
一方で、上屋倉庫ごとに使用許可しているという性質上、相互補完的な関係がない
ものも一定程度存在する。
そのため、上屋倉庫事業全体を概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の
単位とはいいがたい。
今後は、②施設提供事業の上屋倉庫事業の収支を把握する際は、独立したキャッシュ・
フローを生み出す最小の単位で行い、当該単位で資産のグルーピングをすべきである。

141

指
摘
30

港湾局 南港ポートタウン管理センター（埋立事業）の事業継続の合理性について検討する
ことを求めるもの
南港ポートタウン管理センターは、ポートタウン居住者の日常生活の利便性向上を
目的とし、また地域コミュニティの形成に役立つ施設として昭和 52 年に建設された
ものである。土地・建物の所有状況としては、土地は港湾局が所有しており、建物
は港湾局と大阪港振興株式会社が区分所有しているものである。
港湾局においては、過年度から、継続して収支がマイナスであった南港ポートタウ
ン管理センターとポートタウンのまちづくりに寄与するポートタウン駐車場とを一
つのグルーピングとする港湾局の方針により減損損失を計上していなかったが、平
成 30 年３月期に経常的に赤字である管理センターの収支状況を明らかにするため、
減損損失 65 百万円を計上している。
しかしながら、過年度の収支状況に鑑みると、特段の状況の変化がないことから、
減損損失計上のタイミングは平成 30 年３月期ではなく、固定資産の減損会計が導入
された平成 27 年３月期に計上が必要であったと考えられる。
マイナス・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。
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指
摘
31

港湾局 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
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。
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。
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見
27

港湾局 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
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。
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意
見
28

港湾局 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
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。

144

指
摘
32

港湾局 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
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。
本監査において、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。

144

指
摘
33

港湾局 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
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。

146
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指
摘
34

港湾局 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
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。
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。

146

指
摘
35

港湾局 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
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。

147

指
摘
36

港湾局 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
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。
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。

147

指
摘
37

港湾局 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
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。

148
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指
摘
38

港湾局 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
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。
これらは、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。

148

意
見
29

港湾局 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
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。
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。
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。

150

意
見
30

港湾局 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
現状、地方公営企業会計基準に堪える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、
財務管理において指摘した数々の問題点は、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、本監査において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。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等、決算財務報告プロセスの見直しを検討することが
求められる。

150
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第3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、
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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。


