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報告監２の第 17 号  

令和２年５月 26 日 
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同           田 辺 信 広 
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令和元年度監査委員監査結果報告の提出について 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条の規定により実施した令和元年度定期監査

等に関して、監査の結果に関する総括報告を次のとおり決定したので提出する。 
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第１ 令和元年度監査委員監査総括報告書 

 

 

本監査委員監査総括報告書は、令和元年度に監査委員が地方自治法第199条に基づき実 

施した監査の結果に関する報告において示した改善勧告や意見を取りまとめたものです。 

 

監査委員監査の目的は、本市の行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与し、

また、事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果 

的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することとしていま

す。 

 

上記の観点から、令和元年度に実施しました監査結果において、 業務プロセスにつき合

規性、経済性、有効性の観点から様々な課題が検出されています。 主な政策課題別に５つ

のカテゴリーに分類し、改善勧告及び意見を掲載しています。 

 

冒頭には、上記５つのカテゴリーにおける本市の政策に触れます。その上で、当該主た

る政策課題達成を阻むリスク要因となる原因等について、監査の着眼点を記した上でまと

めました。 

 

本市においては、行政目的達成のため、全庁的な内部統制を適切に整備するとともに、 

各業務プロセスにおける内部統制の有効性を継続的に検証することや、常に「最少の経費 

で最大の効果を挙げる」、「組織及び運営の合理化に努める」という地方自治法の基本原 

則に則った行政運営を目指すべく、より一層のガバナンス強化を図る必要があります。 

 

具体的には、事務事業を実務的に統轄する区長、局長、室長に対しては、与えられた使

命を果たすため、自ら所掌する事務事業の実態や課題を把握の上、適切な業務遂行に必要

な体制を整備し運用管理することや、重要な課題に対しては率先して自ら課題解決に向け

尽力することが引き続き求められます。 

 

令和元年度実施の監査の結果を総括した本報告書がその一助になるよう本報告書の活

用を願います。 
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Ⅰ 業務の適正性・経済性・効率性・有効性について 

 

本市では、単年度通常収支不足額が減少し、「今後の財政収支概算（粗い試算）2020

（令和２）年３月版」では当面50～100億円程度となる見込みです。 

  一方で、「市民サービスの向上」「コスト削減」「スピードアップ」をめざすことと

されています。 

 

そこで、業務の適正性・経済性・効率性・有効性については、令和元年度の監査にお

いて、次のような着眼点（例示）で実施しました。 

・事業の実施体制は、速やかな意思決定及び実行が可能な体制となっているか 

・計画の目標に対する達成状況は検証され、必要に応じて適切な対策が講じられている

か 

・手順や処理期間はマニュアル等により標準化され、適切に運用されているか 

・要綱やマニュアル等の内容は適切であるか 

・適切な事務執行のための改善検討が適宜行われているか 

・事業目的の達成状況を定期的に確認し、評価する仕組みができているか 

・目標に達していない場合、その原因を分析した上で事業の改善が図られているか 

 

このような着眼点において、監査したところ、目的の達成を阻むリスク要因としては、 

下記の原因が認められました。 

・組織的に進捗管理を行う仕組みが十分でなかった（担当者任せになっている） 

・対策を総括的にマネジメントする体制が十分でなかった 

・随意契約理由の精査や契約金額の妥当性についての証跡を残しておくことの必要性に

対する意識が希薄であった 

・事業目標について、個別具体的に成果を測定し、それについて客観的評価を得ること

ができるような仕組みを作っていなかった 

・公金使用の説明責任を果たす上で、申請内容の確認を行ったことを示す証跡の必要性

の認識が低かった 

・事業開始段階で準備が不十分なままに事業ありきで実施した 

・市民に対する説明責任を果たす為に適切に記録しなければいけないという認識が不足

していた 

・ルールの遵守状況を確認し、不遵守の原因やその対応を検討しておらず、ルールが形

骸化していた 
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Ⅱ 資産の維持管理・有効活用について 

  

本市では、高度成長期を中心に多種多様な公共施設（市設建築物とインフラ施設のこ 

と）の整備を進め、膨大な量の施設を保有しています。 

「大阪市公共施設マネジメント基本方針」を踏まえ、公共施設の総合的かつ計画的な管

理を行っていく必要があります。 

 計画に基づき、施設の特性に応じた維持管理を実施するとともに、維持管理・更新費

の削減に向けて検討の必要があります。 

 

そこで、資産の維持管理・有効活用については、令和元年度の監査において、次のよ

うな着眼点（例示）で実施しました。 

・現金、物品等に関する管理規程は適切に整備されているか 

・現金、物品等の増減や在高は適切に把握され記録されているか 

・資金運用方針のもと一定の運用リスクの範囲内で、効率的に資金運用を行っているか 

・過度にリスクの高い資金運用を行っていないか 

・固定資産及びＰＣ等の少額情報機器の現物管理が適切に行われているか 

・中長期的な修繕維持計画や設備更新の方針が策定され、実行されているか 

 

このような着眼点において、監査したところ、目的の達成を阻むリスク要因としては、

下記の原因が認められました。 

・法人が現物管理している物品について、そもそも金額が 20万円未満であり法人の貸借

対照表に計上される固定資産にも該当しないことから、規程で定める必要性について

認識していなかった 

・備品の登録事務について、局としてのガバナンスが不十分であった    

・固定資産の現状調査について、職員全体に規程の運用が理解されていなかった 
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Ⅲ 委託業務等検証について 

 

 委託業務の推進に当たっては、民間事業者の創意工夫を活用した公共サービスの提供 

を適正な委託契約に基づき推進するとともに、委託業務における適正な履行の確保及び 

品質の向上を図る必要があります。 

 

そこで、委託業務等検証については、令和元年度の監査において、次のような着眼点

（例示）で実施しました。 

・受託者との調整及び指導等は適切に行われているか 

・適切な事務執行のための改善検討が適宜行われているか 

・受託者からの実績報告などを確実に提出させ、その内容を分析するなどして、事業の

検証などを行っているか 

・利用状況の把握、分析は十分にされているか 

・費用対効果を定期的に確認し、評価する仕組みが出来ているか 

・費用対効果の検証結果を踏まえ、事業の見直しを適時適切に行っているか 

 

このような着眼点において、監査したところ、目的の達成を阻むリスク要因としては、

下記の原因が認められました。 

・結果を当該事業の効率的な運営など次の活動に活かすという思いに至らなかった 

・事後に検証できるよう過程を明確にしておく必要があるという認識が欠如していた 

・仕様書に定めた受託者へ履行確認が必要不可欠であるといった認識が欠如していた 

・受託者の履行不備に対し、指導を行うといった基本動作が欠如していた 
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Ⅳ ＩＣＴへの対応と管理状況について 

 

本市では、「大阪市ＩＣＴ戦略 第２版」を官民データ活用推進基本法が求める“大阪

市官民データ活用推進基本計画”として位置づけています。 

本市では、情報セキュリティ対策の実施に関する統一的な考え方を示しながら、情報

セキュリティを前提としたＩＣＴ活用を推進することで、 信頼性を確保しながら効率的

な行政運営を実現するとされています。 

 

そこで、ＩＣＴへの対応と管理状況については、令和元年度の監査において、次のよ

うな着眼点（例示）で実施しました。 

・システム所管部署内の情報セキュリティ管理体制が構築され、運用されているか 

・情報セキュリティ実施手順は、本市情報セキュリティポリシー等に準拠して作成され

ているか 

・情報セキュリティ管理に係る自己点検が適切に実施されるとともに、不備事項につい

ての改善措置が適時に実施されているか 

 

このような着眼点において、監査したところ、目的の達成を阻むリスク要因としては、

下記の原因が認められました。 

・情報セキュリティポリシーの重要性についての認識が不十分であった 

・運用ルールが明文化されておらず、確認すべき全体責任者もこの状況を見逃した 

・パスワード管理手続を定めて明文化しておくことをおろそかにした 

・入退室管理が不正アクセス対策の一つであるという認識が不足していた 

・不正アクセスに対するリスクの認識が低く、外部委託業者への依存度が高い 

・情報セキュリティに係る危機感が薄く、安易に私物端末とのメールを介したデータの

やり取りを容認している 

・情報をシステムに入力する際にミスがあったこと及び入力担当者一人であったためチ

ェック機能が働いていなかった 
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Ⅴ 安全と災害に対する取組について 

 

 本市では、大阪市防災・減災条例にのっとり、市民等の生命、身体及び財産を災害か

ら保護するために必要な防災・減災対策を講ずるよう努めなければなりません。 

 また、本市職員は、基本理念にのっとり、防災・減災対策に関する知識及び技術の習

得に努め、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかに、防災・減災に

関する必要な業務に従事し、市民等の生命、身体及び財産の保護に努めなければなりま

せん。 

 

そこで、安全と災害に対する取組については、令和元年度の監査において、次のよう

な着眼点（例示）で実施しました。 

・災害が発生した場合の関係者の責任分担や指揮命令系統が定められ、対応範囲に漏れ

はないか 

・災害が発生した場合の指令や報告のために、停電等の影響を受けない確実な連絡経路

が確保されているか 

・災害発生時に適切に実施されるよう訓練等で備えているか 

・過去の監査指摘は適切に改善が図られ、運用されているか 

 

このような着眼点において、監査したところ、目的の達成を阻むリスク要因としては、

下記の原因が認められました。 

・監査結果を真摯に受け止めず、管理する重要性や意義について認識が深まっていない 

・具体的な検討をせずに多額の費用が掛かりそうとの推測のみで問題を先送りにした 

・全施設の維持管理全般の状況を一元的に把握し、適時適切に対応すべきという使命を

十分に認識しておらず、責任感が不足していた 
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〈最後に〉 

 

なお、改正地方自治法に基づき、令和２年４月１日から市長は、内部統制に関する方

針に基づき必要な体制を整備の上、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、監査委

員の審査を経て、議会に提出することが義務付けられました。 

内部統制とは、組織内において業務を適切に進める為のルールや手続を設けて、組織

内の全ての職員がそのルールに基づいて業務を遂行するプロセスをいい、業務上のリス

クに対し事後的に対処するのではなく、事前に予防、発見できるような仕組みを作り、

市長以下一般の職員まで組織全体で取り組んでいくものとされています。 

また、監査を実施するに当たっては、監査委員は長による内部統制評価及び監査委員

による審査の過程で把握された内部統制の不備による影響の程度に応じて、当該事務に

係る内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を実施するといったことが求めら

れています。 

これは、内部統制に整備上または運用上の不備がない場合には、監査範囲を縮小する

ことや試査等の対象から外すことも考えられるというものです。 

今後、監査委員監査は、内部統制を前提として、内部統制に依拠した監査等により、

より本質的な監査実務に人的及び時間的資源を重点的に振り向けていくこととなります。 

 

次項以降に、監査の結果について、カテゴリーごと（１業務の適正性・経済性・効率性・有効性、

２資産の維持管理・有効活用、３委託業務等検証、４ＩＣＴへの対応と管理状況、５安全と災害に

対する取組）に各監査の改善勧告及び意見を参考に掲載する。 
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Ⅰ 業務の適正性・経済性・効率性・有効性 

 

 

１ 区シティ・マネージャー制度の有効性 [監１の第 12号] 

 

（市民局、港区役所、浪速区役所、鶴見区役所、住之江区役所、住吉区役所） 

 

１ 区ＣＭ制度に係る関係職員の意識啓発に向けた取組を推進すべきもの 

【区長会議及び市民局に対して】 

[改善勧告] 

1.   区長会議は、区ＣＭ制度の職員の意識啓発について、e-ラーニングのテスト結果等が目標

値に達してないことに鑑み、その原因分析や改善に向け、更なる取組を行い、市政改革プラ

ン 2.0において掲げた目標の達成に努めること。 

2.  市民局は、区長会議における決定事項等を受け、実務的な対応について必要な支援を行う

こと。 

 

２ 関係部署との情報連携・共有を行う仕組みを適切に運用すべきもの 

【区長会議及び市民局に対して】 

[改善勧告] 

  1.  区長会議は、区ＣＭ事業についての区間の連携・情報共有について、区間でばらつきがで

ることなく、より円滑に行われるよう努めること。 

2.  市民局は、区長会議における決定事項等を受け、実務的な対応について必要な支援を行う

こと。  

 

３ 区ＣＭに対するモニタリングについて更に充実すべきもの 

【区長会議及び市民局に対して】 

 [改善勧告] 

1.  区長会議は、区ＣＭが本来果たすべき役割を果たしているかどうかについてモニタリング

を行っている「会長・部会長会議」について、モニタリング機能の実効性が向上するよう努

めること。 

  2.  市民局は、区長会議における決定事項等を受け、実務的な対応について必要な支援を行う

こと。 

 

（意見）区ＣＭ制度の今後のあり方について 

【区長会議及び市民局に対して】 

今後は区長会議において、区ＣＭが主体的に取組を行うべき事業か否かについて、事業の洗

い出しを行い、事務局である市民局は、その決定を受け、実務的な対応について必要な支援を

行われたい。 

一方、本市予算に占める区ＣＭ事業予算の割合を勘案し、今後、区ＣＭ事業についてどのよ
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うに充実・運用していくかについて更に検討を行うなど、前述した内容を踏まえて、区ＣＭ制

度をより一層効率的・効果的に運用し、市民にとって有益な制度となるよう努められたい。 
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２ 許認可事務 [監１の第 14号] 

 

（北区、西区、城東区、健康局、こども青少年局及び建設局） 

 

１ 審査基準の公表について改善するよう求めたもの 

【健康局、こども青少年局、建設局に対して】 

[改善勧告] 

1.  健康局及びこども青少年局は、審査基準である法令等の定めをホームページに掲載するな

どして審査基準を公にしておくこと。 

2.  建設局は、審査基準を改正した際には、遅滞なく新しい審査基準を公にすること。 

 

２ 標準処理期間の設定等について改善するよう求めたもの 

【健康局、こども青少年局、建設局及び北区に対して】 

 [改善勧告] 

1. 健康局、こども青少年局及び建設局は、標準処理期間を設定する際には、事務処理に要す

る期間の設定の根拠を残すこと。 

2.  健康局、こども青少年局及び建設局は、標準処理期間を設定する際には、事務遅延が生じ

ていないか検証の上、事務処理の実態を踏まえた適正な期間を定めることとし、適時標準処

理期間の見直しを図ること。 

3.  北区は、申請者に補正を求め追加で提出された書類については、その受付日を明確に記録

することで、補正に要した期間が明らかになるようにすること。 

 

３ 認定申請の補正について改善するよう求めたもの 

【北区、西区に対して】 

  [改善勧告] 

    北区及び西区は、児童手当所属運用マニュアルに規定されているルールを周知徹底し、その

ルールに準じ、適時に督促や処分を行うことで、申請保留状態を不必要に長期化させないこと。 

 

４ 事務手続の進行管理について改善するよう求めたもの 

【健康局及び城東区に対して】 

  [改善勧告] 

健康局及び城東区は、処理中の事案について、適時にその進捗状況を確認する仕組みを構築

し、毎年停滞している事案はないか検証する仕組みを作ること。 

 

５ 許認可証等の交付について改善するよう求めたもの 

【建設局、北区、西区及び城東区に対して】 

  [改善勧告] 

1． 建設局、北区、西区及び城東区は、申請に対する処分が住民の権利行使に対する応答であ

ることを認識し、処分決定に基づく通知書や証書等を申請者に交付した交付日等の記録を残
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すとともに、受付日以降の進捗管理を組織的に確認できるような仕組みを構築すること。 

2． 建設局は、排水設備工事責任技術者証の郵送による交付を希望しなかった申請者に対して、

処分がなされたことを電話連絡したことがわかるよう記録に残すこと。 

 

６ 事務処理の意思決定について改善するよう求めたもの 

【北区及び西区に対して】 

  [改善勧告] 

1.  北区は、定例的な事務処理であっても、意思決定をする際は、権限者による決裁を受ける

こと。 

2.  西区は、利用調整決定に係る決裁書類に決定に係る根拠資料を添付し、本市としての意思

決定過程を明確にすること。 
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３ 市有施設におけるＡＥＤの設置と管理 [監１の第 15号] 

 

（ＡＥＤ設置施設を所管する所属及び健康局） 

 

 

 

 

 

３ ＡＥＤ設置場所の表示について改善を求めたもの 

【此花区、港区、西淀川区、住吉区、平野区、西成区、総務局、経済戦略局、福祉局、こども

青少年局、建設局、教育委員会事務局、消防局に対して】 

[改善勧告] 

各施設管理者は、ＡＥＤの表示に関して、施設規模や形状等を勘案しガイドライン等に沿っ

た適切な表示を再検討し、表示の追加等を必要に応じて実施すること。 

 

（意見）１ ＡＥＤ講習（人工呼吸や胸骨圧迫による心肺蘇生法等を含む。）の重要性について 

【実地監査対象施設の管理者に対して】 

所管施設の管理者は、職員に対して定期的にＡＥＤ講習が受講できるよう配慮するととも

に、本市消防局作成のアニメーションを用いてわかりやすく解説したＡＥＤ講習（内容：心

臓突然死について、胸骨圧迫、ＡＥＤの使い方）をホームページから閲覧することや、本市

で活用している「大阪市ｅ－ラーニングシステム」を利用してＡＥＤ講習の横展開を図るな

ど、工夫して効率的かつ効果的に講習を実施することについても、上記受講状況の把握と併

せて検討されたい。 

 

（意見）２ ＡＥＤに係る情報の取りまとめと情報提供の充実について 

【健康局に対して】 

健康局は、現在、国等関係機関のＡＥＤの取扱いに関する窓口となっていることもあり、

本市としてのＡＥＤの設置や管理状況の情報等の取りまとめを行い、関係機関との連携を図

ることで、本市におけるＡＥＤ関連業務がより一層機能することが望まれる。加えて本市内

部への情報発信部局としても、本監査の結果２及び３に記載したＡＥＤに対する管理不備や

設置場所の表示について、実地監査対象となっていない局・室・区が所管する施設において

も同様の事態が生じないように十分な情報連携を図られたい。 

また、将来的には、各所属間でＡＥＤに関する取扱いに差異が生じないように、本市とし

て統一的なＡＥＤの設置や管理等に関する方針や基準を策定した上で、ＡＥＤ関連の業務に

取り組むことが要請されていると言える。 

 

  

区役所
北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速
区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍
野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

局・室
人事室、経済戦略局、中央卸売市場、総務局、市民局、福祉局、こども青少年局、
環境局、都市整備局、建設局、港湾局、消防局、水道局、教育委員会事務局

ＡＥＤ設置施設を所管する所属
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４ 空家等対策に関する事務 [監１の第 16号] 

 

（生野区役所、阿倍野区役所、住吉区役所、西成区役所、都市計画局及び都市整備局） 

 

１ 段階的な指導強化について 

（１）特定空家等に係る進捗管理について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 検討会会長区（令和元年度：阿倍野区）は、区長会議において所有者への段階的な指導

強化に係る基準や期間等を定めること。 

2. 検討会会長区（阿倍野区）は、区長会議において組織的に進捗管理を行う仕組みを構築

すること。  

3. 都市計画局は、空家等対策の進捗管理について総合的企画立案を行い、区長会議へ助言

すること。 

4. 生野区役所、阿倍野区役所、住吉区役所及び西成区役所は、上記１及び２に基づき、進

捗状況を管理するとともに空家等対策の推進に努めること。 

 

（２）一部住戸に居住世帯のある長屋に係る進捗管理について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 都市計画局は、所有者への段階的な指導強化に係る基準や期間等を定めること。 

2. 都市計画局は、組織的に進捗管理を行う仕組みを構築するとともに空家等対策の推進に

努めること。  

 

２ 財産管理人制度の活用について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

 区長会議及び都市計画局は、他都市の活用事例を参考にするなど、対象となる案件について

全市一丸となって積極的に財産管理人制度を活用する方策を立て、推進すること。 

 

３ 所有者等調査について改善を求めたもの 

 [改善勧告] 

検討会会長区（阿倍野区）は、区長会議において所有者調査を効率的に実施できるよう、内

部利用可能な固定資産税情報の範囲について、リーガルサポート制度を活用するなど、大阪市

としての判断を行い、意思決定を行うこと。 

 

（意見）１ 空家等対策のマネジメント体制について 

1.  検討会会長区（阿倍野区）は、区長会議において現在の実行体制が大阪市全体の空家等対

策について総括的なマネジメントを行える状態にあるかどうか、また、効率的な役割分担と

なっているか再度検証されたい。 

2.  検討会会長区（阿倍野区）は、区長会議において一部住戸に居住世帯のある長屋について

も取組状況や実績を区長会議への報告事項とすることを検討されたい。 
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3.  検討会会長区（阿倍野区）は、区長会議において判定表の妥当性並びに危険度 1及び危険

度２を含む特定空家に係る勧告の必要性を再度検証されたい。 

4.  検討会会長区（阿倍野区）は、空家等対策の取組がより一層推進されるよう、区長会議に

おいて空家等対策事業が抱える課題や原因を把握・分析の上、必要な対策を検討されたい。 

5.  検討会会長区（阿倍野区）は、学識経験者や不動産に関わる民間委員も構成委員となって

いる協議会において、多様な委員の意見・アイディアを募り事業に活用するため、平成 29年

度及び平成 30 年度は１回のみの開催となっている協議会の開催回数を増加させるなど、よ

り一層の活用・活性化の方策を検討されたい。 

6.  検討会会長区（阿倍野区）は、上記の取組等による是正件数の増加が見込まれる場合は区

長会議及び協議会において計画に定める目標是正件数の上方修正を行うことも検討された

い。 

7.  都市計画局は、上記１から６について総合的企画立案を行い、区長会議へ助言するととも

に、必要に応じて協議会の運営・連絡調整を実施されたい。 

 

（意見）２ 老朽家屋・空家対策等の視点を取り入れた不動産公売事案の選定について 

区長会議及び都市計画局は、空家等対策の視点を取り入れた不動産公売事案の選定など連携

可能なツールの活用について、関係局と積極的に協議・検討されたい。 

 

 

（意見）３ 特定空家等の発生予防策について 

1.  区長会議及び都市計画局は、転居届出時、介護認定時などの行政手続時に啓発するなど、

利活用・まちづくりの観点からもより効果的な特定空家等の未然防止策を検討し、効果的な

未然防止策については全区で共有の上、実施されたい。 

2.  区長会議及び都市計画局は、現在取組が進められている地域・専門家団体等との連携を強

化し、官民連携による新たな施策を推進するなど、より一層の民間活力促進に努められたい。 
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５ 学校活性化推進事業、ＩＣＴ関連監査結果に関する措置状況等 [監１の第 18号] 

 

（教育委員会事務局） 

【学校活性化推進事業】 

１ 校長経営戦略支援予算について 

（１）事業を評価するに当たっての客観的評価を反映する仕組みについて改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 教育委員会事務局は、目標に対する成果が容易に測定できる仕組みとすること。 

2. 教育委員会事務局は、学校協議会等の学校関係者から事業に対する評価を受けたことを

示せるよう、事業報告書の書式を改めるなど、客観的な評価を反映する仕組みに再構築す

ること。 

 

（２）申請内容等に対する確認体制について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 教育委員会事務局は、区担当教育次長執行枠の事務事業執行に当たっては、事業実施要

領等を作成し、そのルールに基づき配付額について確認・内示を行うとともに、事業調書

の確認の際には、チェックシート等の証跡となる書類を作成し、それを用いて適正に業務

を行うこと。 

2. 教育委員会事務局は、基本配付申請書の確認の際には、チェックシート等の証跡となる

書類を作成し、それを用いて適正に業務を行うこと。 

 

（３）外部委員による会議に係る記録について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

教育委員会事務局は、校長経営戦略支援予算における加算配付対象校選定会議の際は、そ

の判定内容について説明責任を果たすべく、会議要旨等を作成するとともに、それを関係者

に対し回議し保存すること。 

 

 ２ がんばる先生支援について 

（１）事業を評価するに当たっての客観的評価を反映する仕組みについて改善を求めたもの 

 [改善勧告] 

 教育委員会事務局は、研究支援の評価方法について、具体的な評価結果を選定・検討会議

にて得ることができるよう、客観的な評価を反映する仕組みについて再構築を行うこと。 

 

（２）研究費用の使途に対する確認体制について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

教育委員会事務局は、研究に係る支出内容の妥当性を確保するべく、真に当該研究に必要

な経費であるのか申請時及び報告時に書面確認を行い、また、場合によっては案件を抽出し

て現地調査を行うなど、研究に係る支出内容のチェックを行う体制を構築し、適切にその確

認を行うこと。 
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（３）実施した研究の成果等の情報の開示について改善を求めたもの 

 [改善勧告] 

1. 教育委員会事務局は、事業実施前に研究の申請書を公表し、事業実施後にも研究の報告

書及び研究資料等をＨＰへ掲載することについて、各学校に対して過去の分も含めて指示

すること。 

2. 教育委員会事務局は、掲載するべき内容、掲載期限等の詳細を定めるとともに、期限ま

でに掲載できていない校園に対しては指導・確認を行うこと。 

3. 教育委員会事務局は、各研究成果を取りまとめた上で、研究支援全体についての事業検

証を行い、それを公表すること。 

 

（４）外部委員による会議に係る記録について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

   教育委員会事務局は、がんばる先生支援事業の実施校選定・検討会議の際は、その判定内

容について会議要旨等を作成するとともに、それを関係者に対し回議し保存すること。 

 

３ 英語イノベーションにおける電子機器の利用に関して改善を求めたもの 

[改善勧告] 

教育委員会事務局は、Ｃ－ＮＥＴとの打ち合わせ時などにおいては、情報セキュリティ対

策基準に基づいた取扱いを行うこと。 

 

（意見）事業の効果検証について 

（１）校長経営戦略支援予算について 

今後は事業毎もしくは区役所毎に効果検証を行う仕組みをより一層整え機能させるとと

もに、基本配付・加算配付により行う事業と区担当教育次長執行枠による事業とが重複して

事業を行っていない、もしくは類似するような内容であっても補完・拡充することで効果を

挙げていることを検証するべきである。 

 

  （２）がんばる先生支援について 

   今後は、各研究成果を取りまとめた上で、研究支援全体についての事業検証を適切に行う

べきである。 

 

（３）英語イノベーションについて 

今後は、事業目標の達成状況を見ながら、英語授業のうちどういった場面で活用するのが

効果的であるか、どのくらいの頻度が適切か、そのためにどれくらいの人員が必要かを有識

者の意見も聞きながら検証・分析し、費用対効果を意識した上で適切に配置する必要がある。 

また、Ｃ－ＮＥＴについては、現在は本市が外国人を直接任用することにより事業を行っ

ているが、外国人を本市が直接任用することについてのリスクや、本市の市政改革プラン 2.0

に示されている、民間でできることは民間に委ね、官が果たすべき役割については市場原理

が機能しない部分に限るという考え方に鑑みると、採用要件の厳格化や、民間企業への委託
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や協力して人材を確保していくこと、また、インターネット授業を採用すること等について

も、今後検討を行うべきである。 

 

 （４）まとめ 

いずれの事業についても、市民からの大切な税金を投じて事業を行っているのであるから、

事業効果の検証を厳格に実施し、費用対効果を常に意識しながら業務を効率的かつ効果的に

進められたい。 

また、令和３年度には学校活性化推進事業の各事業について定めている大阪市教育振興基

本計画が見直し予定とのことであるので、それまでに学校活性化推進事業における、子ども

達に対しての効果や、教職員の負担の軽減などを踏まえた上で、事業の総括を行うとともに、

今後の事業のあり方についても検討されたい。 
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６ 介護保険に関する事務 [監２の第１号] 

 

（福祉局、中央区、東住吉区） 

 

２ 滞納処分の停止の判断基準について整理を図るべきもの 

[改善勧告] 

 福祉局は、適切に債権回収が行われるよう、滞納者に対する財産調査基準等の設定を明確化

し、滞納処分の停止の判断基準について、速やかに整理を図り実行すること。 

 

３ 滞納者への最終催告書の送付方法について整理を図るべきもの 

[改善勧告] 

 福祉局は、最終催告書を発送する際には特定記録郵便を使用するなど、送付方法の改善につ

いて検討すること。 
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７ 市が加入している保険契約に係る事務 [監２の第２号] 

 

（平成 30年度に保険料の支払実績がある保険契約に係る所属） 

 

１ 建物総合損害共済への加入基準及び加入状況について改善を求めたもの 

【契約管財局、中央卸売市場、水道局に対して】 

[改善勧告] 

1. 契約管財局は、付保対象並びに範囲などの保険毎の特徴を周知徹底させ、再発防止策を講

じるとともに、付保基準に従った付保が行われるように、申請・承認・支払時の確認などの

仕組みを構築し、運用すること。 

2. 契約管財局は、各所属の所管する建物が保険の加入基準に従って付保されていることを確

認する仕組みを構築し、各所属は、それに基づいて、確認すること。 

3. 中央卸売市場は、集合動産に関する保険の仕組について職員に周知徹底させること。 

4. 水道局は、建物総合損害共済に関するルールを正確に理解し、除却した建物についての情

報連携をして、適時に保険を解約すること。また、建物が保険の加入基準に従った付保がな

されていることを確認する仕組を構築し、運用すること。 

 

２ 全国市長会の市民総合賠償補償保険の保険金請求漏れについて改善を求めたもの 

【環境局に対して】 

 [改善勧告] 

環境局は、過年度の賠償金のうち、保険請求の可否を精査し、請求可能なものについては、

速やかに請求を行い、保険金を受領すること。 

 

３ 肉牛事故共済会の運営への関与について改善を求めたもの 

【中央卸売市場に対して】 

[改善勧告] 

1.  中央卸売市場は、肉牛事故共済会の決算について、過年度も含めた決算数値の正確性を確

認し、修正が必要であれば、修正を求めること。 

2.  中央卸売市場は、肉牛事故共済会の会員として、ルールに従った運営が行われるように、

関与すること。 

 

（意見）１ 自動車の任意保険の複数契約について 

【環境局に対して】 

現在の自動車の損害率を考慮して、可能な選択肢を比較検討した結果、合理的な選択をして

いるとのことであるが、今後も、自動車の事故件数の削減の取組を進め、より優位性のある保

険に加入し、保険料の削減に取り組まれたい。 
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（意見）２ 全国市長会の市民総合賠償補償保険の一元的管理について 

【契約管財局、建設局及び環境局に対して】  

契約管財局は、当該保険を利用している建設局や環境局と協議を行うなどして、全市に及ぶ

保険であるため、周知等一元的管理を行う、又は、個別に契約に関して窓口となる所属を定め

るなどの対応を行われたい。 

 

（意見）３ 肉牛事故共済会における保険料の見直しについて 

【中央卸売市場に対して】 

中央卸売市場は、市場環境の変化や過去の事故原因の分析及び対策、畜産・と畜技術や安全

管理の進歩及び市場関係者の努力による事故率の低下を考慮し、保険料の見直しの可能性につ

いて検討されたい。 
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８ インバウンドに対応した観光施策 [監２の第３号] 

 

（経済戦略局及び関係所属） 

 

（意見）１ 来阪外国人旅行者数増加に伴う行政コスト増に係る対応について 

【経済戦略局に対して】 

経済戦略局は、大阪府の宿泊税を財源とした大阪府からの補助金につき、本市においてより

活用できるよう、その対象となるメニューの拡大等を大阪府に対して求めていくなど、本市に

おける旅行者の受入環境の整備に係る財源確保の方法につき、引き続き検討されたい。 

経済戦略局は、「大阪市版ＴＩＤ」の構築等に当たって、抽象的な理想論にとどまることな

く、地域・民間に任せることができる役割、行政として実施しなければならない役割を精査し、

その仕組みが具体的な成果を発揮し本市の財源をより効率的かつ効果的に活用できるよう主

導的な役割を果たされたい。 

 

（意見）２ 次期アクションプログラムの策定等について 

【経済戦略局に対して】 

次期のアクションプログラムについても、この大阪・光の饗宴とのコラボレーションを軸に

タテ・ヨコでの展開にいかに広げていくかが問われていると思われる。それに当たっては、大

阪には数多くの史跡や歴史的建造物、文化的催物等もあることから、経済戦略局は、これらを

有機的に組み合わせ、ストーリー作りをして面での展開につなげることを検討されたい。 

一方、意見１で述べたとおり、来阪外国人旅行者数の増加により、現時点では顕在化してい

ないものも含めて、市民生活に対する負の影響も懸念される。 

経済戦略局は、本市の観光施策における今後の目標設定に当たって、単に来阪外国人旅行者

数や来阪外国人旅行消費額の増加のみを考えるのではなく、観光庁があり方の検討を進めると

している「持続可能な観光指標」を参考としながら、住民満足度や環境への負荷などの住民志

向の目標を設定し、それに向けた対応策も現時点から検討されたい。 
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９ 学校給食事業に関する事務 [監２の第５号] 

 

（教育委員会事務局（小学校・中学校を含む。）、健康局） 

 

１ 食物アレルギー個別対応の手引きに基づく書類について改善を求めたもの 

【教育委員会事務局に対して】 

[改善勧告] 

教育委員会事務局は、各学校において書類間の不整合が生じることに至った原因を分析し、

「食物アレルギーの個別対応の手引き」等の周知など対応策を実施すること。 

 

２ 学校給食費の未納への対応について改善を求めたもの 

【教育委員会事務局に対して】 

[改善勧告] 

教育委員会事務局は、就学援助受給者の過去の未納については、経済的な要因と考えられる

ことを踏まえて、対応策を検討すること。 

また、教育委員会事務局は、就学援助受給者以外の者の未納額について、未納の発生に関す

る原因や課題について、分析等により把握の上、発生原因や課題に応じた対応策を策定し、実

行すること。 

 

（意見）１ 食物アレルギーに関する事故の継続的な発生について 

【教育委員会事務局に対して】  

教育委員会事務局は、児童・生徒の生命を脅かす危険性がある食物アレルギーの重大性を改

めて認識し、継続的な食物アレルギーの事故の発生原因を分析し、学校給食の提供主体として、

調理時・配膳時の各段階における工夫など取組を強化し、食物アレルギーの事故を発生させな

いよう努められたい。 

 

（意見）２ 学校給食費の公会計化における学校の役割等について 

【教育委員会事務局に対して】  

文部科学省の諮問機関である中央教育審議会では、学校給食費や学校徴収金について、未納

金の督促等も含めた学校給食費等の徴収・管理は、基本的に学校・教員の本来的な業務ではな

く「学校以外が担うべき業務」であるとの答申が示されている。学校給食費について、学校徴

収金と二度手間になっている事実もあるので、事務の一括化などの簡素化を図るとともに、学

校の負担軽減のため、教育委員会事務局が担うべき業務について更に検討されたい。 

 

（意見）３ 学校給食課における事故等に係るデータの分析について 

【教育委員会事務局に対して】 

教育委員会事務局は、入手・保有している事故等に係る学校別・業者別のデータについて、

経年分析や多角的な分析を行い、その結果を業者に対する指導や業者との窓口である学校への

注意喚起に活用するなど、効果的かつ効率的に事業を遂行されたい。 
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（意見）４ 食品廃棄物等の削減について 

【教育委員会事務局に対して】 

教育委員会事務局は、本市の方針を踏まえ、食べ残しの発生抑制について、残食率の高い学

校に対して取組を要請するなど引き続き検討を進められたい。 
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１０ 児童いきいき放課後事業に関する事務 [監２の第６号] 

 

（こども青少年局） 

 

１ 指導員の配置状況の把握について改善を求めたもの 

 [改善勧告] 

  こども青少年局は、受託者に対して、サンプリング調査を行うなどの手法により、その配置

の状況と理由の妥当性を確認し、本市の負担が過大とならないよう必要に応じて受託者を指導

すること。 

 

 ２ 積算上限額の算出過程について改善を求めたもの 

 [改善勧告] 

  こども青少年局は、次回公募における積算上限額を設定する際には、活動場所ごとに具体的

な算出過程を示す資料を残し、本市としての意思決定過程を明確にすること。 

 

（意見）各活動場所の積算上限額の妥当性の検証について 

こども青少年局は、毎年度各活動場所の費用の実績をもとに、活動場所ごとに積算上限額の

妥当性を検証されたい。 
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１１ 請負工事[港湾局]の監督及び検査業務 [監２の第８号] 

 

（港湾局） 

 

 １ 請負工事に対する不正防止の取組を適切に実施するよう改善を求めたもの 

  [改善勧告] 

1. 監督職員（課長代理）は、自ら策定した不正防止策を確実に実施することで、現場確認の

増加状況や抜き打ち効果が得られる確認方法等を検証し、監督マニュアルに反映するほか、

現場確認結果をその都度記録に残すなど、継続して取り組むために必要な措置を講じること。 

2. 監督職員（課長代理）は、産業廃棄物処理においては、マニフェスト伝票偽造といった不

正の防止効果が期待される電子マニフェストを積極的に導入するとともに、紙マニフェスト

を使用する場合は処理状況の確認を徹底すること。 

3. 港湾局長を含む管理職は、港湾局所管工事における不正防止の取組が確実に実施されるよ

うに、監督業務に対するモニタリングを行うこと。 

 

２ 施工業者の契約履行状況を適切に確認するよう改善を求めたもの 

  [改善勧告] 

1. 港湾局長は、監督職員（課長代理）に、設計図書や共通仕様書等の契約内容を的確に把握・

理解させた上で、施工業者の契約履行状況を適切に確認するため、監督マニュアル等に示さ

れた監督業務を確実に実施させること。また、施工現場における確認結果について対外的な

説明責任を果たすため、巡視日報等に確認内容等が分かるように記録させること。 

2. 港湾局長は、検査職員（課長）に、履行確認を確実に実施させた上で、検査結果について

対外的な説明責任を果たすため、検査記録書に検査実施状況等が分かるように記録を残させ

ること。 

3. 監督職員（課長代理）並びに検査職員（課長）は、不正の可能性がある工事に関して工事

関係書類が不足する場合は、再度施工業者（元請）に不足分の書類の提出を求め、不正が行

われていなかったかどうかについて確認し、不正が発覚した場合には適切な措置をとること。 

4. 港湾局長を含む管理職は、ルールで決められたとおり港湾局所管工事における施工状況及

び契約履行の確認を徹底するよう指示した上で、監督業務並びに検査業務に対するモニタリ

ングを行うこと。 

 

（意見）不正防止に向けた監督職員の技術継承について 

港湾局は、これらの不正防止の取組を監督マニュアル等に反映するなど文書で残し、形骸化

させないための対策を取った上で、確実に実施するとともに、不正防止策を継続して取り組む

ため、次世代への継承にも努められたい。 

その際、人事異動も考慮し、監督業務を所管している部署に限らず全ての技術職員に対して

研修を実施するなど、技術継承の方法について十分検討されたい。 
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１２ アジア太平洋トレードセンター株式会社 [監２の第９号] 

 

（経済戦略局） 

 

１ 光熱費の過少請求について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

本法人は、現在も光熱費の過少請求となっているテナントに対して、適正な光熱費の請求が

できるよう交渉し、早期に過少請求の状況を解消すること。 

 

２ 請負工事契約の事務処理について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

本法人は、法人で定める請負工事契約に係る事務手続の規定を、法人全体に周知徹底するこ

と及び指名競争入札による競争原理でコスト削減する意識を法人全体で共有すること。 

また、前倒しで修繕工事を実施する場合、特に大規模なものに関しては年度末に実施するの

ではなく、時期的に余裕を持って発注先が選定できるよう計画的に実施すること。 

 

（意見）１ 本市が入居する賃借料及び所管部局の関与について 

経済戦略局は、所管部局として、本市が入居する賃料の改定を検討し、より一層本法人の自

立的な経営努力を促すことも一つの方策といえよう。また、今後の中長期保全計画も踏まえた

本法人の資金繰りを考慮すれば、所管部局として難しい立場を強いられることとなることが想

定されるが、特定調停に基づく再建計画の着実な遂行と経営の自立化に向けて、引き続き経営

監視を行われたい。 

 

（意見）３ 事業目的の明確化について 

本法人は、実際に行っている事業や将来実施すると思われる事業を整理し、法人として実施

する事業を定款上明確にされたい。 

 

（意見）５ 今後の法人運営について 

 本法人は、現経営陣による経営の透明化を進めていくなかで、より自立した経営のもと、収

益力の強化を図っていくよう経営努力を行われたい。 
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１３ 大阪市住宅供給公社 [監２の第 10号] 

 

（都市整備局） 

 

１ 未成原価仮勘定の計上残高の妥当性について改善を求めたもの（一般会計事業） 

[改善勧告]  

本法人は、高見地区の各事業において、未成原価仮勘定が適正な金額で表示されるように、

開発負担金の今後の発生可能性を精査し、取崩しの会計処理を行うこと。    

 

２ 附属明細書の記載について改善を求めたもの（一般会計事業） 

[改善勧告]  

本法人は、債務保証損失引当金勘定について、正しく会計処理されているかを確認するとと

もに、決算報告書はもちろん附属明細書についても、組織として内容を十分に確認した上で、

決算の開示を行うこと。 

 

３ 貸倒懸念債権の管理について改善を求めたもの（一般会計事業） 

[改善勧告]  

本法人は、【貸倒懸念債権（重要度：高）】について、定期的に滞納者の状況等を把握し、

回収見込みが極めて低いと判断される滞留債権については不能欠損処理を含め適切に措置す

ること。 
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１４ クリスタ長堀株式会社 [監２の第 11号] 

 

（建設局） 

 

１ 随意契約締結時における契約金額の妥当性の検証について改善を求めたもの 

 [改善勧告] 

本法人は、随意契約事務については、随意契約により契約締結することの必然性を精査し、

また経済合理性を確保するため、随意契約とする理由を精査するとともにどのような方法で契

約金額の妥当性を検討したのか、当該検証の手法や判断の根拠についても記録、保存すること。 

 

（意見）１ 中期経営計画における賃料収入の達成について 

本法人における令和元年度の計画では、地下街バリエタウン（北側区画）をリニューアルし、

新たにレストスペースも設けたグルメゾーンをオープンするなど、ブランドイメージと集客力

の向上による地下街の活性化を図っているところであるが、今後も引き続き新たな発想や創意

工夫により、より地下街の活性化に努められたい。 

 

（意見）２ 運営事業者選定にかかるアドバイザリー業務の必要性について 

本法人は特定調停事業再建計画の最中であり、安易な決定がなぜなされたのか、自身が何を

すべきかの検証を実施し、次の 10 年後、本法人により運営事業者を選定できるよう今から事

務手続のノウハウの蓄積や業務把握、市場情報の把握など、自らが運営責任者であることの自

覚を持ち、運営事業者の選定に当たられたい。 
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１５ 市民局ダイバーシティ推進室所管事務 [監２の第 13号] 

 

（市民局） 

 

２ 人権啓発事業効果検証会議の位置付け及び会議録について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 市民局は、人権啓発事業効果検証会議について、委員の選任等を含め、会議の在り方を検

討し、必要な事務を整理の上、開催要綱を設置するなど、明確化し、運用すること。 

2. 市民局は、同会議開催後、公文書作成指針等に基づき適切に会議録等を作成し、供覧する

こと。 

 

（意見）１ 各事業の効果検証について 

（４）就職困難者等の就職に向けた支援が必要な人に対する就業支援事業補助金 

市民局は、補助事業について、その成果がより市民に還元されるようなものとなるよう、

適切に分析等を行い、その結果を補助事業の要綱等に反映されたい。 

 

（意見）２ 雇用施策における関係所属との連携について 

市民局は、全庁的な雇用施策の円滑な推進を目的とする雇用施策連絡調整会議の座長として、

構成所属が各事業内容を共有できるよう、例えば上記のような調査を実施し、問題点やデータ

分析の結果等、とりまとめの上、同会議において情報共有するなど、効果的かつ効率的な事業

実施に向け取り組まれたい。 
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Ⅱ 資産の維持管理・有効活用 

 

 

１ 公共施設の維持管理［区役所庁舎設備] [監１の第 13号] 

 

（全区役所） 

 

１ 法定点検結果等における設備機器等の不具合対応について改善を求めたもの 

【此花区、港区、西淀川区、住吉区、平野区及び西成区に対して】 

[改善勧告] 

1.  各区長は、非常時に人命を守る上で重要な設備機器等の不具合等状況について、必要に応

じて都市整備局に相談・協議するなどして庁舎管理担当者に速やかに対応策を検討させ、責

任を持って早急に改善を行わせること。 

2.  各区長は、自らのマネジメント不足を認識した上で、各種点検で指摘のあった設備機器等

の不具合等状況について全体把握するとともに、法定点検結果の把握や共有化、指摘事項に

対する修繕検討から予算の確保、修繕実施といった施設の維持管理を行う上で基本となる事

務について、日常点検ハンドブック等を参考に組織的に対応できる区役所としての仕組みを

構築すること。 

 

２ 施設カルテの整備について改善を求めたもの 

 【此花区、港区、西淀川区、住吉区及び平野区に対して】 

[改善勧告] 

1.  各区長は、基本方針に基づく施設カルテ整備・更新の重要性・意義を再認識し、庁舎管理

担当者には、何のために施設カルテを作成するのか、その業務の内容を理解させ、責任を持

って業務に当たらせるとともに、施設カルテの内容を再確認させ、不備がある場合は修正さ

せること。 

2.  各区長は、区長会議等を通じて上記の内容を共有し、実地監査対象となっていない区役所

においても同様の事態が生じないように情報連携を図ること。 

 

４ 日常点検の実施について改善を求めたもの 

【平野区に対して】 

[改善勧告] 

平野区長は、日常点検ハンドブック等に基づく日常点検を実施し、その記録を組織で共有す

ること。 

 

（意見）実地監査対象以外の区役所庁舎における設備の不具合対応について 

【実地監査対象以外の 18区及び港区に対して】 

実地監査対象以外の各区長においても、庁舎管理に関する責任や、緊急度に基づく優先順位

を十分認識した上で、マネジメント機能を働かせ、自ら所管する区役所庁舎の設備の状況を再
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度把握し、いつ起こるか予測できない災害時に重要な役割を果たす消防用設備等について早急

に不具合対応に取り組むことを要請する。 

また、区長会議の「安全・環境・防災部会」で部会長を務める港区長は、部会において今回

の監査の結果を情報共有することや、各区役所の不具合改善状況をフォローアップするなど、

その役割を十分果たされたい。 
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２ 市有施設におけるＡＥＤの設置と管理 [監１の第 15号] 

 

（ＡＥＤ設置施設を所管する所属及び健康局） 

 

 

 

 

 

１ ガイドラインで推奨される施設等への設置について 

【福祉局に対して】 

[改善勧告] 

指定管理者制度導入施設については、施設の維持管理は指定管理者が実施するが、最終的な

管理責任は本市であり、ＡＥＤの設置判断は本市ですべきであることから、以下のとおり勧告

する。 

1. 福祉局は、ガイドラインでＡＥＤの設置が推奨されている施設（老人福祉センター、おと

しよりすこやかセンター）について、関係各機関とも十分協議した上でＡＥＤを設置するよ

う検討するとともに、設置しない場合は市民に対する説明責任を果たすこと。 

2． 福祉局は、上記１でＡＥＤを設置するとした場合には、リース契約、購入等について一括 

発注によるスケールメリットでコスト縮減を図るよう検討すること。 

 

２ ＡＥＤの日常点検の実施及び管理について改善を求めたもの 

 【此花区、港区、西淀川区、住吉区、平野区、総務局、経済戦略局、福祉局、こども青少年局、

建設局、教育委員会事務局に対して】 

[改善勧告] 

1. ＡＥＤの点検担当者が配置されていない各施設は、速やかにＡＥＤの点検担当者を配置す

ること。【港区役所庁舎、住吉区役所庁舎、平野区役所庁舎、ＡＴＣ、旭区老人福祉センタ

ー、三国保育所、京橋駅自転車駐車場】 

2. 日常点検の実施状況に不備がある各施設の点検担当者は、所有するＡＥＤの取扱説明書に

記載のある頻度で点検を実施し、ＡＥＤが常に正常に使用可能な状態にしておくこと。【港

区役所庁舎、住吉区役所庁舎、平野区役所庁舎、旭区老人福祉センター、三国保育所、友渕

小学校（本校・分校）】 

  3. 点検記録の無い各施設の点検担当者は、今後ＡＥＤの点検結果を記録すること。【此花区

役所庁舎、港区役所庁舎、西淀川区役所庁舎、住吉区役所庁舎、平野区役所庁舎、ＡＴＣ、

旭区老人福祉センター、三国保育所、靱幼稚園、京橋駅自転車駐車場、友渕小学校（本校・

分校）、住之江中学校】 

4. 経済戦略局は、予備の消耗品の使用期限についても適切に管理し、使用期限を超えた消耗  

品は適切に処理し、新たな物品を補充しておくようＡＴＣ施設管理者に要請すること。 

5. 教育委員会事務局（友渕小学校）、平野区は、ＡＥＤ本体の耐用期間を把握し、耐用期間

が 切れたＡＥＤ本体の新しいものへの更新に向けて必要な措置を行うこと。また、住吉区

区役所
北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速
区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍
野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

局・室
人事室、経済戦略局、中央卸売市場、総務局、市民局、福祉局、こども青少年局、
環境局、都市整備局、建設局、港湾局、消防局、水道局、教育委員会事務局

ＡＥＤ設置施設を所管する所属
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及び建設局は、ＡＥＤが設置されている各所管施設に、ＡＥＤ本体に耐用年数が存在するこ

とを再度周知した上で適切な管理を行うこと。 

6. 総務局、此花区、住吉区、建設局（京橋駅自転車駐車場）は、ＡＥＤ収納ボックスの警報 

アラームの重要性を理解し、定期的に警報アラームが鳴るよう点検、整備しておくこと。た

だし、地元事情等により警報アラームを作動させない設定とする場合には、その機能に関す

る代替措置をとること。 

7. 平野区は、自ら所有するＡＥＤが子供にも対応可能であることなど、その使用方法を再度 

確認し、救命措置に必要となる子供用電極パッドといった消耗品等を備えつけておくこと。 
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３ 児童いきいき放課後事業に関する事務 [監２の第６号] 

 

（こども青少年局） 

 

＜過去に実施した監査のフォローアップ＞ 

３ 過去の定期監査等（こども青少年局企画部所管事務）に対する不適切な措置内容について 

（２）備品管理について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

こども青少年局は、受託者への調査により判明した財務会計システム未登録備品リストを受 

託者へ送付し、各活動場所において受託者に現物確認を求め、その結果を報告させた上で、速

やかに財務会計システムへ登録を行うこと。 
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４ インフラ施設の老朽化対策を含む維持管理 [監２の第７号] 

 

（建設局及び水道局） 

 

１ 橋梁点検結果における評価基準について改善を求めたもの 

【建設局に対して】 

[改善勧告] 

1. 建設局は、橋梁における損傷度の判定基準を具体的かつ明確にするとともに、厳格に運用                 

するよう橋梁の維持管理に携わる関係者に周知すること。また、関係資料等について速やか

に情報更新すること。 

2. 建設局は、橋梁の損傷以外に、落書きなど維持管理する上での対応優先度を判定する基準  

について、正しい運用に改善した上で、適宜モニタリングすること。 

 

２ 橋梁の一部修繕実施時における橋梁点検結果一覧等への反映について改善を求めたもの 

 【建設局に対して】 

[改善勧告] 

建設局は、一部修繕を実施した場合には、未修繕箇所が残っていることを確認できるよう、

橋梁点検結果一覧等の様式を改善するとともに、その運用について大阪市橋梁点検要領を修正

した上で関係職員に周知し、点検結果を反映させ修繕箇所の選定に活用すること。 

 

（意見）１ 水道管路の改良優先度の考え方について 

 【水道局に対して】 

判定式の導入以降 15 年以上が経過していることから、本市にとって現行の判定式をより実

情に即した式にするためにも、様々な蓄積データを活用し、現行の判定式の検証や、必要に応

じて各種変数の見直し等に取り組まれたい。 

また、水道局では今年度からＡＩを活用した管路劣化診断技術の検証のためのフィールド提

供を行うなど、新しい手法の検討にも取り組んでいるとのことであるため、改良優先度の判定

に対しても現行の判定式の継続使用に留まらず、本市にとってより効率的・効果的な水道管の

改良に向け、新しい判定方式の導入検討にも積極的に取り組まれたい。 

 

（意見）２ 下水道管きょの詳細調査・改築の進捗管理マネジメントについて 

 【建設局に対して】 

今後は、平成 28 年度以降に改善された管きょの調査計画や改築計画の作成方法により、耐

用年数を超えた未調査管きょの状況や健全度が低い管きょの推移を把握することで、適切に調

査及び施工計画が進捗しているか、モニタリングを実施されたい。 

 

（意見）３ 効率的かつ効果的に点検するための新技術の積極的な導入について 

 【建設局及び水道局に対して】 
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今後も引き続き、新技術に関する情報収集に努めるとともに、費用対効果にも配慮した上で

技術開発や導入等に積極的に取り組まれたい。 
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５ アジア太平洋トレードセンター株式会社 [監２の第９号] 

 

（経済戦略局） 

 

４ 固定資産の管理について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

本法人は、固定資産の現状調査の結果について、提出する報告書を整備し、固定資産の現状

調査が適切に実施されるよう、実査マニュアル等を作成し、当該マニュアルに従った現状調査

を行うこと。 

また、固定資産を除却処分する場合、固定資産管理部門への報告が適時に行われるよう、固

定資産処分に係る手続を整備すること。 

 

（意見）４ 取得価額 20万円未満の物品の管理に関する規程の整備について 

本法人は、管理すべき物品の範囲及びその管理方法を職員全員が共有できるよう、取得価額

20万円未満の物品の管理に関する規程を整備されたい。 
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６ クリスタ長堀株式会社 [監２の第 11号] 

 

（建設局） 

（意見）３ 物品の管理に関する規程の整備について 

本法人は、管理すべき物品の範囲及びその管理方法を職員全員が共有できるよう、取得価額

20万円未満の物品の管理に関する規程を整備されたい。 
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７ 市民局ダイバーシティ推進室所管事務 [監２の第 13号] 

 

（市民局） 

 

３ もと婦人研修所に係る土地及び建物の管理について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 市民局は、今後の施設の方向性について、管理コストや今後発生する可能性のあるコスト

等を踏まえた上、整理を図り、意思決定を行うこと。 

2. 市民局は、現地管理要領を改正し、もと婦人研修所に対する継続的かつ適時の現地調査の

仕組みを整えること。 
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８ 行政財産の目的外使用許可 [監２の第 14号] 

 

（福島区役所、東淀川区役所、契約管財局、都市整備局、建設局及び教育委員会事務局） 

 

１ 使用許可手続に関する基準等の明確化及び運用について改善を求めたもの 

【契約管財局、福島区役所、東淀川区役所、都市整備局、建設局及び教育委員会事務局に対し

て】 

[改善勧告] 

1． 契約管財局は、本市全体として適正な行政財産の使用許可及び管理が行われるよう、現在

示されている基準、取扱通知等を再点検し必要に応じて再整備するとともに、各所属が行う

行政財産の使用許可手続を随時、モニタリングするとともに、必要に応じて的確に指導、支

援すること。 

2． 福島区役所、東淀川区役所、都市整備局、建設局及び教育委員会事務局は、使用許可に当

たり、ルールの解釈・運用に疑義が生じた時は随時契約管財局と協議を行い、適正な使用許

可手続を行うこと。 

 

 ２ 使用許可手続について 

（１）事務処理の意思決定について改善を求めたもの 

  【福島区役所、東淀川区役所、都市整備局、建設局及び教育委員会事務局に対して】 

[改善勧告] 

1. 福島区役所、東淀川区役所、建設局及び教育委員会事務局は、使用許可に当たっては、

決裁に使用許可理由や保証金免除理由を記載し意思決定過程を明確にした上で許可決定

を行うこと。 

2. 都市整備局及び建設局は、使用許可に当たっては、財産規則に基づき契約管財局と協議

すること。 

 

（２）許可手続の時期について改善を求めたもの 

【教育委員会事務局に対して】 

[改善勧告] 

教育委員会事務局は、使用許可に当たっては、申請者との連絡調整も含めて適切に事務の

進捗管理を行い、ルールを形骸化させることなく許可の始期までに許可手続を行うこと。 

 

 ３ 行政財産の管理及び使用許可条件の履行確認について改善を求めたもの 

【都市整備局に対して】 

[改善勧告] 

都市整備局は、使用許可を行った物件について、許可条件どおりの使用となっているかフォ

ローアップするとともに、行政財産について現状把握を行い財産管理を適正に行うこと。 
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Ⅲ 委託業務等検証 

 

 

１ システムに係るコンサルタント契約の有効活用 [監１の第 17号] 

 

（人事室、福祉局及びＩＣＴ戦略室） 

 

Ⅱ【総合福祉システム（福祉局）について】 

１ システムコンサルタントへの依存状況について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 福祉局長は、担当職員が必要としている支援業務（上記記載のとおり）を認識し、何が職

員に欠けているのか、「ノウハウの習得」が何故実現できないか、コンサルタントが改修、

運用・保守フェーズで業務を実施する場がノウハウを短時間で習得できるようなＯＪＴの場

となっているのか等の検証を実施し、運用・保守フェーズにおけるシステムコンサルタント

の利用を解消できるよう、対策を講じること。 

2. 福祉局長は、中長期的な人材育成計画を策定し、総合福祉システムの運用・保守に必要な

スキルを持った人材を育成あるいは確保すること。 

 

２ システムコンサルタント業務内容の明確化について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

福祉局は、今後事業推進支援業務が必要となった場合に、本市の業務委託契約の発注ルール

にのっとり、適正な契約事務が行われるよう、所管部署が具体的な業務内容ごとの工数を明示

するなど、適切な積算と履行確認ができる仕様書等を作成すること。 

また、その仕様書等の内容について、経理担当職員等の局内の他部署による適正性や妥当性

の確認を確実に行うこと。 

 

Ⅲ【総務事務システム（人事室）について】 

１ システムコンサルタント業務の契約金額について 

（１）システムコンサルタント業務の見積書等の妥当性の確認について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 人事室長は、システムコンサルタント業務の入札等で本市の入札予定価格を算出するた

めの根拠として業者から見積徴取を行う際は、業務委託契約請求事務処理要領等の考え方

を踏まえて、作業項目ごとに役割分担が明確に記載されているか、見積りにある作業単価

や工数が妥当であるかについての内容の確認を、ＩＣＴ戦略室と連携するなどして実施す

ること。 

2. 1.の見積りや、入札予定価格算出根拠等は、次回の入札予定価格の算出等に反映される

よう、その知見を蓄積する仕組みを検討すること。 
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（２）検査における作業実績の確認について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 人事室新システム開発責任者は、今回対象の契約について、予定工数と実績工数の差異

分析等の方法により、契約金額の妥当性を検証すること。なお、現在契約期間中の再構築

支援業務委託についても、業務委託完了後に実施すること。 

2. 人事室新システム開発責任者は、ＩＣＴ戦略室と連携するなどして、検証の結果が、次

回の調達仕様書や、総合評価一般競争入札の評価基準などに反映されるような仕組みを考

えること。 

 

２ システムコンサルタントを有効活用するよう改善を求めたもの 

[改善勧告] 

人事室新システム開発責任者は、最少の経費で最大の効果を挙げることを意識して業務に当

たることを再認識し、システムコンサルタントに業務を委託する範囲について再検証し、次回

以降のシステム開発や再構築の際に活用する仕組みを確立すること。 
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２ 介護保険に関する事務 [監２の第１号] 

 

（福祉局、中央区、東住吉区） 

 

１ 要介護認定事務について円滑な実施を求めるもの 

[改善勧告]  

1. 福祉局は、受託者は常に不測の事態に対応できる体制を準備する必要があることを踏まえ、

受託者との連携を密にし、要介護認定調査の期限内の完全履行について強く求めること。 

2. 福祉局は、要介護認定調査が計画どおりに行われているか進捗管理を適時適切に行うこと。 

 

（意見）認定調査業務の契約について 

 福祉局は、現状の認定調査業務委託における問題点の検証を踏まえ、今後の認定調査業務

が円滑に実施できるよう、他都市事例を踏まえた指定居宅介護支援事業者等の活用なども含

め、次期契約に向けて委託内容や契約手法について検討されたい。 

 また、受託者側の原因での遅延により生じた新たな経費については、受託者に負担を求め

ることについて検討されたい。 
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３ 児童いきいき放課後事業に関する事務 [監２の第６号] 

 

（こども青少年局） 

 

＜過去に実施した監査のフォローアップ＞ 

３ 過去の定期監査等（こども青少年局企画部所管事務）に対する不適切な措置内容について 

（１）事務手続について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1.  こども青少年局は、月次、年次報告について、指定様式を統一し受託者へ配付するととも

に、報告が漏れている受託者への指導を徹底すること。 

2.  こども青少年局は、組織体制表が未提出となっているものについては、提出するよう受託

者への指導を徹底すること。 

3.  こども青少年局は、運営委員会の開催報告が所定の回数に満たない活動場所の受託者に対

し、所定回数の開催報告となるよう指導を徹底すること。 
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４ 市民局ダイバーシティ推進室所管事務 [監２の第 13号] 

 

（市民局） 

 

１ 適正な履行の確保について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1.  市民局は、仕様書や協定書等で定める事項について、事業者が履行していることを適切に

確認し、記録を残すこと。 

2.  市民局は、上記１の履行状況や事業報告内容を把握・分析することにより、効果検証を行

い、次回仕様書の作成に当たっての資料とするなど、委託事業の更なる効果的・効率的向上

を図ること。 

 

（意見）１ 各事業の効果検証について 

（１）人権相談事業 

市民局は、業務実態を具体的に把握し、相談内容の原因分析や課題別分析等を行った上、

相談所要時間がどうであったか等、効果検証を行い、相談業務の実施体制や他の相談業務と

の連携を検討するなど、人権相談の在り方を含め、事業内容を適切に見直し、効果的かつ効

率的な事業実施に向け取り組まれたい。 

 

 （２）人権啓発推進員の育成事業及び企業啓発推進事業 

   市民局は、事業目的そのものに対する達成度合いを測定する客観的指標の検討を行い、客

観的指標も含めた効果検証を適切に実施し、改善すべき事項については主体的に検討し、見

直しを実施の上、効果的かつ効率的な事業実施に向け取り組まれたい。 

 

（３）しごと情報ひろば事業 

市民局は、支援対象者を就職に結びつけることができるよう、雇用・就労を妨げる様々な

阻害要因がどのようなものであり、どう解消すれば効果的・効率的に就職に結びつくのかな

ど、把握・分析するとともに、今後の対応策を検討し、効果的かつ効率的な事業実施に向け

取り組まれたい。 
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Ⅳ ＩＣＴへの対応と管理状況 

 

 

１ 学校活性化推進事業、ＩＣＴ関連監査結果に関する措置状況等 [監１の第 18号] 

 

（教育委員会事務局） 

 

【ＩＣＴ関連監査結果に関する措置状況等】 

４ ＩＣＴ関連監査における改善勧告に対する不適切な措置内容について 

  （１）ＩＣＴの推進体制について改善を求めたもの  

[改善勧告] 

教育委員会事務局は、ＩＣＴ戦略室と十分に協議し、実効性を伴うＩＣＴ推進体制を一刻

も早く整備すること。 

 

 （２）校務支援ＩＣＴ活用事業に関するＫＰＩの設定について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

教育委員会事務局は、ＫＰＩの設定に当たって、今後は校務支援システム内のツールを具

体的にどれくらい有効に活用しているかについて、利用者ログや具体的なアンケートの設問

を用いてＫＰＩを設定するとともに、その達成状況について具体的に確認・測定すること。 

 

 （３）タブレット活用状況の分析について改善を求めたもの 

 [改善勧告] 

教育委員会事務局は、前回の監査における改善勧告に即して、利用ログなどのデジタルデ

ータを学校毎のデータとリンクさせて、学校毎、教員毎、教科毎にタブレットの活用状況の

把握・分析を行い、それらを分析資料として可視化した上で、学校の状況に合わせた支援を

よりきめ細かく実施すること。 

 

 （４）情報セキュリティ対策について 

   ア 情報セキュリティ監査の実施について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

   教育委員会事務局は、ＩＣＴ戦略室にて策定している監査の例を参考とし、自己評価結

果に対する検証・評価を実施し、発生した課題点については、今後実施予定の新たな規定

に基づく検査の際に活かすこと。 

 

   イ スタンドアロンＰＣ等に対するモニタリングについて改善を求めたもの  

[改善勧告] 

   教育委員会事務局は、学校の現場におけるＵＳＢメモリ等の記録媒体やスタンドアロン

ＰＣ等の情報資産の使用実態についての調査結果の集約を急ぐとともに、順次ヒアリン

グ・分析を行うなど、措置予定期限を意識しながら業務を進め、できるだけ早期に改善措
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置を講じること。 
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２ 財務会計システム及び中央卸売市場情報システムにおける情報セキュリティ対策に

係る事務 [監２の第４号] 

 

（会計室及び中央卸売市場） 

 

Ⅰ 【財務会計システムについて】 

１ データの直接修正の手続について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

1. 会計室は、プロジェクト計画書及びプロジェクト運営要綱に基づく作業手順を遵守する

こと。 

2. 会計室は、作業手順の遵守状況を確認し、逸脱があれば原因を分析して、手順や資料の

書式の見直し等を検討すること。 

 

Ⅱ 【中央卸売市場情報システムについて】 

１ パスワードの管理について 

（１）本市職員が使うパスワードの変更手続について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

中央卸売市場は、利用者本人によってパスワードの変更が可能となる機能の追加を検討す

ること。また、現状のパスワード変更方法が継続する間は、パスワード変更の手続を中央卸

売市場情報システム実施手順に明文化するとともに、パスワード変更を仲介する人数を最少

限にするなど、パスワード漏えいのリスクの軽減を図ること。 

 

（２）外部委託業者が使用するパスワードの管理について改善を求めたもの 

  [改善勧告] 

中央卸売市場は、外部委託業者に対して、中央卸売市場情報システム実施手順に定められ

た適切なパスワードの管理を徹底させ、その遵守状況を定期的に確認すること。 

 

２ 情報センターの入退室における中央卸売市場情報システム実施手順と実態の乖
かい

離について  

改善を求めたもの 

[改善勧告] 

中央卸売市場は、情報センターへの入退室管理の重要性について認識を高め、不正を許さな

いような入退室管理のあり方について再検討した上で中央卸売市場情報システム実施手順を

改訂し、実施手順に基づいて入退室管理を徹底すること。 

 

３ 外部委託業者が実施する業務に対するセキュリティ対策について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

中央卸売市場長は、特権ＩＤの取扱いは特に注意を要することについて、当該システムに関 

わる職員に再認識させ、特権ＩＤでしか実施できない作業を分類し、日常の運用業務において 

特権ＩＤを使う機会を減らすなど、特権ＩＤを使用する業務の範囲について再検討すること。 
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また、中央卸売市場情報システム実施手順に、職員による立ち会いが必要な外部委託業者の 

作業の判断基準を明確化するなど、実状に応じたルールを定めるとともに、特権ＩＤが適正に 

使われているかどうかについて、適宜モニタリングすること。 
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３ アジア太平洋トレードセンター株式会社 [監２の第９号] 

 

（経済戦略局） 

 

３ 特権ＩＤの管理について改善を求めたもの 

[改善勧告] 

本法人は、特権ＩＤの付与者と管理者を分けることで、特権ＩＤの利用状況を厳正に管理す

ること。 

 

（意見）２ ソフトウェア管理について 

本法人は、法人の定める規程に基づき指定したソフトウェアのみがインストールされている

かどうかについて全てのＰＣを確認すること。また、あわせて、規程で定めているとおり申請

書等に基づく手続を徹底するよう法人全体に周知徹底されたい。 
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４ クリスタ長堀株式会社 [監２の第 11号] 

 

（建設局） 

 

２ 全体的な指針としての情報セキュリティポリシーの制定を求めたもの 

[改善勧告] 

本法人は、情報セキュリティを確保するための全体的な指針や方針を情報セキュリティポリ

シーとして制定し、関連規程を整備すること。 
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Ⅴ 安全と災害に対する取組 

 

 

１ 公共施設の維持管理[区役所庁舎設備] [監１の第 13号] 

 

（全区役所） 

 

３ 非常用自家発電設備稼働時に使用可能なコンセントの把握について改善を求めたもの 

 【港区、西淀川区、住吉区、平野区及び西成区に対して】 

[改善勧告] 

1. 各区長は、災害時対応に関する自らのマネジメント不足を認識した上で、庁舎管理担当者

と防災担当者間で密な連携を取らせることにより、コンセント位置等の非常用自家発電設備

から供給される電力の使用条件等について、災害時初動マニュアル等に掲載させるとともに、

防災訓練や研修等により、区役所職員に周知させること。 

2. 港区長は、従来の発電設備により使用可能なコンセント配置を把握し、目視確認できるよ

う改善すること。 

3. 各区長は、区長会議等を通じて上記の内容を共有し、実地監査対象となっていない区役所

においても災害対策を徹底するように情報連携を図ること。 
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２ 災害対応に活用すべきマニュアル等の機能性・実効性 [監２の第 15号] 

 

（此花区、港区、大正区、西淀川区、住之江区、建設局、港湾局及び水道局） 

 

１ 災害対応マニュアル等の未更新と職員への未周知について改善を求めたもの 

【西淀川区に対して】 

[改善勧告] 

1. 西淀川区長は、災害対応マニュアル等について速やかに整理・更新等を実施した上で、防

災研修等を通じて区役所職員及び直近参集職員への周知を図ること。 

2. 西淀川区長は、区長会議等を通じて上記の内容を共有し、監査対象となっていない区役所

においても同様の事態が生じないように情報連携を図ること。 

 

２ 行動計画表の未作成について改善を求めたもの 

 【大正区、西淀川区に対して】 

[改善勧告] 

1. 各区長は、安環防部会における検討結果を踏まえて、速やかに行動計画表を作成し、防災

研修等を通じて区役所職員及び直近参集職員への周知を図ること。 

2. 各区長は、区長会議等を通じて上記の内容を共有し、監査対象となっていない区役所にお

いても同様の事態が生じないように情報連携を図ること。 

 

３ 災害時の職員参集ルールの記載について改善を求めたもの 

 【此花区、西淀川区、住之江区に対して】 

[改善勧告] 

1. 各区長は、災害対応マニュアル等について速やかに「震災課題対応策について」にある職

員参集ルールを反映し、防災研修等を通じて区役所職員及び直近参集職員への周知を図るこ

と。 

2. 各区長は、区長会議等を通じて上記の内容を共有し、監査対象となっていない区役所にお

いても同様の事態が生じないように情報連携を図ること。 

 

（意見）１ 区役所の災害対応マニュアル等の作成の取りまとめ及び進捗管理等について 

 【安環防部会に対して】 

安環防部会は、災害対応マニュアル等の整備を含めた防災力強化に向けて、その役割を再認

識するとともに、関連する対応策の取りまとめや進捗管理等について危機管理室とともに、市

民等の生命、身体及び財産を守る観点から、目標到達に向けて確実に実施し、平時よりできる

限り災害時の準備対応に努められたい。 

 

（意見）２ 広域緊急交通路の道路啓開に関する災害対応マニュアル等の記載について 

 【建設局に対して】 

建設局は、国土交通省・大阪府など「大阪府域道路啓開協議会」に参加している関係機関と 
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協力して、期限を定めて早期に啓開計画案の運用に対する課題整理に取り組まれたい。 

また、課題整理を終えた後、速やかに災害対応マニュアル等に本計画を実行するために必要

な情報（業務分担、連絡体制、担当業者名など）を具体的に記載し、道路啓開作業の実効性を

確保されたい。 
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３ 防潮扉の管理等に関する事務 [監２の第 16号] 

 

（港湾局及び建設局） 

 

１ 防潮扉の敷居高さの管理について再度改善を求めたもの 

【港湾局に対して】 

[改善勧告] 

1. 防潮扉の敷居高さを管理することの重要性や意義を職員に再認識させること。 

2. 敷居高さの定期的な測量については、測量結果を確実かつ速やかに管理者等と共有した上

で閉鎖指令に反映させ、組織的なチェック体制を構築するなどの改善を図ること。 

3. 要綱について、最新の測量値に更新するなど実態に応じた防潮扉の敷居高さの数値の管理

方法を見直し、反映させること。 

4. 防潮扉監視システムは、データの登録や更新の必要性を再精査し、必要な機能について、

改修や次回再構築時に追加させること。 

 

２ 防潮扉の維持管理体制について改善を求めたもの 

 【港湾局に対して】 

[改善勧告] 

1. 港湾局は、防潮扉において未だ継続している不具合事象について、速やかに修繕を完了さ

せること。 

2. 港湾局長は、当該設備の目的や業務に対する責任を再認識し、担当職員に対して指導を行

うこと。また、設備の使用状況、地域特性、自然条件等を考慮して、防潮扉の月点検の頻度

等、維持管理業務を再検証し、点検結果の判定基準を明確にすること。 

なお、維持管理業務の基準としてダム・堰施設技術基準（案）を準用するのであれば、そ

のルールを順守することは当然に要求されることとなるが、仮に実状に合わせたルールの変

更や、本市独自のルール作成の必要がある場合は、ルールの準用変更について組織的に意思

決定した上で定め、これを順守すること。 

3. 港湾局の所管所属の責任者は、点検・修繕等の状況を確実に把握し、不具合状況を基に適

時に修繕計画に反映して情報共有するなど、防潮扉を適切に維持管理できる組織的管理体制

を速やかに構築し、実践すること。 

 

３ 防潮扉に係る閉鎖訓練の実施及び維持管理状況の把握について改善を求めたもの 

 【建設局に対して】 

[改善勧告] 

1. 建設局は、近年頻発する発災状況を踏まえ、適切な訓練の実施頻度について再検討した上

で明確にし、協定書等にその内容を盛り込み、確実に訓練を実施すること。 

2. 建設局は、定期的な防潮扉の閉鎖訓練について、その実施を最優先とした上で、本市立会

の必要性等も含めて、訓練実施方法の改善に向けて、各管理者と協議すること。 

3. 建設局は、電子メール等を活用して月点検結果を実施後速やかに受領するとともに、管理
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者による修繕が実施された場合は必要に応じて現地で立ち会うなどして、防潮扉の維持管理

状況を適時適切に把握し、ルールに定めたとおり「保守状況確認書」を取り交わすなど、管

理者と協議して維持管理方法を改善し、実践すること。 

 

４ 防潮扉を操作する者の退避場所について改善を求めたもの 

【港湾局に対して】 

[改善勧告] 

港湾局は、適切な退避先を指定していない防潮扉管理協定者に対して、早急に適切な退避先

を指定、報告させ、本市でもその内容を確認した上で退避先リストを完成すること。 

なお、報告を受けた退避先が津波に対して安全性を確保できているか、立入可能か、また要

綱において退避のために確保した 30 分の間に移動可能か等について港湾局が確認し、問題が

あれば再検討させること。 

 

５ 防潮扉管理者情報の管理について改善を求めたもの 

【港湾局に対して】 

[改善勧告] 

港湾局は、防潮扉の連絡体制の重要性を再確認し、今回の情報更新漏れの原因を解明・分析

した上で、情報の管理や更新の手続きを改善すること。 

なお、防潮扉管理者の帳票を一元化するなど、必要に応じて管理者情報の管理方法について

も改善を検討すること。 

 

（意見）１ 立入禁止区域への立入管理について 

 【港湾局に対して】 

港湾局は、港湾管理区域への関係者以外（釣り人を含む。）の立入りや安全確保の状況につ

いて把握した上で、当該区域への関係者以外の立入管理についてルールの妥当性を再点検する

とともに、外国語表記の立入禁止看板を設置するなど、立入禁止や立入制限の実効性確保の方

法について再検討し、必要に応じて実行されたい。 

 

（意見）２ 防潮扉の管理ルールの再点検及び港湾防災センターの設置場所について 

 【港湾局に対して】 

港湾局は、防潮扉の管理が効率的かつ効果的に実施できるよう、防潮扉管理ルールや現在の

整備状況について、現行のルールを再点検し、防潮扉管理の実態との整合性、社会情勢や導入

済の新技術、また社会情勢等の変化を踏まえて、時勢に応じた見直しを実施されたい。 

あわせて、防潮扉の遠隔監視は必ずしも沿岸地区で行う必要はないため、防潮扉を監視する

場所を、巡視・点検等の業務と切離して考え、津波・高潮が発生した場合でも浸水の影響を受

けない場所に移設する事を検討されたい。 
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第２ 過去の監査結果報告に係る措置状況について 

 

市長等は、監査の結果に基づき措置を講じた場合、地方自治法第 199 条第 14 項の規定に基づ

き監査委員に通知することとされています。 

監査の結果に基づく措置が確実に行われるよう、平成 16 年以降の指摘及び意見に係る「措置

中」事項については、定期的に措置状況報告書の提出を求め、平成 25 年度からは、措置状況報

告書に併せて、措置に向けた工程表の提出も求めているところです。 

 

令和元年５月 15 日時点の「措置中」事項 115 件については、各所属において改善に取り組ん

だ結果、63件の措置が完了し、52件に減少しています。 

平成 31年４月 1日から令和２年３月 31日までに報告した指摘及び意見の総数 342件のうち、

202件については措置が完了しているものの、未だ措置中のものが 140件あります。 

今回報告する令和２年５月 20日現在の「措置中」事項は、上記の 52件とこの 140件を合わせ

た 192件となっており、その内訳は次のとおりです。 

 

 

１．平成 16年から平成 30年度監査公表分（昨年報告分）  （単位：件） 

分類 指摘 意見 計 

令和元年 5月 15日時点 措置中 113 2 115 

 令和元年 5月 15日 

 ～令和２年 5月 20日 
措置済 62 1 63 

令和２年 5月 20日時点  措置中 51 1 52 

  うち平成 26年度以前監査公表分   1 0 1 

  うち平成 27～30年度監査公表分   50 1 51 

２．令和元年度監査公表分  
 

 （単位：件） 

分類 指摘 意見 計 

 令和元年度監査公表全件 255 87 342 

令和２年 5月 20日時点 措置済 134 68 202 

令和２年 5月 20日時点 措置中 121 19 140 

３．令和２年 5月 20日時点（今回報告分）  （単位：件） 

分類 指摘 意見 計 

令和２年 5月 20日時点（注） 措置中 172 20 192 

（注）新型コロナウイルス感染症対策に関する対応等による、措置状況確認未了のものを含む。 
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参考 令和元年度監査委員監査総括報告書 対象監査一覧 【22件】 

 

対象  

■定期監査等 19件 

（監１の第 12号） 区シティ・マネージャー制度の有効性 

（監１の第 13号） 公共施設の維持管理（区役所庁舎設備） 

（監１の第 14号） 許認可事務 

（監１の第 15号） 市有施設におけるＡＥＤの設置と管理 

（監１の第 16号） 空家等対策に関する事務 

（監１の第 17号） システムに係るコンサルタント契約の有効活用 

（監１の第 18号） 学校活性化推進事業、ＩＣＴ関連監査結果に関する措置状況等 

（監２の第１号） 介護保険に関する事務 

（監２の第２号） 市が加入している保険契約に係る事務 

（監２の第３号） インバウンドに対応した観光施策 

（監２の第４号） 財務会計システム及び中央卸売市場情報システムにおける情報セ

キュリティ対策に係る事務 

（監２の第５号） 学校給食事業に関する事務 

（監２の第６号） 児童いきいき放課後事業に関する事務 

（監２の第７号） インフラ施設の老朽化対策を含む維持管理 

（監２の第８号） 請負工事（港湾局）の監督及び検査業務 

（監２の第 13号） 市民局ダイバーシティ推進室所管事務 

（監２の第 14号） 行政財産の目的外使用許可 

（監２の第 15号） 災害対応に活用すべきマニュアル等の機能性・実効性 

（監２の第 16号） 防潮扉の管理等に関する事務 

 

   ■出資団体監査等 ３件 

（監２の第９号） アジア太平洋トレードセンター株式会社 

（監２の第 10号） 大阪市住宅供給公社 

（監２の第 11号） クリスタ長堀株式会社 

 


