
1 
 

総務局運営方針改定履歴 
改定日：令和２年１月 17日 

 

１ 様式１ 令和元年度 総務局運営方針 ◆計画 重点的に取り組む主な経営課題（様式２） 

改定箇所 改定後 改定前 改定理由 

「経営課題の概要」欄 

【経営課題２】外郭団体

改革 

・ 外郭団体を通じて達成しようとする行

政目的の内容を明確化し、活用形態に即

した実効性のある監理の仕組みを構築す

る。 

・ 外郭団体として活用する必要性を精査

し、外郭団体及び出資法人の位置づけを

整理する。 

・ 一定の影響力を有する出資法人につい

ては、地方独立行政法人も含め、外郭団体

と同様に、本市との関係の適正性・透明性

を確保する取組の対象とする。 

・ 「外郭団体の方向性」に基づき、本市の

関与を見直す必要がある。 

中間振り返りの内容を踏まえ、本市の関

与の見直しだけに必ずしも固執することな

く、実効性のある外郭団体の監理及び一定

の影響力を有する出資法人について、本市

との関係の適正性・透明性の確保をめざす

こととしたことによる修正。 

「主な戦略」欄 

【２－１ 外郭団体の

必要性の精査】 

【２－１ 実効性のある外郭団体監理】 

・ 外郭団体を通じて達成しようとする行

政目的の内容や団体に求める役割･機能

に応じて、より効果的･効率的な監理業務

ができるよう、体系化した新たな監理の

仕組みを構築し、新たな監理の仕組みに

おいてＰＤＣＡを回していく中で、所管

所属において監理主幹を通じて自律的に

団体の監理ができるよう支援する。 

【２－１ 外郭団体の必要性の精査】 

・ 引き続き、「外郭団体の方向性」に沿っ

て自立化等の促進に取り組む。   

上記修正に伴い、戦略の見直しや追加を

したことによる修正。 
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【２－２ 外郭団体及び影響力を有する出

資法人と本市との関係の適正性・透明性の

確保】 

・ 本市との関係の適正性・透明性が確保さ

れるよう、外郭団体及び一定の影響力を

有する出資法人を対象とした指針を策定

し、２－１の新たな監理の仕組みの中で、

所管所属において監理主幹を通じて対象

法人に遵守させることができるよう支援

する。 

「主な具体的取組（元年

度予算額）」欄 

【２－１－１ 外郭団

体の自立化等の促進】 

 

【２－１－１ 新たな監理の仕組みの構

築】[予算額 ―] 

【２－２－１ 役職員等の採用等に関する

新たな指針の策定】[予算額 ―] 

２－１－１ 外郭団体の自立化等の促進】

[予算額 ―] 

 上記修正に伴い、令和元年度の具体的取

組を見直したことに伴う修正。 

 

２ 様式２－２ 重点的に取り組む主な経営課題 経営課題２ 

改定箇所 改定後 改定前 改定理由 

めざすべき将来像（最終

的なめざす状態）＜概ね

10～20 年間を念頭に設

定＞ 

・ 実効性のある監理のもと外郭団体に求

める行政目的の達成が図られている状

態。 

・ 外郭団体及び一定の影響力を有する出

資法人に対する関与が必要最小限であ

り、本市との関係の適正性・透明性が確保

されている状態。 

・ 平成２９年３月に策定した「外郭団体の

方向性」で示したとおり、本市の施策目的

を達成する上で真に必要な団体のみが外

郭団体である状態。 

中間振り返りの内容を踏まえ、本市の関

与の見直しだけに必ずしも固執することな

く、実効性のある外郭団体の監理及び一定

の影響力を有する出資法人について、本市

との関係の適正性・透明性の確保をめざす

こととしたことによる修正。 
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現状（課題設定の根拠と

なる現状・データ） 

・ 経営評価その他の監理業務の対象が、委

託業務・補助対象事業の実績確認や当該

団体の事業運営全般・収益状況等になっ

ており、行政目的達成の観点から、効果的

な監理となっていない。 

・ 自立化に取り組む団体について、その実

現には他律的な要素があり取組に限界が

ある中で、他の団体と一律同様に監理業

務が行われており、本市・団体の双方に不

要な事務負担が生じている。 

・ 地方独立行政法人をはじめとする影響

力を有する出資法人については、外郭団

体に対して行われている本市との関係の

適正性・透明性を確保するための取組と

同レベルの取組が行われていない。 

【外郭団体数】 

平成 17年度 １４６団体 

平成 23年度  ７２団体 

平成 25年度  ４１団体 

平成 28年度  ２７団体 

平成 29年度  ２６団体 

平成 30年度  ２５団体 

中間振り返りの内容を踏まえ、実効性の

ある外郭団体監理をめざす上での現状、一

定の影響力を有する出資法人について、本

市との関係の適正性・透明性の確保をめざ

す上での現状に修正。 

要因分析（めざすべき将

来像と現状に差が生じ

る要因の分析結果） 

・ 外郭団体を通じて達成しようとする本

市の行政目的の内容が曖昧・抽象的なも

のとなっており、明確化が不十分な団体

が存在する。 

・ 行政目的達成の観点から外郭団体とし

て活用する必要性の精査が不十分な団体

が存在する。 

・ 地方独立行政法人をはじめとする影響

力を有する出資法人については、「役職員

等の採用等に関するガイドライン」が適

・ 見直すべき団体に対する本市の関与が

継続している。 

中間振り返りの内容を踏まえ、実効性の

ある外郭団体監理をめざす上で、現状との

差が生じる要因分析、一定の影響力を有す

る出資法人について、本市との関係の適正

性・透明性の確保をめざす上で、現状との

差が生じる要因分析に修正。 
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用対象外となっている。 

課題（上記要因を解消す

るために必要なこと） 

・ 外郭団体を通じて達成しようとする行

政目的の内容を明確化し、活用形態に即

した実効性のある監理の仕組みを構築す

る。 

・ 外郭団体として活用する必要性を精査

し、外郭団体及び出資法人の位置づけを

整理する。 

・ 一定の影響力を有する出資法人につい

ては、地方独立行政法人も含め、外郭団体

と同様に、本市との関係の適正性・透明性

を確保する取組の対象とする。 

・ 「外郭団体の方向性」に基づき、本市の

関与を見直す必要がある。 

上記要因分析の修正に伴う修正。 

 

３ 様式２－２ 重点的に取り組む主な経営課題 めざす成果及び戦略２－１ 

改定箇所 改定後 改定前 改定理由 

タイトル 【実効性のある外郭団体監理】 【外郭団体の必要性の精査】 中間振り返りの内容を踏まえ、修正。 

めざす状態＜概ね３～

５年間を念頭に設定＞ 

・ 外郭団体を通じて達成しようとする行

政目的の内容や団体に求める役割･機能

について、団体ごとに客観的に明確にさ

れた上で、役割を果たさせるために実効

性のある監理ができている状態。 

・ 外郭団体の自立化等が進み、外郭団体

数が必要最小限となっている状態。 

中間振り返りの内容を踏まえ、本市の関

与の見直しだけに必ずしも固執することな

く、実効性のある外郭団体の監理をめざす

こととしたことによる修正。 
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戦略（中期的な取組の方

向性） 

・ 外郭団体を通じて達成しようとする行

政目的の内容や団体に求める役割･機能

に応じて、より効果的･効率的な監理業務

ができるよう、体系化した新たな監理の

仕組みを構築し、新たな監理の仕組みに

おいてＰＤＣＡを回していく中で、所管

所属において監理主幹を中心に自律的に

団体の監理ができるよう支援する。 

・ 平成 29年 3 月に策定した「外郭団体の

方向性」に沿って自立化等の促進に取り

組む。 

中間振り返りの内容を踏まえ、実効性の

ある監理をめざす上での戦略に修正。 

アウトカム（成果）指標

（めざす状態を数値化

した指標） 

・ 行政目的に即した適正な目標が設定さ

れ、評価が行われている外郭団体数の割

合を 100%とする。 

・ 外郭団体数を、平成 31年度末までに 17

団体とする。 

中間振り返りの内容を踏まえ、めざす状

態の修正に伴い修正。 

 

４ 様式２－２ 重点的に取り組む主な経営課題 具体的取組２－１－１ 

改定箇所 改定後 改定前 改定理由 

タイトル 【新たな監理の仕組みの構築】 【外郭団体の自立化等の促進】 中間振り返りの内容を踏まえ、修正。 

当年度の取組内容 ・ 外郭団体評価委員会の意見を聴いて、外

郭団体及び出資法人の位置付けの再整理

を行うとともに、外郭団体の指定基準を

新たに策定し、所管所属及び各団体への

周知、ホームページによる公表を行い、令

和２年４月からの施行に備える。 

・ 活用形態に応じて効果的・効率的な監理

ができるよう、外郭団体評価委員会の意

見を聴いて、監理の通則要綱や評価指針

を新たに策定し、所管所属及び各団体へ

・ 「外郭団体の方向性」に沿って、外郭団

体に対する大阪市関与の見直しに取り組

む。 

・ 各所属における実施状況を検証し、進捗

状況を公表する。 

中間振り返りの内容を踏まえ、実効性の

ある監理をめざす上での戦略に沿った取組

内容に修正。 
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の周知、ホームページによる公表を行い、

令和２年４月からの施行に備える。 

プロセス（過程）指標（取

組によりめざす指標） 

・ 外郭団体及び出資法人の位置付けの再

整理に伴い、今年度中に、新たな外郭団体

の指定基準が策定され、所管所属及び各

団体に周知されるとともに、ホームペー

ジにおいて公表され、令和２年４月から

施行できる状態。 

・ 活用形態に応じて効果的・効率的な外郭

団体監理ができるよう、今年度中に、新た

な監理の通則要綱や評価指針が策定さ

れ、所管所属及び各団体に周知されると

ともに、ホームページにおいて公表され、

令和２年４月から施行できる状態。 

・ 外郭団体数を、平成 31年度末までに 17

団体とする。 

中間振り返りの内容を踏まえ、上記当年

度の取組内容の修正に伴う修正。 

 

５ 様式２－２ 重点的に取り組む主な経営課題 めざす成果及び戦略２－２ 

改定箇所 改定後 改定前 改定理由 

タイトル 【外郭団体及び影響力を有する出資法人と

本市との関係の適正性・透明性の確保】 
― 

中間振り返りの内容を踏まえ、追加。 

めざす状態＜概ね３～

５年間を念頭に設定＞ 

・ 外郭団体及び一定の影響力を有する出

資法人に対し、本市との関係の適正性・透

明性が確保されている状態。 ― 

中間振り返りの内容を踏まえ、外郭団体

だけではなく、一定の影響力を有する出資

法人について、本市との関係の適正性・透

明性の確保をめざすこととしたことによる

追加。 
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戦略（中期的な取組の方

向性） 

・ 本市との関係の適正性・透明性が確保さ

れるよう、外郭団体及び一定の影響力を

有する出資法人を対象とした指針を策定

し、２－１の新たな監理の仕組みの中で、

所管所属において監理主幹を通じて対象

法人に遵守させることができるよう支援

する。 

― 

中間振り返りの内容を踏まえ、一定の影

響力を有する出資法人について、本市との

関係の適正性・透明性の確保をめざす上で

の戦略を追加。 

アウトカム（成果）指標

（めざす状態を数値化

した指標） 

・ 新たな指針が遵守され、本市との関係の

適正性・透明性が確保されている外郭団

体及び影響力を有する出資法人数の割合

を 100%とする。 

― 

中間振り返りの内容を踏まえ、めざす状

態の追加に伴い追加。 

 

６ 様式２－２ 重点的に取り組む主な経営課題 具体的取組２－２－１ 

改定箇所 改定後 改定前 改定理由 

タイトル 【役職員等の採用等に関する新たな指針の

策定】 
― 

中間振り返りの内容を踏まえ、追加。 

当年度の取組内容 ・ 外郭団体及び本市が影響力を有する出

資法人との関係の適正性及び透明性の確

保の観点から、外郭団体評価委員会の意

見を聴いて、新たな指針を策定し、所管所

属及び各団体への周知、ホームページに

よる公表を行い、令和２年４月からの施

行に備える。 

 

― 

中間振り返りの内容を踏まえ、一定の影

響力を有する出資法人について、本市との

関係の適正性・透明性の確保をめざす上で

の戦略に沿った取組内容を追加。 
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プロセス（過程）指標（取

組によりめざす指標） 

・ 外郭団体及び本市が影響力を有する出

資法人との関係の適正性及び透明性の確

保の観点から、今年度中に新たな指針が

策定され、所管所属及び各団体に周知さ

れるとともに、ホームページにおいて公

表され、令和２年４月から施行できる状

態。 

 中間振り返りの内容を踏まえ、上記当年

度の取組内容の追加に伴う追加。 

 


