大阪市監査委員告示第２号附録

監査の結果に基づき講じた措置の通知の公表

大 阪 市 監 査 委 員

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監16の第21号

監 査 の 対 象：平成15年度定期監査等
所

管

所

大阪港埋立事業関係事務

属：港湾局

通知を受けた日：令和元年10月25日
指摘№

1

指摘等の概要

収入の確保に努める要のあるもの
土地賃貸料等の過年度未収金について引き続き収入の確保に努め
られたい。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

・債務者代表者は、国税や社会保険料も滞納しており、国税は既に
債権放棄され、会社に差し押さえできるような資産はないと主張し
ている。
・財産調査のため、平成30年2月21日に債務者代表者と面会し、調査
への同意書の提出を依頼したが、拒絶されている。
・平成30年度において、当該法人の財産調査を実施した。各金融機
関及び保険会社に対し計201件の照会を行った結果、第三債務者の存
在を確認した(2件)ものの、差押え対象となる預金等の総額が僅か
(約3千円)であることが判明した。
・平成31年4月に、財産調査の結果やこれまでの経過等を踏まえ、今
後の対応について市債権回収対策室に相談したところ、「徴収停止
の要件を満たしていると考える。」との回答を得た。また、令和元
年6月に法律相談を実施したところ、弁護士から「本件を徴収停止す
ることについては適法かつ妥当である」との意見を得た。これらの
ことから、地方地自法施行令171条の５第1項に基づき、徴収停止を
決議した。

措置済

令和元年６月19日
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監29の第３号

監 査 の 対 象：平成28年度定期監査等
所

管

所

健康局総務部及び健康づくり・精神保健福祉部門所管事務

属：健康局

通知を受けた日：令和元年９月９日
指摘№

指摘等の概要

地方独立行政法人大阪市民病院機構に対する運営費交付金について
（１）平成26年度下半期運営費交付金交付決定時の申請内容確認について
運営費交付金は、中期計画に定める各年度の運営費交付金の上限額（平成
26年度下期については46.8億円）を限度として交付することとしており、病
院機構は積算額から、経営努力による減額分等を差し引いて、中期計画に定
める上限額を交付申請額としている。
監査において、平成26年度下半期（平成26年10月１日～平成27年３月31
日）の運営費交付金申請に係る関係書類を確認したところ、以下の実態が見
受けられた。
・交付決定額46.8億円には、人件費について退職手当相当額が含まれてい
た。
・しかしながら、交付申請時の積算額（A）48.6億円には、本来含まれるべき
退職手当相当額が含まれていなかった。
執行額確定時における退職手当相当額は約1.7億円であることから、これを
加味した本来あるべき積算額は50.3億円と推計される。
上記のことから、運営費交付金の積算内容が適正ではなく、その信頼性に疑
義が生じている。

1

措置内容又は措置方針等

[改善勧告1]
・平成28年度より運営費交付金の対象とする政策医療分野の取り扱
いを含めた積算方法を見直しているが、交付要綱第２条に定める算
定基準について、平成27年度までの基準のままになっていた。
・現状に即した内容に修正し、改正を行った。

[改善勧告2]
・平成28年度交付決定分から、政策医療分野の取り扱いを含めた積
算方法を確立したところである。
・平成28年12月に病院機構から平成27年度運営費交付金執行確定額
の算定根拠資料及び平成28年度運営費交付金の算定根拠資料を受領
（２）平成28年度運営費交付金交付決定時の申請内容の確認について
今回の監査で、運営費交付金交付要綱及び運営費交付金交付申請書類を確 するとともに、金額の適正性を確認した。
・今後、毎事業年度、交付決定時及び執行額確定時に病院機構に対
認したところ、以下の実態が見受けられた。
して算定根拠資料の提出を求め、金額の適正性を確認する。（改善
（病院機構）
・病院機構は、外部委託により算定した平成28年度運営費交付金交付申請額 勧告4，5と関連）
（以下「交付申請額」という。）の政策医療分野の算定根拠資料等を健康局
に提出していなかった。
（健康局）
・健康局は、運営費交付金の政策医療分野の算定根拠を確認することなく交
付決定を行っていた。
・健康局は、算定方法が平成28年度から変更されているにもかかわらず、交
付要綱第２条に定める算定基準を改正していなかった。

[改善勧告3]
・「地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金交付要綱」第
11条第2項において別途定めるとしていた運営費交付金の精算方法に
ついて、健康局として「地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費
交付金の精算に係る細則」を定めた。

（３）平成27年度運営費交付金の執行額確定について
平成27年度運営費交付金の年度末時点における執行確定額について確認し
たところ、以下の実態が見受けられた。
・病院機構から健康局に対して運営費交付金執行確定額の根拠資料が提出さ
れておらず、健康局は根拠資料を確認できていない状況にある。
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措置分類

措置日

措置済

平成28年12月28日

措置済

平成29年3月31日

措置済

令和元年5月23日

指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

平成29年9月30日

（４）中期計画期間最終年度の精算について
病院機構に係る運営費交付金についても、第１期中期計画期間（平成26年
度から平成30年度）の最終年度末時点において、精算する必要があるとされ
ていることから具体的な精算方法について確認したところ、以下の実態が見
受けられた。
・運営費交付金の精算方法については、交付要綱第11条第２項において、
「別に定める」としながらも、現状において精算方法は規定されていなかっ
た。
（５）平成29年度以降の運営費交付金の申請について
病院機構は、平成28年度運営費交付金申請時に外部委託により算定した方
法と同様の算定方法が可能となるシステム（以下「システム」という。）を
外部委託により構築しており、平成29年度以降の運営費交付金申請額につい
ては、当該システムを用いて算定することとしている。
しかし、現状を確認したところ、病院機構、健康局ともに、システムの
正確性を検証した証跡は提示されなかった。

1

[改善勧告4，5]
・平成28年12月に病院機構から平成27年度運営費交付金執行確定額
の算定根拠資料及び平成28年度運営費交付金の算定根拠資料を受領
するとともに、金額の適正性を確認した。
・積算においては診療報酬改定等医療制度の影響を受ける場合があ
るため、毎年度、健康局―市民病院機構間で積算行程を確認すると
[改善勧告]
1. 健康局は、運営費交付金の支出実態に合致した算定基準を規定した要綱 共に、積算過程を含めた算定根拠資料の提出を受け、毎事業年度、
適正性を確認する。
となるよう、要綱を改正すること。
2. 健康局は、毎事業年度の交付決定時及び執行額確定時は、申請者である ・今後システムの改変等が発生するときは、内容の報告を受け動作
病院機構に対して交付申請額の算定根拠資料の提出を求め、交付申請額の適 検証を行う。（改善勧告2と関連）
正性を確認するプロセスを構築し、実践すること。
3. 健康局は、中期計画期間の運営費交付金額の確定額が、予算を下回り剰
余金が発生する場合等も勘案し、早急に具体的な精算方法を関係部署等と協
議・調整し決定すること。また、決定した精算方法を交付要綱等に明確に規
定すること。
4. 健康局は、病院機構に対して、システムに基づく申請額の算出及び執行
額確定処理が適正になされるかどうか、事前の検証を求め、その内容を確認
すること。
また、その検証内容どおり運用されているかどうか、毎年度確認すること。
5. 健康局は、病院機構においてシステムの改修等が発生するときは、その
都度上記4と同じく事前の検証を求め、その内容を確認すること。
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監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監29の第11号
監 査 の 対 象：平成28年度随時監査等
所

管

所

財政局税務部及び市税事務所所管事務

属：財政局

通知を受けた日：令和元年10月２日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

【1】平成28年度3月から過去の事務連絡の整理を開始し、平成29年
度中に各市税事務所の実態把握を行い、実態を踏まえて具体的な調
査手法や判断基準を示し、調査様式にチェック方式を導入する等、
記録方法を整理し、市税事務所間の事務を標準化する。
固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の賦課に関する実地調査に
ついて
非課税認定に係る調査について改善を求めたもの
実地調査状況を確認したところ、調査結果の記録について、事務所
ごとに記録事項が異なっていた。
1(1)

［改善勧告］
1.
税務総長は、各市税事務所の実態を把握した上で、要領により
具体的な調査手法や判断基準を示し、調査結果をチェック方式で記
録するなど、市税事務所間の事務を標準化し、適切で公平な非課税
認定を実施すること。
2.
税務総長は、１について、市税事務所における実施状況を定期
的に確認すること。

非課税対象案件については、対象件数が膨大なため、全体件数の上
位を占める「宗教法人」「学校法人」について、平成30年3月事務通
知発文により、平成30年度先行運用を開始した。今後、事務の妥当
性を検証した結果を踏まえ、平成31年度より、他の事由を含めた全
体の運用を開始する。
【2】平成30年度は先行実施分について新しい事務の妥当性を検証
し、検証結果を踏まえ全体運用開始後の平成31年度以降は毎年7月に
税務部が各市税事務所を訪れ、実地調査の調査記録を確認する仕組
みとした。
・上記の仕組みについて、7月18日と20日に分けて全市税事務所を訪
れ、平成30年3月事務通知に基づく事務の実施状況及び事務の妥当性
を確認した。
・令和元年度、全体運用を開始し税務部が令和元年6月20日、21日、
24日に各市税事務所を訪れ、実施状況を確認した。以降は、毎年7月
に税務部が各市税事務所を訪れ、実施状況を確認する。
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措置日

平成30年3月14日
措置済

措置済

令和元年6月24日
平成30年7月20日
(先行分）

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監29の第35号

監 査 の 対 象：平成29年度随時監査等
所

管

所

学校園におけるＩＣＴの管理に関する事務

属：教育委員会事務局

通知を受けた日：令和元年11月22日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

教育の情報化推進体制の整備を求めたもの

１

今回教育委員会事務局における情報化推進体制を監査したとこ
ろ、次に示す状況が認められた。
■ ＩＣＴ担当のＣＩＯを定めるなど、情報化戦略やＩＣＴ管理を推
進する組織や体制に係る基本方針が定められていなかった。
■ 教育委員会事務局では、ＩＣＴ統括部署を教育委員会事務局総務
部総務課としていたが、その事務分掌にＩＣＴに関する事項を定め
ておらず、また職員教育についてもＩＣＴ戦略室が実施する担当職
員向け研修の受講に留まっており、専門的知識習得や教育体制の構
築の必要性に対する理解が不足していた。そのため、総務部総務課
にはＩＣＴを統括する上で必要とされる知識を有した専門人材が在
籍しておらず、専門性を発揮して学校園のＩＣＴや情報セキュリ
ティを管理できる状況になかった。
■ 教育委員会事務局では、ＩＣＴ管理を行うにあたって、本市市長
部局のＩＣＴ調達ガイドライン等を参考にして情報システムの開
発・運用・保守等に係る事務を行うこととしている。推進規程及び
ＩＣＴ調達ガイドラインは、市長部局に対し、情報システムの企画
や調達の際のＩＣＴ戦略室との事前協議の実施を求めている。当該
事前協議については、教育委員会事務局においても実施しているも
のの、その運用を定めた規程等が明文化されていないなど、情報シ
ステムの開発・運用・保守等に係る事務のＩＣＴ調達ガイドライン
等への準拠性を確保する仕組みが構築されていなかった。
■ 教育委員会事務局のＩＣＴ推進体制を強化するため、平成28年８
月からＩＣＴ戦略室職員が教育委員会事務局兼務（平成29年４月か
らはＩＣＴ戦略室長以下８名の体制）となっていたが、兼務者につ
いて、ＩＣＴ推進に関する役割や、課題解決に向けた役割等が明文
化されていなかった。
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措置分類

措置日

指摘№

１

指摘等の概要

[改善勧告]
教育委員会事務局及び教育次長は、ＩＣＴを活用した重要施策の
推進や適切なＩＣＴ管理の実現に向け、人材の確保を含む情報化推
進体制の整備の必要性を再認識し、ＩＣＴ戦略室の協力を得るなど
して次の取組を行うこと。
1. 情報化推進に係る基本方針や規程等を整備し、ＣＩＯの設置な
ど、情報化推進や適切なＩＣＴ管理に向けた役割や責任を明確にし
つつ、重要な情報化施策（校務支援ＩＣＴや学校教育ＩＣＴなど）
を推進していくこと。
2. ＩＣＴが果たすべき役割やリスクに係る理解を深め、総務部総務
課のミッションを見直し明文化するとともに、人材の確保を含めた
ミッション遂行に向けた体制整備を行い、事務分掌等に明文化する
こと。
また、体制整備に向け、総務部総務課職員等に対する専門的知識習
得のための教育・研修を計画的に行うこと。
3. ＩＣＴ戦略室兼務者の業務分担等を明確にし、教育の情報化推進
体制の整備に兼務者を活用したり、教育委員会事務局において不足
しているスキル分野について有効な業務支援を受ける体制を構築す
るなど、ＩＣＴ戦略室との更なる連携強化を図る体制とすること。

措置内容又は措置方針等

【１】
・ＩＣＴ戦略室所管の「大阪市ＩＣＴ戦略の推進に関する規程（平
成19年達第18号）」において、学校園が除外されている箇所などの
規程を別途定めることや、それに伴う各種規程の整備におけるＩＣ
Ｔ戦略室との調整が終わり、新たに「大阪市教育委員会ＩＣＴ戦略
の推進に関する規程」、「大阪市教育委員会学校園情報通信ネット
ワーク管理要綱」、「大阪市教育委員会総合情報システム室管理要
綱」を７月１日に施行した。
【２】
・教育委員会事務局にＩＣＴ企画調整等を専管する部長、課長及び
係長を設置することで、組織体制を整備した。また、大阪市教育委
員会事務局等事務分掌規則第６条総務部総務課の項に、ＩＣＴ統括
関連事務を定めた。
・総務部総務課のＩＣＴ担当に対し、組織上必要となる知識を習得
させるため、文科省主催の「教育情報セキュリティポリシーガイド
ライン説明会」を受講させた。
【３】
・教育委員会事務局のＩＣＴにかかる組織体制整備と連動して、Ｉ
ＣＴ戦略室と調整のうえＩＣＴ戦略室兼務者の業務分担を明確化し
た。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年７月１日

措置済

平成30年４月１日

措置済

平成29年11月20日

措置済

平成30年４月１日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第５号

監 査 の 対 象：平成29年度定期監査等
所

管

所

大規模災害に対する業務継続計画に関する事務

属：危機管理室

通知を受けた日：令和２年１月７日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年10月15日

危機管理室の本市ＢＣＰに関する取組について
各所属作成部分の妥当性や正確性の確認について改善を求めたもの

2(2)

本市ＢＣＰ第1.1版を確認したところ、次のとおり不正確な記述や不
・平成30年度人事異動を反映した職員参集予測並びに各局業務詳細
整合のある箇所が見られた。
一覧の更新を平成31年３月29日実施した。
・なお、動員計画の見直し作業と並行して、令和元年５月に新年度
■ 本市地域防災計画において、大阪市災害対策本部の運営を所掌
人事異動を反映した職員参集予測及び区業務詳細一覧の更新作業を
する危機管理部の業務に従事する危機管理室以外の５つの局・室に
各所属に依頼し、７月31日までにすべての所属から提出があり、10
ついて、本市ＢＣＰ第1.1版の業務詳細一覧の記載を確認したとこ
月15日に大阪市業務継続計画第1.3版として公表した。
ろ、２つの所属は市災害対策本部の準備・運営等の危機管理部とし
・第1.3版の更新に当たっては、令和元年５月の照会で、各所属に対
ての業務を挙げておらず、その必要人員も計上していなかった。
して所属の業務詳細一覧が地域防災計画の所管事務を網羅し、有効
■ 業務詳細一覧には、詳細化した業務名称だけでなく、発災後の
に機能するものとなっているか確認し、必要に応じた更新を行うよ
経過時間ごとの必要人数を併せて示している。しかし、区役所につ
う促し、修正がある場合は業務詳細一覧の提出を求めた。
いては概数で示す形になっており、区役所間の同様の業務での比較
・また、ＢＣＰの内容等の正確性を期すため、各所属との協議のう
で最大10倍近くの差異が生じていたが、危機管理室はその数値の妥
え取りまとめた内容に誤り等がないかをチェックする体制を構築す
当性を検証していなかった。
るため、担当職員を増員した。
■ 本市ＢＣＰ第1.1版では、各所属が提出した参集予測をまとめた
・今後も、災害時の人的資源の過不足を把握するため、職員の参集
ものが数か所で使用されている。そのうち１か所で、参集率非常時
予測については、毎年度の人事異動に合わせて更新できるよう、毎
優先業務の必要人員の表と組み合わせる際に、参集予測人数の数値
年５月に照会を繰り返し実施することで定例化する。
を、時間軸を誤って記載していた。
・各所属で整合が取れていない点などについて危機管理室が適切な
指導を必要に応じて行えるよう、今後のＢＣＰの更新に当たって
[改善勧告]
は、該当所属と継続した協議を行い、認識の共有化を図りながら、
危機管理室は、本市ＢＣＰ策定に当たって必要となる被害想定やそ
進捗管理を行っていく。
れに伴う災害対応のための資源の把握については、情報システムを
活用して定例作業化する、クロスチェックを徹底して確認するな
ど、十分に正確性を期すこと。また、各所属で整合が取れていない
点について、必要な指導を行うこと。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第９号

監 査 の 対 象：平成29年度定期監査等
所

管

所

建設局西部及び北部方面管理事務所における下水道事業会計に関する事務（関連する下水道河川部所管事務を含む。）

属：建設局

通知を受けた日：令和元年９月４日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

包括委託に係る委託金額の算定について改善を求めたもの
（１）フェーズ１の検証項目について、十分な確認・検証が行われ
ていない。
建設局は、「経営形態見直しの基本方針（平成27年２月）」（以
下「基本方針」という。）において、フェーズ２への移行に当た
り、フェーズ１の試行期間中に確認・検証するべき項目として、以
下のとおり４つの項目を定めている。

1

①業務履行と要求水準の達成状況に対する監視（モニタリング）に
よる、業務品質の確認
②地震・大雨・台風など自然災害発生時での、危機管理体制機能状
況の検証
③性能発注方式の仕様書に定める要求水準、業務実施計画目標値の
検証可能性の確認（委託業務・作業個々の性能発注方式への適合の
可否を確認する。）。
④委託の範囲やリスク分担による受託者の裁量で取り入れる様々な
工夫に対する支障の有無
建設局では、上記の４項目について、平成25年度及び平成26年度
の検証結果では、①から③についておおむね要求水準を満たしてい
るとし、④についても受託者の裁量拡大の範囲を検証し、確認した
としている。
しかし、具体的にどのような検証が行われたのかについて、十分
な検証記録が残されておらず、その根拠は不明確であった。
特に①及び③は、フェーズ２で新たにＣＷＯに包括委託する際の
要求水準の判断、また業務量や委託金額の決定に大きく影響するも
のと考えられる。
しかし、フェーズ１の包括業務委託の業務の履行状況や要求水準の
達成状況について、具体的な検証の実施手順や評価基準に基づく検
証記録が残されていなかった。
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措置分類

措置日

指摘№

1

指摘等の概要
（２）建設局が委託金額の積算の際に用いた業務量について、実際
の業務量と比較する等十分な検証が行われていない。
建設局では、フェーズ１の各年度の委託金額については、過去の
平均的な業務量をベースに積算・決定し、その金額をもって委託料
を支出している業務がある。
個別の業務について、建設局が積算に用いた想定業務量と実際の
業務量に差異がある場合、それが許容される差異の範囲であるか、
また差異が発生した理由は何かについて、検証する必要がある。
建設局の委託料は、積算どおり支払われているが、各業務におい
て、平成28年度の建設局積算で使用している想定実施箇所数と実績
箇所数は大きくかい離しており、今回の監査で当該かい離分の差額
を試算すると、建設局の積算額の方が業務実績に基づく試算結果よ
り約54百万円大きくなっている。
包括業務委託には、上記の４業務以外の管路維持管理業務に加え
て処理場・抽水所維持管理業務等も含まれることから、かい離がよ
り一層生じている可能性がある。
しかし、建設局では、フェーズ１の各年度の積算で用いた想定実
施箇所数と実績箇所数のかい離について、上記で示したような許容
される差異の範囲であるか、また差異が発生した理由は何かといっ
た観点からの比較検証は行われていなかった。
上記（１）及び（２）から、フェーズ２の平成29年度からのＣＷ
Ｏへの委託金額について、フェーズ１の業務量や委託金額について
十分な検証が行われた結果決定されたものであるという確証を得る
ことはできないため、平成29年度の委託金額の妥当性にも疑義が残
る。
[改善勧告]
1.建設局長は、フェーズ１の試行期間の包括業務委託の全業務ごと
の業務量や委託金額について精緻な検証を行い、平成29年度以降の
包括業務委託の委託金額の妥当性について説明責任を果たすこと。
2.建設局長は、フェーズ２からフェーズ３への移行に向けて、
フェーズ２の各年度の包括業務委託の実施状況及び業務量につい
て、具体的な判断基準に基づき十分確認・検証を行うこと。
3.建設局長は、重要な決定事項の判断根拠について、記録を残すと
いう基本的事項を職員に徹底すること。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

（是正内容：改善勧告の１について）
・フェーズ1の業務について、評価基準を定めて検証を実施し、記録
として報告書にまとめた。
・包括業務委託の委託金額の妥当性について、検証を行うととも
に、フェーズ1の管路維持管理業務について、業務量の確認を行い、
記録として報告書にまとめた。
（是正内容：改善勧告の２について）
・フェーズ2（平成29年度）の業務実施状況について、フェーズ1と
同様に検証を実施し、記録として報告書にまとめた。
・フェーズ2（平成29年度）の管路維持管理業務について、業務量の
確認を実施するとともに、委託金額についての確認を実施し、記録
として報告書にまとめた。
（是正内容：改善勧告の３について）
改善勧告1並びに2に対する措置内容を踏まえた上で、8月30日開催の
局部長級の会議で、重要な決定事項の判断根拠について、記録を残
すという基本的事項の周知を実施した。なお、文書により周知を徹
底する。
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【改善勧告１、２】
令和元年8月14日
措置済
【改善勧告３】
令和元年8月30日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第13号

監 査 の 対 象：平成29年度出資団体監査等
所

管

所

地方独立行政法人大阪市民病院機構に関する事務

属：健康局

通知を受けた日：令和元年12月11日
指摘№

指摘等の概要

地方独立行政法人大阪市民病院機構評価委員会への対応について改
善を求めたもの
【病院機構及び健康局に対して】
評価委員会の評価結果に対する改善状況を確認したところ、以下の
実態が見受けられた。
に関する評価結果」（以下「評価結果」という。）を確認したとこ
ろ、平成27年度実施分（病院機構の平成26年度業務実績に対する評
価）、平成28年度実施分（病院機構の平成27年度業務実績に対する
評価）ともに「評価にあたっての意見、指摘等」が付されている。

2

たところ、女性職員の勤務に配慮した病児保育の導入については、
２か年連続で意見が付されており、改善策を検討しているとの説明
を受けたが、監査日現在において具体的な改善が図られていなかっ
た。
かかわらず、病院機構は適時に改善に取り組んでいない。
の改善状況について、フォローアップするプロセスが構築されてお
らず、健康局は個別にモニタリングを行っていなかった。
[改善勧告]
1. 病院機構は、評価委員会からの評価結果に付された意見及び指
摘を真摯に受け止め、適時に改善に取り組む仕組みを構築し、適切
に運用すること。
2. 健康局は、病院機構に対して意見及び指摘への改善・対応状況
を報告させ、確認する仕組みを構築し、適切に運用すること。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年10月17日

1.病院機構として、平成30年4月に改正された地方独立行政法人法第
28条に基づき平成29事業年度及び第1期中期目標期間（見込）におけ
る業務について、自ら評価を行い平成30年6月29日に「平成29年度事
業実績報告書」及び「第1期中期目標期間（見込）事業報告書」を市
長に対し提出した。
評価結果については、平成30年10月18日に市長より受け取り、記
載されている意見等に対する取り組み等について、地方独立行政法
人法第29条に基づき「平成31年度 年度計画」及び「中期計画（期
間：平成31年4月1日から令和6年3月31日まで）」に反映した。
なお、病児保育の導入については平成30年４月から、より実態に
見合った「自宅訪問型病児保育」を導入した。
今後も、市長の評価結果等が適切に当機構の業務運営等に反映さ
れるよう対応してまいりたい。
2.健康局として、平成30年4月に改正された地方独立行政法人法第28
条に基づき平成30年6月29日付（大病財第4号）で「平成29年度事業
実績報告書」及び「第1期中期目標期間（見込）事業報告書」の提出
を病院機構から受け、本市が評価を行うにあたり評価委員会（第1回
開催 8月6日、第2回開催 8月22日、第3回 9月21日）から意見を
聴取した。
評価結果については、平成30年10月18日付（大健第894号及び895
号）で病院機構に対し通知を行った。なお、地方独立行政法人法第
28条第６項に明記される措置を講ずる必要は認めなかった。
評価の際の意見等に対しては、「平成31年度 年度計画」及び
「中期計画（期間：平成31年4月1日から令和6年3月31日まで）」に
おいて、適切に反映されている。
また、病児保育の導入については病院機構より平成30年4月から
「自宅訪問型病児保育」を導入した旨の報告を受け、評価結果を令
和元年10月17日付（大健第804号）で病院機構に対し通知を行った。
今後も、本市の評価結果等に対する病院機構の取り組み等につい
ては、年度計画の作成過程や業務実績報告書等の提出時に報告を受
け、進捗管理等の確認を行う。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第27号

監 査 の 対 象：平成29年度随時監査等
所

管

所

本市が所管するスポーツ施設（野球場、庭球場及び運動場）に関する事務

属：建設局

通知を受けた日：令和元年９月４日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

平成31年1月30日

措置済

令和元年5月31日

スポーツ施設（指定管理施設）に係る業務代行料に関する事務につ
いて
収支の確認について改善を求めたもの
の施設別の収支を把握していないほか、平成28年度より指定管理者
の事業報告書提出時に施設別の収支などの報告を受けているが、大
阪城野球場については、人件費を含め、支出の内訳を把握していな
かった。また、科目の内訳明細や証ひょうについても確認を行って
いなかった。

2(2)

業経費以外の支出に自主事業の経費が含まれていないかまでの確認
を行っていない等、指定管理事業及び自主事業の支出を適切に計上
しているかを確認していなかった。
が含まれているかを、確認していなかった。
[改善勧告]
1.経済戦略局スポーツ部及び建設局公園緑化部は、全ての施設につ
いて、適宜証ひょうや明細との照合を行うなどして収支報告の正確
性の確認及び業務代行料の妥当性の検証に係る仕組みを構築し、実
施すること。
2.経済戦略局スポーツ部及び建設局公園緑化部は、自主事業に係る
収支についても、指定管理業務の報告の正確性を確認する観点、業
務代行料の適切性を確認する観点から指定管理事業の収支とは分け
て、十分確認を行うこと。

１
平成30年度より各公園での実施調査において、適宜、収支報告等
と証憑や明細の照合を行っていくこととし、実際に平成30年度の各
公園における実地調査において、収支報告等と証憑や明細の照合を
行った。
２
事業報告書において自主事業に係る収支と指定管理者事業に係る
収支とを分けていなかったものについては、平成30年度分より分け
て提出させ、十分に確認した。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第30号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

市設建築物における設備機器等の維持管理に関する事務

属：市民局

通知を受けた日：令和元年8月29日
指摘№

１

指摘等の概要

指定管理施設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【市民局、こども青少年局及び教育委員会事務局に対して】
（不具合の改善状況）
監査対象とした指定管理施設において、直営施設と同様に確認し
たところ、早急に対応すべき消防用設備等の不具合が長期間改善さ
れていない施設が複数確認された。また、監査実施通知時点で改善
済であったものの、誘導灯及び誘導標識のバッテリー充電不足と
いった不具合の改善に、半年から１年半近く時間を要しているもの
が見受けられた。
（不具合を改善するための統制状況）
指定管理施設では、建築設備点検をはじめとする主な法定点検等
を指定管理者等が実施している。施設所管課によると、法定点検結
果の施設所管課に対する報告は、ガイドラインで示された指定管理
者による自己点検シートの提出時や調整会議時に行われるとのこと
であった。
監査においてその報告状況を確認したところ、直営施設と同様に
指定管理施設においても、指定管理者から法定点検結果に係る報告
がなされ施設所管課がその内容を把握するといった、維持管理を行
う上での基本的かつ重要な事務が適切になされていない状況であっ
た。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

（市民局）
１．所属長から、施設所管課長をはじめ職員に対して、非常時にお
ける施設利用者の安全を確保するための設備機器等は人命を守る上
で極めて重要なものであり、その維持管理を適切に行うことは施設
を供用する上で最低限必要な事項であること、火災や事故等が発生
した際には利用者に対する民事責任だけでなく刑事責任の対象にも
なり得ること、民間事業者に法定点検等を求めていく行政側の立場
にあることをしっかりと自覚すべきことを改めて認識させ、また、
上司である局部長級職員にも同様の注意喚起をし、こうした認識が
施設所管課長をはじめ関係職員に持続されるよう適切な指導管理を
求めた。（10月 実施済み）

措置済

平成30年10月9日

２．公の施設であるかどうかを問わず事業所等も含めた市民が利用
するすべての局所管施設の所管課に対して、非常時における施設利
用者の安全を確保するための設備機器等について、点検の実施状況
やその結果に応じた不具合への対応状況を確認するよう指示し、点
検漏れや不具合が生じていないことを確認した。（8月 実施済み）
また、局部長会を開催し、所属長から、公の施設であるかどうか
を問わず事業所等も含めた市民が利用するすべての施設について非
常時における施設利用者の安全を確保するための設備機器等の維持
管理を適切に行うことは施設を供用する上で最低限必要な事項であ
ること、火災や事故等が発生した際には利用者に対する民事責任だ
けでなく刑事責任の対象にもなり得ること、民間事業者に法定点検
等を求めていく行政側の立場にあることをしっかりと自覚すべきこ
とを改めて認識し、こうした認識が施設所管課長をはじめ関係職員
に持続されるよう適切な指導管理を求めた。（10月 実施済み）

措置済

平成30年10月9日
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指摘№

１

指摘等の概要
[改善勧告]
1． 所属長は、施設所管課長をはじめとする職員に対して、施設所
管課としての責任を改めて再認識した上で適切に施設の維持管理を
行うよう指導すること。
2． 所属長は、今回監査対象とした施設のほか所管する市民利用施
設において、法定点検の実施状況及び消防用設備や施設運営上重要
な設備等、緊急に改善が必要な設備等の不具合状況を把握した上
で、必要な点検及び改善等を直ちに行うよう指示すること。
3． 施設所管課は、建築設備点検及び消防用設備点検の結果、不具
合のあった設備機器等について、速やかに対応策を検討し、確実に
改善を行うこと。
以上（結果（１）から（３））
【こども青少年局、教育委員会事務局、市民局及び健康局】
4． 施設所管課は、法定点検の結果の把握、指摘事項に対する修繕
検討及び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、責任者を定めた上で適切に実施されるよう指導及びモ
ニタリングを行うこと。また、担当職員に対する研修、事務マニュ
アルの策定等により、継続的かつ適切な運用を図ること。
（結果（１））【こども青少年局及び教育委員会事務局】
5． 施設所管課は、指定管理者等が実施する法定点検の結果の把
握、改善の進捗管理について責任者を定めた上で適切に実施される
よう指導及びモニタリングを行うこと。また、担当職員に対する研
修、事務マニュアルの策定等により、継続的かつ適切な運用を図る
こと。
（結果（２）及び（３））
【こども青少年局、教育委員会事務局、市民局及び健康局】

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

３．指摘のあった５項目については、施設所管課の指示のもと指定
管理者においてすべて改善を行った。
（11月実施済み）

措置済

平成30年11月5日

５．指定管理者との協定において、非常時における施設利用者の安
全を確保するための設備機器等の法定点検結果の報告を指定管理者
に義務づけ、施設所管課長において点検項目と点検結果の双方をモ
ニタリングしていくこととした。（1月実施済み）
また、当該設備機器等の適切な維持管理について、施設所管課長
をはじめ関係職員が責任を負っていることを常に自覚し続けるよ
う、事務マニュアルの作成や人事異動時の研修を実施していく。平
成31年４月の対応としては、作成した業務手順フロー（マニュア
ル）をもとに、担当者全員で、業務手順の確認や振り返りによる改
善ポイントの確認などを行うことで、担当職員に人事異動は無かっ
たものの、あらためて年度当初の職員の意識の向上を図った。（４
月24日実施済み）
なお、こうした取組は、今回の監査対象施設だけでなく、市民が
利用するすべての施設について実施していく。（12月実施済み）

措置済

平成31年4月30日
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

（市民局）
１．協定書上、本来本市が実施すべき施設・設備機器等の修繕･更新
工事を指定管理者に実施させていたケースについては、設備等の状
況把握の十分な徹底や中長期的な修繕･更新計画の策定ができていな
かった中で、施設運営上緊急の必要性があったものであると認識し
ているが、設備等の適切な状況把握や中長期的な修繕･更新計画の策
定、必要な予算の確保等によって、本市において計画的に対応でき
るものもあったと考えられる。
こうしたことから、所属長から、今後は、緊急性という名の下に
安易に指定管理者に工事を実施させて、その便宜を図っていると
いった誤解を招くことのないよう、設備等の状況を把握した上で、
中長期的な設備等の修繕･更新計画を策定し、計画に基づき毎年度必
要な予算を確保するよう施設所管課をはじめ関係課に指示を行っ
た。（10月 実施済み）

措置済

平成30年10月9日

３．施設所管課において、協定書上、本来本市が実施すべき施設・
設備機器等の修繕･更新工事を指定管理者に実施させることは指定管
理者の便宜を図っているといった誤解を招きかねないものであり、
施設運営上真にやむを得ない場合に限られるということを改めて認
識し、法定点検や保守点検の結果等を踏まえて施設・設備機器等の
劣化状況を把握した上で、修繕・更新にかかる個別施設計画（専有
部分）を策定した。局の予算担当課と連携し、毎年度計画に基づき
必要な予算措置を講じていく。
また、個別施設計画についても、毎年度の施設･設備機器等の更新
状況等を踏まえて見直していく。

措置済

令和元年6月12日

協定書等に基づくリスク分担について改善を求めたもの
【こども青少年局及び市民局に対して】
（市民局）
監査において、男女共同参画センターにおける設備機器等の工事
実施状況を確認したところ、「空調機更新」や「駐車場精算機更
新」等の工事を指定管理者が実施していた。施設所管課によると、
協定書上は本市が実施すべき工事であるが、指定管理者が実施した
ものであるとのことであった。また、これらの工事については、緊
急的な対応が必要であるとして、業務代行料の増額に伴う変更協定
締結等に係る手続がなされていた。
これらの工事については、緊急的な不具合が生じ施設運営に支障
が出るため実施が必要であったとのことであるが、施設設置当初に
施設・設備機器等に係る中長期的な修繕計画を策定した上で、法定
及び日常点検等によって施設所管課が施設・設備等の劣化状況を把
握し、予算確保及び工事実施に至る工程管理を徹底しておれば、本
市で対応可能なものもあったと考えられる。
なお、男女共同参画センターにおいては、施設設置当初に中長期
修繕計画を立てておらず、これらの施設・設備機器等については設
置当初から更新されていなかった。
2
[改善勧告]
1． 所属長は、指定管理施設における設備機器等の補修・更新等に
係り指定管理者が実施した工事内容について、自ら定めたリスク分
担の規定及びそれに基づく運用状況を再確認し、必要な改善等を直
ちに行うよう指示すること。
【こども青少年局及び市民局】
2． 施設所管課は、これまで実施した設備機器等の補修・更新に係
る工事実績等を基に、協定書に基づくリスク分担上、本市及び指定
管理者が実施する修繕等の実施対象等を再検証した上で、本来、本
市が実施すべき基幹的な施設・設備等の不具合の修繕は責任を持っ
て実施すること。また、検証の結果を経ても修繕の実施対象が不明
確な場合は、市民への説明責任を果たすため、経過を明確にし、組
織的に判断を行った上で、工事を実施すること。
【こども青少年局】
3． 施設所管課は、施設・設備機器等の修繕計画を策定し、必要な
予算を確保した上で、協定書上本市が実施すべき修繕は責任を持っ
て実施すること。
【市民局】
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第30号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

市設建築物における設備機器等の維持管理に関する事務

属：教育委員会事務局

通知を受けた日：令和元年９月18日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

平成30年11月20日

措置済

平成31年2月12日

（１）直営施設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【こども青少年局及び教育委員会事務局に対して】
（不具合の改善状況）
監査対象とした直営施設において、平成28年度及び平成29年度上
期の建築設備点検及び消防用設備点検の結果、不具合が確認された
設備機器について、監査実施通知時点（平成30年５月10日）におけ
る改善状況を確認した。その結果、「消火器具の耐圧試験若しくは
取替が必要」、「誘導灯及び誘導標識のバッテリー不良・器具不
良」といった早急に対応すべき消防用設備等の不具合が、点検で指
摘されているにもかかわらず長期間改善されていない施設が複数確
認された。また、監査実施通知時点で改善済であったものの、消火
器具の有効期限切れや誘導灯及び誘導標識の器具不良といった不具
合対応に、１年以上時間を要しているものが散見された。
（不具合を改善するための統制状況）
監査において、各施設所管課における、法定点検結果の把握及び
修繕の検討状況を確認したところ、次に示すとおり、法定点検結果
を確認する、必要な修繕内容を検討するといった維持管理を行う上
で当然行うべき基本的な事務について組織的になされていなかっ
た。
１

（２）指定管理施設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【市民局、こども青少年局及び教育委員会事務局に対
して】
（不具合の改善状況）
監査対象とした指定管理施設において、直営施設と同様に確認し
たところ、早急に対応すべき消防用設備等の不具合が長期間改善さ
れていない施設が複数確認された。また、監査実施通知時点で改善
済であったものの、誘導灯及び誘導標識のバッテリー充電不足と
いった不具合の改善に、半年から１年半近く時間を要しているもの
が見受けられた。
（不具合を改善するための統制状況）
指定管理施設では、建築設備点検をはじめとする主な法定点検等
を指定管理者等が実施している。施設所管課によると、法定点検結
果の施設所管課に対する報告は、ガイドラインで示された指定管理
者による自己点検シートの提出時や調整会議時に行われるとのこと
であった。
監査においてその報告状況を確認したところ、直営施設と同様に
指定管理施設においても、指定管理者から法定点検結果に係る報告
がなされ施設所管課がその内容を把握するといった、維持管理を行
う上での基本的かつ重要な事務が適切になされていない状況であっ
た。

（総務課）
1．監査結果を踏まえ、10月19日で所属長名の局内通知を行い、施設の
維持管理の重要性について、改めて周知徹底を行った。併せて、局内庶
務担当課長会議（11月20日）の案件とし、周知徹底を行った。
（総務課）
2．改善勧告1の回答にある通知において、必要な点検の未実施や不具合
箇所の長期にわたる未改善について速やかに対処するよう指示を行っ
た。そのうえで、今回の監査対象外の施設についても点検の実施状況及
び不具合の改善の有無に関して調査を実施し、その結果については所属
長まで供覧を実施した。
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指摘№

指摘等の概要

（３）関係法令に基づく点検業務等の未実施について改善を求めた
もの【健康局及び教育委員会事務局に対して】
監査において、建築設備点検及び消防用設備点検等法定点検の実
施状況及び施設所管課における点検結果の把握状況等を確認したと
ころ、２施設において、次の点が認められた。

１

イ デザイン教育研究所
■昭和62年に建設されたデザイン教育研究所は、同一敷地内に市立
工芸高等学校（以下「高校」という。）を併設した施設であるが、
建築基準法に基づく法定点検を実施していなかった。
■施設所管課によれば、未実施の理由は、建築基準法、消防法及び
電気事業法に基づく法定点検について、併設する高校の点検に含め
て実施していると認識していたが、実際は建築基準法に基づく点検
が含まれていなかったとのことであった。
■施設所管課は、自らが委託する点検結果の不具合は把握していた
が、高校の点検と合わせて実施した、消防用設備点検で指摘された
不具合内容やその改善状況を把握していなかった。

措置内容又は措置方針等

（生涯学習担当）（中央図書館）（教育活動支援担当）
3．
○図書館は、監査対象となった３館の早急に対応すべき不具合について
は、改善済である。
監査対象館以外の21館で早急に対応が必要とされた16項目の不具合につ
いては、12項目が改善済みであり、残る４項目のうち２項目を年内、２
項目を年度内に改善するよう事務手続きを進め、改善については完了し
た。
○総合生涯学習センターは、不具合４項目のうち、３項目について改善
済である。（30.11.14付依頼通知に対する報告時点で改善済）
残り１項目（煙感知器設置位置の不適切箇所）について、移設工事を実
施し、改善済（30.12.25）。
○デザイン教育研究所は、未実施であった建築基準法に基づく点検につ
いて、都市整備局に契約手続きを依頼し、点検結果の報告に基づき、不
具合があった点については改善を行った。
（中央図書館）
4．中央図書館総務担当では、点検結果報告書は、すべて総務担当課内
で課長まで供覧し、新たに複合施設も含めた施設ごとの「法定点検結果
等指摘事項一覧表」の作成を行った。
（複合施設における、他所属が所管している点検結果報告書の提供は要
請済）
技術職員、技能職員が「市設建築物マネジメント推進連絡会」による
研修会等へ積極的に出席し、事務マニュアルについては、市設建築物に
係るマニュアル等（日常点検ハンドブック、定期点検マニュアル、建築
基準法第１２条基準に基づく点検マニュアル、施設カルテ整備マニュア
ル等）を活用するなど、施設の継続的かつ適切な運用を図っている。
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措置分類

措置日

措置済

平成31年3月31日

措置済

平成30年12月25日

措置済

令和元年6月12日

措置済

平成30年11月30日

措置済

平成31年3月31日

指摘№

１

指摘等の概要

[改善勧告]
1． 所属長は、施設所管課長をはじめとする職員に対して、施設所
管課としての責任を改めて再認識した上で適切に施設の維持管理を
行うよう指導すること。
2． 所属長は、今回監査対象とした施設のほか所管する市民利用施
設において、法定点検の実施状況及び消防用設備や施設運営上重要
な設備等、緊急に改善が必要な設備等の不具合状況を把握した上
で、必要な点検及び改善等を直ちに行うよう指示すること。
3． 施設所管課は、建築設備点検及び消防用設備点検の結果、不具
合のあった設備機器等について、速やかに対応策を検討し、確実に
改善を行うこと。
以上（結果（１）から（３））
【こども青少年局、教育委員会事務局、市民局及び健康局】
4． 施設所管課は、法定点検の結果の把握、指摘事項に対する修繕
検討及び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、責任者を定めた上で適切に実施されるよう指導及びモ
ニタリングを行うこと。また、担当職員に対する研修、事務マニュ
アルの策定等により、継続的かつ適切な運用を図ること。
（結果（１））【こども青少年局及び教育委員会事務局】
5． 施設所管課は、指定管理者等が実施する法定点検の結果の把
握、改善の進捗管理について責任者を定めた上で適切に実施される
よう指導及びモニタリングを行うこと。また、担当職員に対する研
修、事務マニュアルの策定等により、継続的かつ適切な運用を図る
こと。
（結果（２）及び（３））
【こども青少年局、教育委員会事務局、市民局及び健康局】

措置内容又は措置方針等
（生涯学習担当）（教育活動支援担当）
5．
○生涯学習センターについては、ともに区分所有施設のため、法定点検
はビル管理組合が行っていることから、施設単独の結果報告用シートを
作成の上、各ビル管理組合に対して報告(年２回)に関する協力を依頼
し、了承された（10月下旬）。２月に提出依頼を行い、各ビル管理組合
から受領した法定点検等実施状況報告シートを施設所管課内にて回議
（31.3.11）。
施設所管課による不具合のある設備機器等の改善に係る進捗管理につ
いては、指定管理者に毎月の提出を義務付け、担当課長まで回議(供覧)
している「施設管理施設点検シート(自己点検シート)」について、不適
であった箇所を標準例に沿った様式に修正することを、指定管理者との
調整会議（10月19日）で確認し、10月分について修正後の様式で受領し
た。
担当職員に対する研修については、施設所管課単独での実施は非効率
なことから、関係部署が実施する研修や説明会（例「市設建築物マネジ
メント推進連絡会」が実施する「保全に関する説明会」等）を研修機会
に位置付け、参加を進めることを12月の課内会議にて周知、共有を図っ
た。
また、事務マニュアルについて関係部署が作成している市設建築物に係
るマニュアル等（日常点検ハンドブック、定期点検マニュアル、建築基
準法第１２条基準に基づく点検マニュアル、施設カルテ整備マニュアル
等）を活用することとし、担当職員がより活用しやすいよう、一箇所に
まとめて管理する。そのことを12月の課内会議にて周知し共有を図っ
た。

措置分類

措置日

措置済

平成31年3月11日

措置済

平成30年11月29日

措置済

平成30年12月3日

措置済

平成30年10月31日

措置済

平成31年3月31日

○デザイン教育研究所にかかる法定点検結果については、教育活動支援
担当が併設の高校と合わせて実施する点検結果を入手し、自ら委託する
点検結果と合わせて、担当課長まで回議（供覧）した。
不具合があった場合は、その改善に向けて進捗管理を行っていく。研
修等については、局内施設整備課技術職員に助言を受け、整理した施設
カルテ及び施設の維持管理（点検・修繕等）に関する業務フローを活用
し、事務スケジュール等を明示した事務マニュアルを作成し、所管課グ
ループ内での周知・共有を図った。

17

指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等
（総務課）
1．施設カルテの適切な管理の重要性について、10月19日で所属長名の
局内通知を行い、改めて周知徹底を行った。併せて、局内庶務担当課長
会議（11月20日）の案件とし、周知徹底を行った。（改善勧告１（１）
と共通）

施設カルテを適切に作成、管理するよう改善を求めたもの
【市民局、健康局、こども青少年局及び教育委員会事務局に対し
て】
監査において、設備機器等の維持管理の実施状況及び施設カルテ
の記載内容を確認したところ、次の点が認められた。
■実施していない点検等を実施したと誤って記載している。
■建築設備点検及び消防用設備点検等の法定点検の結果、指摘事項
があるにもかかわらず、その内容を記載していない。
■複合施設の共用部分の施設カルテを作成する担当所属が、他所属
が実施した点検内容及び結果を記載しないまま作成完了としてい
る、あるいは作成後の共用部の施設カルテを作成所属のみ保管し、
ほかの所属は内容を把握していない。
さらに、施設カルテの作成責任者を確認したところ、全ての施設
において施設所管課長とのことであったが、施設カルテ作成及び提
出に係る決裁をされていない施設所管課があった。
4
[改善勧告]
1. 所属長は、施設カルテの重要性・作成意義を再認識し、適切な
運用を行うよう施設所管課長含め担当者に対して周知徹底するこ
と。
2. 施設所管課は、施設カルテの内容を再確認し、不備がある場合
は修正すること。また、施設所管課長といった作成責任者が適時適
切にその内容を確認すること。
以上【市民局、健康局、こども青少年局及び教育委員会事務局】
3． 健康局、こども青少年局及び教育委員会事務局は施設カルテの
作成責任者を明確にした上で、上記改善を行うこと。
【健康局、こども青少年局及び教育委員会事務局】

（生涯学習担当）（中央図書館）（教育活動支援担当）（教育セン
ター）
2．
○デザイン教育研究所については、未実施の点検等を実施したと誤って
記載していたため、点検を実施し、カルテへの記載を行った。
○生涯学習施設については、①「施設カルテ整備マニュアル」に基づ
き、不備のあった箇所について修正した。（30.9.30）
②「日常点検」について、実施手法を誤認し、施設カルテに「実施」
と誤記していたため、日常点検ハンドブックに沿って実施することを、
指定管理者との調整会議にて再確認した（30.10.19）。
実施にあたり、ハンドブックに示されている点検シートの標準例を改
めて確認したところ、区分所有施設には不要な内容も含まれているた
め、施設に沿った内容に修正。各施設の休館日に指定管理者が日常点検
を順次実施（施設所管課も各１日同行）。各施設が年２回の日常点検を
終了した時点で、日常点検シート（写し）を受領し、施設所管課内にて
回議（31.3.29）。また、各施設の日常点検終了ごとに、点検結果等に
ついて、施設カルテに記載。
○中央図書館については、法定点検結果の指摘事項のうち、施設カルテ
への未記載があったものについては、全て修正を終えた。
複合施設については、他所属所管の法定点検結果報告書も中央図書館で
提供を受け、中央図書館所管分と合わせて不具合の指摘内容の確認を行
い、施設カルテに記載し、担当内で情報共有の上、適切に施設の維持管
理を行っている。

措置分類

措置日

措置済

平成30年11月20日

措置済

令和1年6月12日

措置済

平成31年3月29日

措置済

平成31年3月31日

措置済

平成30年9月19日

措置済

平成30年10月5日

○教育センターについては、法定点検の結果の指摘事項が未記載であっ
たものについては、全て修正を終えた。

（中央図書館）
３．中央図書館においては、総務担当課長を施設カルテの作成責任者と
し、施設カルテの修正、提出等については、作成責任者（総務担当課
長）の決裁を徹底することとした。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第32号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

公用車に関する事務

属：建設局

通知を受けた日：令和元年９月４日
指摘№

指摘等の概要
車両に係る配置基準及び廃止・更新基準の策定について改善するよう求めた
もの
【環境局、建設局及び港湾局に対して】
本市の各事業においては、地方自治法第２条第14項及び第15項に照らして
有効性、効率性、経済性の観点から合理的な経費支出となっていることが求
められる。車両については、購入費だけでなく、維持管理費も必要となるた
め、無駄な経費支出を抑えるべく保有車両台数は必要最小限に抑える必要が
あることから、各所属は、業務量・稼働率・維持管理費等を考慮して配置基
準を設定するとともに、経過年数や走行距離等を考慮して廃止・更新基準を
設定し、稼働率や維持管理費等に基づき、適切な車両台数を確保することが
求められる。
しかしながら、今回の監査において確認したところ、以下の事実が見受け
られた。
①環境局の事業管理課を除く各課及び港湾局は、車両配置基準及び車両廃
止・更新基準を策定していなかった。
②環境局の事業管理課では、自ら定めた予備率に基づき予備車両を保有する
とされている。予備率は、整備や修理に係る日数等から算出した休車率1をも
とに設定している（小型プレス車等8.5％、軽四輪５％）が、この予備率から
算出される台数と実際の予備車両の台数は一致していなかった。

２

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年8月19日

３
・「車両廃止、更新基準」については、経過年度や走行距離を考慮
した上、局内（道路、公園、下水各部門）で統一化したものを平成
30年9月11日決裁により意思決定を行った。
・「車両配置基準」については、日常の稼働状況や災害・応急対応
時における必要性などの考え方を整理し、災害業務が多発した「平
成30年度の稼働率」を分析したうえで配置台数の妥当性について検
証を行い、令和元年8月19日決裁により局として組織的な意思決定を
行った。

③ 環境局の事業管理課で保有している車両のうち、トラック７台（普通貨
物車・ダンプ）は、
ごみ中継センターから舞洲工場にごみを搬送す
る業務がなくなったことから、その活用方法について検討中であるとして、
平成28年11月30日以降稼働しておらず、また、具体的な活用方法やスケ
ジュールについては決定していなかった。
④ 建設局は、車両配置基準及び車両廃止・更新基準について、その考え方
を記載した資料は確認できたが、これらを組織的に意思決定したことが明記
された決裁書類等はなかった。
⑤ 港湾局の施設管理課（緑地：２台）、海務課（海務：２台・防災保安：
１台）及び設備課（機
械：３台）の車両は、売却予定であるとして実地
監査日（平成30年８月３日）現在稼働していなかったが、売却手続等はなさ
れていなかった。
[改善勧告]
1.環境局及び港湾局は、業務量や車両の稼働率、維持管理費等を考慮した車
両配置基準及び経過年数や走行距離等を考慮した車両廃止・更新基準を策定
すること。
2.環境局は、予備車両については、定められた基準以内の配置とし、稼働し
ていない車両については、廃止又は他の用途への活用方法について早急に決
定すること。
3.建設局は、業務量や車両の稼働率、維持管理費等を考慮した車両配置基準
及び経過年数や走行距離等を考慮した車両廃止・更新基準を策定した際は、
その際の意思決定内容について、決裁書類等に明記すること。
4.港湾局は、稼働していない車両について、速やかに今後の活用方法等を決
定し、実践すること。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第33号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

公衆トイレ及び建設局所管の公園管理に関する事務

属：港湾局

通知を受けた日：令和元年10月25日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年9月30日

施設のあり方の検討について改善を求めたもの

1

監査において、個別公衆トイレのあり方の検討状況を環境局、建設
局及び港湾局に確認したところ、それぞれの局で施設のあり方が定め
られていることを「トイレの存続・廃止の方針について」等で確認し
たが、港湾局が所管する一部のトイレ（マーメイド広場トイレ及び南
港ポートタウン東駅前広場トイレ）において、あり方が定められてい
なかった。
港湾局の担当者によれば、マーメイド広場トイレは護岸の一部であ
るとの位置付けで海務課が所管しており、海遊館が隣接する親水護岸
に設置されていることから利用者も多く、継続して所有していくこと
が必要との考えであった。
次に、南港ポートタウン東駅前広場トイレについては、港湾局が所
管するバスターミナルの付帯施設であり、南港ポートタウンの重要な
交通手段でもあることから、本市で継続して所有していくことが必要
との考えであった。
上記の両施設は、担当者によれば継続して所有していくことが必要
な施設であるとの考えであったが、長寿命化させる施設として港湾局
内で意思統一したものや、その考えに基づいた維持管理計画などは作
成していないとのことであった。
このような事態が生じた原因は、個別公衆トイレの維持管理や施設
のあり方を検討する部署が一元化されておらず、責任を持って港湾局
全体の個別公衆トイレを管理する部署が定められていなかったことに
ある。

1.個別公衆トイレの管理方法については、①局全体で一元的な考え
方のもと今後必要な点検・補修を定めた個別施設計画を作成するこ
と、②同計画に基づき施設毎に明確化した施設管理者が適切に点
検・補修を実施すること、③施設毎の点検・補修の実施状況を定期
的にチェックする体制を構築することにより、施設管理の漏れをな
くし責任の明確化を行った。
2.マーメイド広場トイレ及び南港ポートタウン東駅前広場トイレの
あり方について、局内の意思決定を行った。
・マーメイド広場トイレ（平成30年12月18日付け意思決定済）
・南港ポートタウン東駅前広場トイレ（平成30年12月28日付け意
思決定済）

[改善勧告]
1.個別公衆トイレの管理方法について、局全体で一元的に管理する部
署を定めるなど施設管理に漏れが起きないよう、管理方法を再検討
し、責任の明確化を図ること
2.マーメイド広場トイレ及び南港ポートタウン東駅前広場トイレのあ
り方について、早急に局内で意思決定するとともに、長寿命化を進め
ると判断した施設については基本方針にのっとった維持管理を実施す
ること
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第35号

監 査 の 対 象：平成30年度随時監査等
所

管

所

本庁舎及び分庁舎等における執務室等の利用状況及び効率化に向けた取組

属：経済戦略局

通知を受けた日：令和元年８月29日
指摘№

1(1)

指摘の概要

事務室の利用について改善を求めたもの
【経済戦略局】
・中央卸売市場内事務所において、基準面積に対する事務室面積の
割合は158%となっている。同局はこの理由として、事務室スペース
内に設置した局所管施設の図面等の書類を収納する書庫や新美術館
に収納する予定の資料を保管するスペースを要するためとしてい
る。しかし書庫内には保存期間を過ぎているにもかかわらず、精査
なく保管されている簿冊が散見され、まずは書庫の整理が必要な状
況であった。
・また、一定期間のみ業務が発生する大阪マラソン事務局用の一角
（約12平方メートル）や、過去に業務を行っていたが、他所属に業
務移管し、今は打合せスペースや作業スペースとしている一角など
があった（約13平方メートル）。
しかし、それらについて利用内容や利用頻度に対する検証が行われ
ていなかった。
これらの原因については、経済戦略局においては分散していた庁
舎を中央卸売市場管理棟に集約することを目的に、政策決定に基づ
き現在の場所に移転しているため、事務執行上必要なスペースを精
査するとの認識が十分ではなく、不要な部分の賃貸借契約を解除す
ることは難しいと考えていたためである。
現状では、スペースが効率的に利用されず、組織や運営の合理化
が図られないリスクがある。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
【経済戦略局に対して】
事務室において打合せスペースや作業スペースとしているところに
ついては、真に業務上必要なスペースかどうか検証を行い、必要性
が認められなかった際には、スペースの返還による賃借料の削減や
局内の他の部署を移転させることなど、その利活用について早急に
検討し、実践すること。

措置内容又は措置方針等

事務室において打合せスペースや作業スペースとしているところ
について、利用記録を取ること等により利用実績について検証を
行った結果、ほぼ毎日継続的な利用がなされていることから、本件
打合せスペースは経済戦略局の日常の業務に欠かせないものであっ
て、業務上の必要性は十分に認められることを確認した。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年６月30日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第35号

監 査 の 対 象：平成30年度随時監査等
所

管

所

本庁舎及び分庁舎等における執務室等の利用状況及び効率化に向けた取組

属：水道局

通知を受けた日：令和元年10月28日
指摘№

1(3)

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

書庫スペースの有効利用について
【水道局】
会議室、市民利用スペースと同様、書庫スペースについても効率
的に利用することが求められる。また、公文書管理条例第８条及び
大阪市公文書管理条例施行規則第６条によれば、保存期間が満了し
た公文書については、速やかに廃棄されなければならないとされて
おり、各所属において当該文書の必要性を十分に精査、判断したう
えで処理する必要がある。
しかし、調査の結果、以下のとおりスペースを効率的に利用して
いない事例が見られた。
・昭和20年代の財務諸表等、通常使用されていないであろう簿冊等
が見受けられた。 水道局
・本来書庫内の棚等の保管スペースに保管されるべき簿冊及び物品
業務の参考にするため当局で引継ぎを猶予していた歴史的公文書につ
が書庫内の床上にそのまま保管されている状況が確認された。 水道 いて、当局で保有し続ける必要性を再度精査し、引継ぐべきものは７月
局
に公文書館へ引継ぎを行い、書庫の整理を行った。
これらに共通する原因としては、以下のことが挙げられる。
また、書庫の床上に直接保管されていた物品等については、物品庫を
整理し、適正に保管した。
簿冊の適切な処理が行われていなかった。
なお、「2. 書庫や保管庫を整理することにより、余剰スペースが生
じる場合、賃貸借契約の解除による賃借料の削減など、その有効な利活
につながるとの発想が十分ではなかった。
用について検討し、実践すること。」とあるが、現時点で余剰スペース
現状では、保管庫等のスペースが有効に利用されず、運営の合理 は発生しておらず、今後も公文書館への引継ぎや不要文書の廃棄等を行
化が図られないリスク、加えて賃借物件については、書庫スペース い、書庫スペース等の適正利用に努めることとする。
を過度に保有し、不要な賃貸料を払い続けるリスクがある。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
【水道局に対して】（賃貸物件に入居している部局）
1. 保存満了期限を過ぎた簿冊等については、当該文書の要否につ
いて精査のうえ、速やかに廃棄を行うなど保管庫等の効率的な運用
に努めること。また、床上に直接保管されている物品等について
は、適正に保管すること。
2. 書庫や保管庫を整理することにより、余剰スペースが生じる場
合、賃貸借契約の解除による賃借料の削減など、その有効な利活用
について検討し、実践すること。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年９月30日

監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監30の第37号
監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等

土地賃貸料

所 管 所 属：経済戦略局
通知を受けた日：令和元年11月13日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

・平成31年１月23日付けで契約管財局が制定した「現地管理要領作
成指針」に基づき、平成31年４月1日付けで「経済戦略局現地管理要
領」を制定し、現地調査を実施する際の頻度、チェックポイント、
記録方法などを定めた。今後は「経済戦略局現地管理要領」に基づ
き、適正な現場管理を実施し、現地調査結果を担当課で供覧する。

措置済

平成31年4月22日

適切な財産管理を求めたもの
適切な現場管理を求めたもの
【経済戦略局、契約管財局、都市計画局、福祉局、健康局、都市
整備局、港湾局及び教育委員会事務局に対して】
現地周辺を訪問する機会等に併せて現地調査を実施しているとのこ
とであり、現地調査の時期や頻度、チェックポイント、記録方法な
どが具体的に明文化されておらず、現地調査の実施記録の作成や実
施結果について担当する課内での情報共有、必要な措置等について
組織的な対応が行われていなかった。

2(1)

意に抽出した25件について現地調査したところ、賃貸借契約書にお
ける使用目的「本件土地を自己所有の非堅固建物敷地としてのみ使
用しなければならない。」とは異なる用途で使用されている契約違
反が１件あった。
また、契約管財局は、その状態を把握出来ていなかった。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1.契約管財局は、制度所管局の責務として明文化するべき項目を提
示するなど各所属が適正に現場管理が行えるよう、サポートを実施
すること。
2.各所属は、現地調査の時期や頻度、チェックポイント、記録方法
などを明文化し、持続可能な現場管理を実施すること。また、その
結果を記録し、組織的に情報共有すること。
3.契約管財局は、契約違反となっている事案について可及的速やか
に事実関係を確認し、確認結果に応じて賃貸借契約書の約定に基づ
く措置等を講じること。
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監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監30の第37号
監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等

土地賃貸料

所 管 所 属：教育委員会事務局
通知を受けた日：令和元年９月18日
指摘№

指摘等の概要

適切な財産管理を求めたもの
適切な現場管理を求めたもの
【経済戦略局、契約管財局、都市計画局、福祉局、健康局、都市整
備局、港湾局及び教育委員会事務局に対して】
現地周辺を訪問する機会等に併せて現地調査を実施しているとのこ
とであり、現地調査の時期や頻度、チェックポイント、記録方法な
どが具体的に明文化されておらず、現地調査の実施記録の作成や実
施結果について担当する課内での情報共有、必要な措置等について
組織的な対応が行われていなかった。

2(1)

意に抽出した25件について現地調査したところ、賃貸借契約書にお
ける使用目的「本件土地を自己所有の非堅固建物敷地としてのみ使
用しなければならない。」とは異なる用途で使用されている契約違
反が１件あった。
また、契約管財局は、その状態を把握出来ていなかった。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1.契約管財局は、制度所管局の責務として明文化するべき項目を提
示するなど各所属が適正に現場管理が行えるよう、サポートを実施
すること。
2.各所属は、現地調査の時期や頻度、チェックポイント、記録方法
などを明文化し、持続可能な現場管理を実施すること。また、その
結果を記録し、組織的に情報共有すること。
3.契約管財局は、契約違反となっている事案について可及的速やか
に事実関係を確認し、確認結果に応じて賃貸借契約書の約定に基づ
く措置等を講じること。

措置内容又は措置方針等

【施設整備課】
２
・契約管財局から示される明文化すべき項目に基づき、新たに現地
調査の時期や頻度、記録方法等に関する作業手順等を規定した要綱
を制定し、平成31年3月31日から施行した。
・要綱に基づいて現地確認を適切に実施し、実施結果については所
管課長まで供覧し情報共有を行った。
・今後も、要綱に基づき、現地調査を実施し、実施結果を組織共有
のうえ必要な措置を講じるなど、適正な管理に努める。
【学校給食課】
２
・契約管財局から示された明文化すべき項目に基づき、平成31年3月
31日までに新たに現地調査のチェックポイント、記録方法等に関す
る作業手順等を明文化した教育委員会事務局学校給食課現地管理要
領を作成した。
・明文化した要領に基づき、現地確認を適切に実施していく。
・実施結果を記録し、所管課長まで供覧し情報共有を行った。
・今後も、要領に基づき、現地調査を実施し、実施結果を組織共有
のうえ必要な措置を講じるなど、適正な管理に努める。
【生涯学習担当】
２
・契約管財局から示される明文化すべき項目に基づき、平成31年3月
6日に新たに現場調査のチェックポイント、記録方法等に関する作業
手順を明文化した教育委員会事務局生涯学習部現場確認要領を作成
した。
・作成した現場確認要領に基づき、現場確認を適切に実施する。な
お、現場調査は現行と同様2か月毎とし、年度の1回目として平成31
年4月1日から平成31年5月31日までに調査する。
・現場調査の実施結果を記録し、供覧等により情報共有を行った。
・今後も、要領に基づき、現地調査を実施し、実施結果を組織共有
のうえ必要な措置を講じるなど、適正な管理に努める。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年5月17日

措置済

平成31年4月5日

措置済

令和元年5月17日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第38号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

高齢者のための施策

属：福祉局

通知を受けた日：令和元年11月27日
指摘№

指摘等の概要

補助事業者による要件確認及び承認の検証を求めるもの

措置内容又は措置方針等

【１】
（高齢者入浴利用料割引事業）
高齢者入浴利用料割引事業においては、実施事業者から提出され
る実績報告書及び添付資料について、対象者のサンプル調査を平成
30年12月支払い分から実施することにより要件確認を行っていると
ころであり、承認の正確性を確認できている。

本市では、高齢者の健康の増進と孤独感の解消の一助につなげる支援とし
て高齢者入浴利用料割引事業を実施しており、利用に当たっては、初回利用
時に年齢のわかる本人確認書類を公衆浴場に提示することで、利用者カード
が発行され、当該カードの提示により270円で利用できるものであり、利用者
カード発行に当たり対象要件を満たしていることの確認は実施事業者である
（寝具洗濯乾燥消毒サービス事業）
公衆浴場側に委ねられている。
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業においては、利用者要件サンプリ
しかし、本市はサンプルベースにおいても実施事業者の要件確認の正確性
ング確認方法を定め、それ以後の補助実績について、介護保険シス
を検証していない実態にあった。

3

次に、本市では、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業として、寝具類の衛生管
理が困難な65歳以上のひとり暮らしの高齢者等で介護保険の要介護状態区分
が要介護又は要支援の方に対し、水洗いによる寝具類の洗濯乾燥消毒の支援
を行っており、平成30年度においては５区（大正区・浪速区・淀川区・東成
区・生野区）のみでの実施となっている。
本事業においても、布団又は毛布の洗濯乾燥消毒サービスを希望する方
が、対象要件を満たしていることの確認は実施事業者である社会福祉法人等
に委ねられている。
しかし、本市はサンプルベースにおいても実施事業者の要件確認の正確性を
検証していない実態にあった。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局は、実施事業者による要件確認及び承認の正確性を検証する仕組み
を構築すること。
2. 福祉局は、今後、本サービスの利用者が増加していく場合も想定しておく
べきである。現行の仕組みが適切であるかについての検証とともに、将来、
利用者が増加する中においてもベストな仕組みとなり得るかについての検証
を講じられたい。

措置分類

措置日

【１】
（入浴）
措置済

【１】
（入浴）
平成30年12月5日

（寝具）
措置済

（寝具）
平成30年12月6日

【２】
（入浴）
措置済

【２】
（入浴）
平成31年1月31日

（寝具）
措置済

（寝具）
令和元年９月30日

テムの情報と交付申請における利用者名簿の情報（氏名・生年月
日・住所・要介護度・世帯構成）を照合することにより要件確認を
行っているところであり、承認の正確性を確認できている。
【２】
（高齢者入浴利用料割引事業）
平成31年1月に、事業を利用されていない方のニーズ等を把握する
ためのアンケート調査を実施し、その結果、本事業の実施内容や趣
旨について認知が十分でないことが判明したことから、あらゆる機
会をとらまえて制度の周知を図ることとする。
また、引き続き定期的なアンケート調査を実施することにより本
事業の妥当性を評価していく。
（寝具洗濯乾燥消毒サービス事業）
現状の事業実態等を把握するためのアンケート調査及び意見聴取
や、補助金等のあり方に関するガイドラインに基づいた補助金見直
しチェックシートを用いて事業検証を行い、補助を行う仕組みとし
て適切であることを確認している。
引き続き、定期的な意見聴取を実施することにより実態把握を行
い、本事業の妥当性を継続的に判断していく。
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

認知症専門の第２特別養護老人ホームは、平成25年12月の大阪市
戦略会議において民間移管の検討方針が出されたが、認知症専門の
弘済院附属病院との一体的な運営が不可欠とされたことから、附属
病院の建替えとともに、第２特別養護老人ホームのあり方を検討す
ることとなった。
「住吉市民病院跡地に整備する新病院等に関する検討会議」にお
ける弘済院の認知症医療・介護の機能を継承する新たな施設のあり
方についての議論を踏まえ、第２特別養護老人ホームの役割につい
ては住吉市民病院跡地に整備する新病院に併設する介護老人保健施
設に機能を継承することとして、新病院等の基本構想を策定すると
ともに弘済院の今後の方向性の変更について平成31年4月の大阪市戦
略会議において決定した。
新病院等の基本構想において、介護老人保健施設は併設する新病
院（病床数120床）と医療・介護の連携を図り、切れ目のない治療・
リハビリが効果的に行えるよう、新病院の病棟に対応した療養室
（定員100人）を設け、必要な専門職等の人員を配置することを取り
まとめた。
今後の方向性では、第２特別養護老人ホームは、新病院等の開設
まで本市が運営し、介護老人保健施設の開設に伴い廃止することと
した。

措置済

平成31年4月24日

弘済院第２特別養護老人ホームが果たすべき役割の整理を求めるも
の

5

弘済院第２特別養護老人ホームは、歩行能力が高く、活動性のあ
る認知症高齢者の方の専用施設として平成２年７月の開設以来、認
知症の方に対する専門ケアを行ってきているところである。
しかし、入所定員70名に対し年度平均の利用者数は、平成27年度
49.0人、平成28年度53.0人、平成29年度52.3人と入所定員を下回っ
ており、毎年２億円ベースの一般財源負担を行っているが、その一
方で入所待ち人数は28名となっている。
福祉局によれば、特別養護老人ホームを運営するに当たり、入所
定員に対し基準で定められている職員数は確保しているものの、認
知症を有する方特有のＢＰＳＤ（認知症に伴う行動・心理症状）に
対する専門ケアを行うために必要となる熟練した職員数を充足して
おらず、現有職員数では60名程度までの受入が限界となっていると
のことであった。
現状においては、第２特別養護老人ホームの入所定員数70名を受
け入れることができず、所期の目的を達成できないリスクを有す
る。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
福祉局は、当該施設が認知症高齢者の方の専用施設として存在す
る意義を踏まえ、施設の現状分析とともに、本施設が受け入れるべ
き入所定員数やそのための業務体制について客観的に検証の上、弘
済院第２特別養護老人ホームが果たすべき役割の整理を講じるこ
と。

26

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監30の第39号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

市営住宅業務（大阪市住宅供給公社との管理業務委託契約の適正性等）

属：都市整備局及び大阪市住宅供給公社

通知を受けた日：令和元年9月27日
指摘№

2

指摘の概要

措置内容又は措置方針等

旧府営住宅事業経費等の仕訳について改善を求めたもの
【都市整備局に対して】
大阪市会計別財務諸表作成基準（平成27年４月制定、平成28年８月
改正）では、正確な会計帳簿を作成しなければならないとされてい
る。また作成された財務諸表等の情報は、今後の事業運営に際し、分
析の上適切に活用されるべきである。
財務会計システムにおいては、市営住宅事業と旧府営住宅事業が管
理事業区分（マネジメントの観点から設定された集計単位）として設
定されており、経費はそれぞれの区分に計上されるべきである。
今回の監査において、市営住宅事業に係る財務諸表を確認したとこ
ろ、以下の事実が確認された。

指摘のあった仕訳処理の誤りについては平成27年８月に移管された
旧府営住宅にかかる経費に関してのものであり、処理誤りの直接の原
因は確認不十分なままで行われたことによるものである。

■ 財務会計システムにおいて、平成27年度、平成28年度及び平成29
年度の市営住宅事業に係るそれぞれの仕訳帳を確認したところ、旧府
営住宅事業に係る物件費として計上されている委託料のうち消費的経
費は、平成27年度では２億2,564万円、平成28年度は７億1,232万円、
平成29年度では2,319万円であった。
■ 平成27年度から平成28年度において、同経費は３倍以上に増加し
ており、また平成28年度から平成29年度において同経費は約97％減少
していた。
■ 都市整備局によると、上記の経費の推移について、各年度の仕訳
処理に係り、
・ 本来旧府営住宅事業の経費として計上するもののうち、一部を市
営住宅事業として計上していた。
・ 逆に、本来市営住宅の経費として計上するもののうち、一部を旧
府営住宅の経費として計上していた。

このため、計画補修関係業務等は本来であれば市営住宅事業と旧府
営住宅事業に仕訳処理を行うべきところ、全国的にも例のない約１万
戸の移管を年度途中の入居者等や各種事務に最も影響の少ない時期に
行ったものの予期せぬ様々な事態に対応するために移管後しばらくは
各担当者とも忙殺されたところがあり、誤って一括して市営住宅事業
として計上した次第であった。

措置分類

措置日

措置済

令和1年8月31日

移管された旧府営住宅の管理にかかる委託については、府営住宅移
管が府市で合意された際に円滑な移行のため既に平成28年度末までの
５年間の指定管理者である府営住宅の受託管理者を相手方として移管
後の残存期間満了まで同一業務内容・金額で業務委託することとなっ
た。また、移管前の府営住宅では計画補修関係業務等は指定管理者の
受託業務に含まれていなかったため、こうした業務は従来からの市営
住宅の業務と一括して供給公社等に委託することとなった。

また、府営住宅の受託管理者への支払については物件費・維持補修
費が包括して計上されていたため、初めて移管された平成27年度にお
いては各支払の際に受託管理者に内訳を確認するなどして仕訳を行っ
ていたが、平成28年度は担当者が変更となり特に年度の前半にかかる
処理案件は移管後初めての処理であり不慣れであったとともに処理に
追われたため、財務会計上の仕訳処理を行っていなかった次第であっ
た。
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指摘№

指摘の概要

措置内容又は措置方針等

・維持補修費として計上するものについて、物件費として計上すると
いった仕訳誤りがあった。
とのことであった。

2

図表－28 市営住宅事業委託料のうち消費的経費（資産計上を伴わ
更に、平成29年度からは、大阪市住宅供給公社が旧府営住宅を含め
ない経費）の正誤について
て一括して管理受託することとなったが、前例踏襲によりそのまま一
(図表－28については削除）
括して財務会計上の処理の際に「物件費」「市営住宅事業費」として
処理した次第であった。
図表－28に示すとおり、平成27年度以降、本来は約16億円から約17
億円の規模となる物件費（ア）は、その４倍前後の規模で計上されて
なお、決算処理等の作業においては精査分類していたので今回の監
いる。また、本来約52億円から53億円の規模となる維持補修費（イ） 査の際にも正誤を速やかに示すことができたところである。
については、平成27年度以降、その２割前後の規模で計上されてい
る。
指摘を踏まえ改めて職員間で財務会計システムにおける仕分けの意
適正な規模から大幅に乖離(かいり)した状況であることを確認して 義・手順を再確認し、個々に処理する際の仕訳処理を徹底することと
いれば、仕訳誤りに容易に気づくことができたにもかかわらず、平成 した。
27年度から３か年にわたり同様の誤りが発生したことは、職員が仕訳
処理の必要性を十分に理解しておらず、またその確認も不十分であっ
なお、指摘のあった当該委託料については、平成30年10月以降の支
たことが原因である。また仕訳処理した情報を分析、活用していな
出命令分については財務会計システム上において既に仕訳処理を行っ
かったことも誤りを見逃す要因になったと考えられる。
ている。平成30年度の９月以前のものについては順次仕訳修正を行っ
現在の状況では、市営住宅事業及び旧府営住宅事業に係る事業経費 た。また、定期的に仕訳処理の確認を行ったうえで平成30年度決算処
が正しく計上されないリスクがある。
理の際にも事業経費が正しく計上されていることを確認した。
したがって以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
財務会計システムにおける仕訳処理を適切に実施し、また誤りが見
逃されないよう、確認の徹底を行うこと。
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措置分類

措置日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第２号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

債権管理に関する事務

属：福祉局

通知を受けた日：令和元年11月27日
指摘№

指摘等の概要

執行停止判定会議に係る記事の記載を要するもの
大正区及び東淀川区の執行停止判定会議において、会議後に執行
停止の決定についての決裁は行っていたものの、会議の議事録等を
残しておらず、執行停止の判定を行った過程が不明な状態であっ
た。
現状においては、執行停止の判定という重大な意思決定過程につ

2(2) いて、客観的に説明責任を果たせないリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。

[改善勧告]
福祉局は、執行停止処分の判定が適正に行われているかについ
て、適宜全区的なモニタリングを実施し、必要に応じて是正を促す
こと。

滞納処分の停止についての判定を適正に行うべきもの
今回大正区役所において案件抽出（高額滞納者上位５件）による
監査を行ったところ、生活保護受給による執行停止者が多かったた
め、その他の要件適応状況を確認した。その結果、上位から50件
（滞納額50,000円以上）のうち、１件（滞納額102,906円）のみが生
活保護受給以外の生活困窮による理由で、それ以外は生活保護受給
や所在・財産不明者といった、特段の判断を要せずに執行停止の基
準を満たす者のみであり、生活困窮者に該当するかについての審議
が十分になされていたかの確証を得られなかった。

2(3)
現状においては、本来滞納処分の停止を行うべき案件に対して適
正に処分を行わないことにより、滞納整理事務の停滞やその案件に
係る公平性・公正性を損なうリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

福祉局は、区役所に対し以前から滞納者の納付能力を見極めたう
えで、滞納処分又は滞納処分停止の判断を行うよう通知してきたと
ころである。
毎年7月に実施している各区とのヒアリングの場等において、策定
した滞納処分の停止基準に基づく各区の執行停止の判定及び実施状
況について確認を行い、執行停止処分の判定が適正に行われていな
いと認められるなどの場合は必要に応じて指導等を行った。執行停
止の適用についての判断が困難な事例については、福祉局任期付弁
護士職員と連携のうえ対応を図ることとする。

措置済

令和元年7月31日

策定した滞納処分の停止基準に基づく各区の執行停止の事務処理
について、毎年7月に実施しているヒアリングの場等において、状況
の確認を行い、誤った解釈により滞納処分の停止を行っている場合
には、必要な指導等を行った。

措置済

令和元年7月31日

[改善勧告]
福祉局は、誤った解釈により滞納処分の停止が行われていない
か、適宜全区的なモニタリングを実施し、必要に応じて是正を促す
こと。
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

現状、引き継ぎリストをデータにより提供しているが、当該リス
トだけでは債権の時効を確認する仕様になっていないため、次回、
７月の引き継ぎ時には、当面の策として時効完成日が記載された
データを併せて提供することで対応する。
市債権回収対策室と協議し、令和元年7月の引継ぎの際、例年「10
月末時点で全ての期について、時効が完成する事案」としていたと
ころ、「12月末時点で全ての期について、時効が完成する事案」と
変更し、引継ぎから時効完成までに時間の余裕ができるよう改善し
た。
また、今年度に関しては引き継いだものの時効完成日をリスト化
したものを市債権回収対策室へ渡すこととした。
なお、次年度以降は引継ぎデータに時効完成日を記載するようシ
ステム変更を行う。

措置済

令和元年7月31日

徴収事務の引継ぎ方法について改善を図るべきもの
平成29年７月下旬に市債権回収対策室に引継ぎが行われた未納国
民健康保険料のうち、１件約150万円の案件について、同年12月上旬
にほぼ全額が時効を迎えた状況となっていたことを検出した。

4

市債権回収対策室によると、引継ぎ後市債権回収対策室内で順次
引継通知書（催告書を同封）の発送手続を実施する中で、平成29年
度新たに約千件が引き継がれ、事案ごとの時効確認がシステム（国
民健康保険システム）上の引継ぎリストでは困難な状況の中、同年
９月に引継通知書（催告書を同封）を送付し、その後区役所等で実
施した財産調査の分析等は行われていたものの、その後に行うべき
滞納処分や滞納処分の停止相当の決議に至らないうちに、12月上旬
に時効を迎えてしまったという状況とのことであった。
現状においては、滞納事案引継ぎを行うことのメリットが最大限
発揮されず、効果的な徴収事務が行われないリスクを有する。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1. 福祉局は、市債権回収対策室への徴収事務の引継ぎに際して、
期間管理が適正に実施できるよう市債権回収対策室と相互に連携を
図るとともに、時効が迫っている案件についての確認ができるよう
にシステム改修を行うなど根本的な対策について検討すること。
2. 当面の処置として、例えば既存の引継ぎリストに加えて時効完
成日を記載したデータベースも併せて提示するなどの早急な対策を
講じること。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第３号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

生活保護に関する事務

属：福祉局

通知を受けた日：令和元年９月20日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年8月2日

査察指導員、ケースワーカーの資格要件について改善を求めたもの

1

本市の社会福祉主事の有資格者率は、ケースワーカー、査察指導員
ともに本市を除く政令指定都市平均に比べて低い。
この点、資格取得に向けた取組として、現状では福祉局は、社会福
祉主事資格認定通信講座（公務員講座）の受講を各実施機関（区）を
通じて要請している。
各実施機関（区）への要請内容を確認すると、平成30年度の人数の
枠は24実施機関（区）で26人とされている。
しかし、本市の査察指導員及びケースワーカーにおいて社会福祉主
事資格を有していない者の人数（360人）と社会福祉主事資格認定通信
講座（公務員講座）の合格者数の推移を見ても、資格保有者の充足の
見込みは立っていない状況と言わざるを得ない。
[改善勧告]
福祉局は、社会福祉主事資格認定通信講座（公務員講座）の受講を
一層勧奨するとともに、資格未保有職員に対する資格取得の義務付け
について検討すること。

平成30年11月26日に大阪市公正職務審査委員会から社会福祉法の
趣旨を満たすための具体的な計画を策定するよう勧告を受けたこと
からも、関係局とも連携・調整しながら、福祉職員の採用数の増員
の継続、生活保護業務に従事する福祉職及び有資格者配置数の増
員、通信課程の受講枠拡大による資格取得支援に取り組むことと
し、このうち資格取得支援については、既に令和2年度の通信課程の
受講枠を現行の3倍程度（72名分）に拡大できるよう予算の確保を行
い、これらにより令和6年度末までには有資格者充足率100％を満た
すための計画を策定した。
なお、当該計画については、平成31年3月28日に開催した「大阪市
生活保護適正化連絡会議」において確認され、令和元年8月2日に大
阪市公正職務審査委員会から勧告に対する終結宣言が出された。

31

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第３号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

生活保護に関する事務

属：住吉区

通知を受けた日：令和元年11月25日
指摘№

指摘等の概要

被保護者の年金受給状況の管理について改善を求めたもの

4

今回の監査で各実施機関（区）の年金受給の管理状況を確認したと
ころ、次のとおりであった。
・嘱託職員が年金加入状況管理進行表に年金受給に係る指導等進捗状
況について記載していなかったものが一部見受けられた。（浪速区、
住吉区、平野区）
・ケースワーカー等により被保護者に対する指導等がなされていない
もしくはケース記録等に記録していなかったものが一部見受けられ
た。（浪速区、住吉区、平野区）
[改善勧告]
1.浪速区、住吉区及び平野区は、年金裁定請求支援・受給資格点検プ
ログラムに基づき、ケースワーカー、嘱託職員に対し、被保護者の年
金受給資格点検、年金資格の調査及び被保護者への裁定請求の指導等
並びにそれらを管理進行表に適時反映させ信頼性の高い管理進行表を
整備することについて、適切に実施されるよう指導を徹底すること。
2.浪速区、住吉区及び平野区は、１について、業務の進捗管理を徹底
すること。

措置内容又は措置方針等

【1】
①ＳＶごとで管理していた年金進行管理表を一本化し、60歳以上の
被保護者の漏れがないか再確認を行った。
②年金調査の未実施がないか再確認し、未実施分は調査（照会）を
行った。
③年金管理進行表（件数5,520件）から、60才以上で10年年金受給の
可能性のある納付月数120か月以上の者（件数1,678件）を抽出し、
生活保護システムの汎用抽出結果一覧から、その他収入で収入認定
されている者（件数714件）の確認をおこなった。なお、残りの964
件については、受給資格等を確認し、10月末までに年金裁定請求の
指導支援を行った。
④対象者964件の受給資格を確認し、受給資格のある者（215件）に
対して、裁定請求の指導支援を行った。その内、68件については、
自身で裁定請求を行うことができないため、委任状を取得したのち
年金担当嘱託職員に引継ぎ68件の裁定請求をおこなった。

【2】
毎月開催されているＳＶヒアリングにおいて、平成31年２月より課
長・課長代理が年金進行管理表の進捗状況を把握した。
平成31年２月以降定期的に実施していく。
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措置分類

措置済

措置済

措置日

①平成31年1月31日
②平成31年3月29日
③令和元年7月31日
④令和元年10月31日

平成31年2月28日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第３号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

生活保護に関する事務

属：平野区

通知を受けた日：令和元年9月4日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年5月31日

高齢世帯に対する生活保護について世帯の特性に応じた適切な支援が行えるよ
う改善を求めたもの

2

今回の監査で実査対象実施機関（区）の状況を確認したところ、次のとおり
であった。
・嘱託職員が、ケース記録に訪問調査の記録を残していないものや訪問調査を
実施していないものが一部見受けられた。（平野区）
・ケースワーカーが、援助方針について、病状等の世帯の状況を踏まえたもの
とせず、単純に「見守り」と設定していたものが一部見受けられた。（浪速
区、生野区、西成区）
・ケースワーカーが、被保護世帯に対する援助方針を立てていなかったものが
一部見受けられた。（記述なし）（平野区）
・年金受給に向けた指導をすべき被保護世帯に対して、
嘱託職員が、年金受給進捗状況管理表を整備していなかったものが一部見受
けられた。
ケースワーカーが、援助方針にも年金に関する指導方針の記述をせず、訪問
調査時にも指導を行っていなかったものが一部見受けられた。（浪速区、住吉
区、平野区）
・介護サービス利用の検討や障がい者手帳申請の検討を行うべき被保護世帯に
対して、ケースワーカーが、単純に「見守り」の援助方針を設定していたもの
が一部見受けられた。（生野区）
・本市に対する返還金等を有する高齢世帯に対して、ケースワーカーにより援
助方針にその旨の指導方針の記述がないため、嘱託職員が平成30年度の初回訪
問時に返還金等の納付勧奨を行っていなかったものが一部見受けられた。（浪
速区、住吉区、平野区）
・病状等から「療養指導」等の援助を行う必要があると見受けられる世帯に対
して、ケースワーカーが設定する援助方針が、65歳の高齢世帯の世帯分類に
なった平成30年度も「見守り」のみと設定していものが一部見受けられた。
（住吉区、西成区）

【2】
高齢世帯用の援助方針検討票（年金受給状況や債権状況の記入欄
あり）を作成した。平成31年度当初からケースワーカーと高齢者世
帯等訪問嘱託職員が情報共有のうえ、個々の高齢世帯に対し実態に
即した援助方針を策定した。

[改善勧告]
1.福祉局は、各実施機関（区）に対し、高齢世帯被保護者への適切な支援が行
われるよう指導・助言を行うこと。
2.各実施機関（区）は、現状の生活保護実施体制において、援助方針を作成す
る本務職員（ケースワーカー）と訪問調査を行う嘱託職員が高齢世帯の状況を
十分に情報共有の上、個々の高齢世帯に対し、実態に即した援助方針を作成す
るよう徹底させること。
3.福祉局は、各実施機関（区）における高齢世帯に対する支援状況を把握し、
高齢世帯に対する訪問基準（Ｃ区分）を含む現状の高齢世帯に対する支援方法
が適正か否かを十分に検証の上、適切かつ有効な支援となるよう必要に応じて
見直すこと。
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指摘№

指摘等の概要

被保護者の年金受給状況の管理について改善を求めたもの

4

今回の監査で各実施機関（区）の年金受給の管理状況を確認したと
ころ、次のとおりであった。
・嘱託職員が年金加入状況管理進行表に年金受給に係る指導等進捗状
況について記載していなかったものが一部見受けられた。（浪速区、
住吉区、平野区）
・ケースワーカー等により被保護者に対する指導等がなされていない
もしくはケース記録等に記録していなかったものが一部見受けられ
た。（浪速区、住吉区、平野区）
[改善勧告]
1.浪速区、住吉区及び平野区は、年金裁定請求支援・受給資格点検プ
ログラムに基づき、ケースワーカー、嘱託職員に対し、被保護者の年
金受給資格点検、年金資格の調査及び被保護者への裁定請求の指導等
並びにそれらを管理進行表に適時反映させ信頼性の高い管理進行表を
整備することについて、適切に実施されるよう指導を徹底すること。
2.浪速区、住吉区及び平野区は、１について、業務の進捗管理を徹底
すること。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

【1】
管理進行表の整備は完了しており、保護新規開始分の追記等を順
次行っている。新年度の実施体制（ケースワーカーの担当替え等）
が整った直後のSV会議（5/10）において、「管理進行表に年金受給
にかかる指導等の記録や進捗状況を適宜記録するよう」職員に周知
した。

措置済

令和元年5月10日

【2】
平成31年度から、随時、査察指導員が業務の進捗状況を確認（課
長代理に報告）し、適宜ケースワーカー及び嘱託職員に指導を行う
とともに、四半期ごとに課長級が管理進行表を確認した。（第１回
目は、第１四半期の６月末時点）

措置済

令和元年6月28日
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第４号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

スポーツセンター24館の運営状況

属：経済戦略局

通知を受けた日：令和元年12月27日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

施設の維持管理について
消防用設備等の不具合の改善を求めたもの
監査において、12施設を抽出して直近２回分の消防用設備等点検
結果報告書、建築設備点検報告書及び非常用電源等の点検結果報告
書を確認したところ、実地調査開始時点で多くの不具合が適宜改善
されていない状況であったため、施設整備課による消防用設備点検
等の結果の把握状況、及び指定管理者への不具合の改善に係る指導
状況を確認したところ、施設の不具合についての情報共有や指定管
理者に対する指導等を含む設備点検に関する業務マニュアルが作成
されておらず、その結果、次のような状況が認められた。

2(1)

■ 施設整備課は、法定点検の実施や改善状況等の把握のために現
地モニタリングを年２回実施するとしていたが、10施設を抽出して
平成29年度の現地モニタリング実施状況を確認したところ、２施設
は本市が主たる管理を行っている複合施設で、法定点検については
本市が実施しているとの理由で一度も現地モニタリングを実施して
いなかった。また、残る８施設についても各１回しか実施していな
かった。
■ 施設整備課は、不具合の改善状況について、指定管理者から不
具合の発生や改善の都度提出される「不具合報告書」により確認し
ているとのことであったが、消防用設備等の不具合の多くは不具合
報告書で報告されていなかった。
■ 本市が業務委託等により点検を実施し、不具合修繕を指定管理
者が実施する施設は、速やかに点検結果を指定管理者に引き継ぐ必
要があるが、本市発注の点検業務委託の完了後にまとめて指定管理
者に引き継ぐとのことであり、適時に指定管理者に引き継ぐ仕組み
となっていなかった。
■ 指定管理者との基本協定書には、指定管理者に対して期間の満
了時の原状回復及び新たな指定管理者への文書による誠実な引継ぎ
が義務付けられているが、現在の指定管理者が着任した平成28年４
月以前からの不具合が改善されていない施設が見受けられた。
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措置分類

措置日

指摘№

2(1)

指摘等の概要

[改善勧告]
1. 経済戦略局は、既に取り組まれている不具合状況一覧表の作成
を含め、改善できていない施設・設備機器等の不具合及びその修繕
に係る費用を網羅的に把握した上で、平成28年３月31日以前に発生
した不具合を含めて、修繕に係る費用負担や修繕の優先順位を含め
た修繕方針を検討、策定すること。
2. 経済戦略局は、修繕方針に基づき、現在の指定管理者及び平成
31年度以降の指定管理者に対して、実施時期を提示させた上で適時
適切な修繕を確実に実施させること。その際、費用負担含め本市が
実施すべき修繕については予算措置等必要な措置を講じること。
また、次期指定管理者が着任する際には、未改善の不具合の内容
やその負担方法を明確にし、本市の現場立会の上で相互に現状確認
を行って引き継ぐこと。
3. 経済戦略局は、指定管理者の収支計画及び業務代行料における
修繕費の取扱いや、指定管理者が実施する修繕の報告方法を見直す
など、消防用設備といった利用者の安全確保上重要な設備の不具合
について、最優先で修繕を実施するよう指定管理者への指導を徹底
するとともに、指導に従わない指定管理者に対しては毎年度実施す
る事業評価に反映させる等、事務を見直すこと。
4. 経済戦略局は、関係職員による指定管理者への管理・監督、指
導が適切に行えるよう、指定管理者からの不具合状況一覧表の提出
及び所管課における確認、また現地モニタリング等といった維持管
理に係る事務マニュアルを整備するとともに、マニュアルに基づく
事務の実施状況について適宜確認する仕組みとすること。

防災訓練についての過去の監査意見への対応が不十分なため、改善
を求めたもの

３

本市スポーツ施設については、平成27年度に監査を実施した結
果、地震を想定した防災訓練の実施について意見を出した。経済戦
略局からは、平成29年４月から協定書に防災訓練の実施を記載し、
義務付けるとの見解が出されている。
平成29年度の防災訓練について、スポーツセンター24館のシナリ
オ等を確認したところ、程度の差はあるものの、24館全てで十分な
訓練が実施できていない状況が見られた。
[改善勧告]
経済戦略局は、地震を想定した防災訓練の立案に関する情報を指定
管理者に提供するとともに、防災訓練の実施内容を把握して地震を
想定して実施されているか点検すること。
また、実施内容が不十分と認識した場合、地震に対応した訓練を立
案できるよう指定管理者を指導すること。

措置内容又は措置方針等

措置分類

【項目１・２について】
・消防設備等の不具合について、不具合状況一覧表へ記載するよう
指定管理者を指導し状況を網羅的に把握した上で、修繕の対応方針
を協議して修繕に取り組んだ。
・令和元年12月９日、指摘された10施設全てについて不具合箇所の
修繕が完了した。
・平成31年度に指定管理者が交代した東成SCは、元指定管理者の責
任において修繕を実施したことを確認した。
【項目３について】
・消防用設備のような重要な設備について、不具合の修繕が確実に
実施されるよう、指定管理者に対して毎年度実施する事業評価にお
いて、点検・修繕の実施状況を踏まえた評価基準を定め、令和元年
度からの評価方法の変更を指定管理者に周知した。不具合修繕の履
行状況については、指定管理者から提出された不具合状況一覧表や
故障完了報告書の書類により職員が随時確認を行い、状況に応じて
現場確認、指導を行っている。
・また、職員が施設を訪問する際には、新たに不具合が生じていな
いか確認し、万一不具合が生じている場合は、その都度指示、指導
を行っていく。

【項目１・２】
令和元年12月9日

措置済
【項目３】
令和元年10月31日

【項目４】
平成31年３月31日

【項目４について】．
・設備モニタリング実施マニュアル、不具合状況一覧表に係る業務
マニュアルを作成した。
・マニュアルを活用して指定管理者への管理・監督、指導を行う。

・平成28年5月10日に地震を想定した防災訓練の実施について指示を
行ったが、実施内容の確認が不十分であり、十分な訓練が実施でき
ていなかった。
・平成31年１月8日にあらためて指定管理者に対して地震を想定した
防災訓練の実施についての再度の指示を行った。また、平成31年1月
の連絡調整会議にて、趣旨の詳細説明を行い、訓練の実施を指示し
た。
・そのうえで、平成30年度中に実施内容をあらためて確認し、全施
設において地震を想定した防災訓練を確実に実施させたところであ
るが、全施設につき十分な対応できていない状況にあった。
・令和元年10月開催の第２回連絡調整会議にて、平成30年度実施内
容のフィードバックを行うとともに、各施設において策定された防
災計画につき確認を行い、全施設につき防災計画が作成されいるこ
とを確認した。また、同会議において、十分な防災訓練がなされる
よう指導を徹底した。
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措置日

措置済

令和元年10月31日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第５号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等 福祉・保健等関連業務システム
所

管

所

属：福祉局

通知を受けた日：令和元年９月20日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

［１ ア］
今年度より基幹３システムの円滑で安全な運用のために福祉シス
テム課を設置し、ノウハウの蓄積や継承等にも資する仕組みとし
た。加えて、局全体のシステムの円滑で安全な運用のため、福祉シ
ステム課のノウハウを活かし、必要に応じて福祉システム課が他の
システムへの支援も行っていくこととした。
そのうえで、今年度の局人材育成計画において、「福祉システム研
修」の実施を計画し、業務システムに携わる担当職員向けの専門性
■次の２システムにおいてＩＣＴ管理のベースとなる実施手順が整備さ 向上に係る研修を、福祉システム課のノウハウを活用して平成30年6
れていなかった。
月に実施したところである。
（生活保護版レセプト管理システム【福祉局】）
今回の指摘を踏まえ、人材育成計画の「福祉システム研修」の一
システム固有の実施手順は作成されておらず、総合福祉システムの実 環として業務管理者向けの研修を平成31年１月末に実施し、業務管
施手順を準用するとしているものの、その内容は自システムに対応した 理者のICTにかかる知見の向上を図った。
実施手順となっていなかった。
（副本管理支援システム【福祉局】【こども青少年局】）
システム所管部署である３課（福祉局障がい者施策部障がい福祉課、 ［１ イ］
福祉局生活福祉部保護課及びこども青少年局子育て支援部こども家庭
業務管理者の役割発揮がシステムの信頼性や安全性確保に重要で
課）は、平成29年７月の初回本番稼働後１年以上も経過していながら、 あることから、業務管理者の役割にかかるチェックリストを福祉シ
実施手順を作成していなかった。
ステム課と連携のもと該当システムごとに作成し、上述の研修時
■５システム全てにおいて実施手順等が遵守されていなかった（詳細は に、意識付けとあわせて活用することによりモニタリングを実施し
指摘№２から６のとおり）。
た。
業務管理者等を中心としたＩＣＴ管理体制の整備を求めたもの
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
監査対象の５システムのＩＣＴ管理体制において、次のとおり、実施
手順が整備されていない、また実施手順等が遵守されていないといった
ＩＣＴ管理に係る基本的な取組みが実施されていない状況が認められ
た。

1
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措置分類

措置日

［１ア］
措置済

［１ア］
平成31年2月28日

［１イ］
措置済

［１イ］
平成31年2月28日

指摘№

指摘等の概要

1

[改善勧告]
【所属長に対して】
1.５システムを所管する福祉局、健康局及びこども青少年局の所属長
は、本市対策基準にあるとおりシステムの信頼性や安全性を確保する上
で果たすべき業務管理者の役割の重要性を再認識し、次の諸点に取り組
むこと。
ア ＩＣＴ戦略室の協力を得るなどして、業務管理者のＩＣＴに係る
知見獲得に向けた育成計画を立て実施すること、又はＩＣＴに係る知見
や経験を有する人材を業務管理者の補佐に充てることを検討するなど業
務管理者を支える体制を整備すること。
イ 業務管理者の役割発揮の実態把握とその対応は自らの責任である
ことを自覚し、業務管理者への意識付けを図るとともに、その役割が十
分に果たされているかについて定期的にモニタリングを行い、必要な措
置を講じること。
【業務管理者に対して】
2.５システムを所管する福祉局、健康局及びこども青少年局の業務管理
者は、システムの信頼性や安全性の確保に向け、現場におけるＩＣＴ管
理の責任者であることの自覚と責任感を持って、次の諸点に直ちに取り
組み、定められた役割を全うすること。
ア ＩＣＴ戦略室や外部委託業者の協力を得るなどして、ＩＣＴに係
る知見や所管するシステムへの理解を深め、所管するシステムにおいて
想定されるＩＣＴに係るリスクを棚卸しするとともに、それらに対応し
た実施手順の整備を行うこと。さらに、整備した実施手順について局等
情報セキュリティ責任者及び最高情報セキュリティ責任者の承認を得た
後、自らもその実施手順を遵守するとともに、システム担当者及び外部
委託業者に遵守させること。
イ システム担当者や外部委託業者等が実施するＩＣＴ管理の実務に
ついて、定期的にモニタリングするとともに、自らに課せられているＩ
ＣＴ管理上の役割が適切に果たされているかについての点検も併せて行
うこと。

措置内容又は措置方針等

［２ ア］
所管するシステムにおけるリスクを棚卸ししたうえで、それらに
対応した情報セキュリティ実施手順をICT戦略室と協議のうえ策定す
るとともに、課内で共有し、実施手順の内容を遵守するよう外部委
託業者に徹底した。
［２ イ］
外部委託先への定期調査やICT戦略室が行うICTセキュリティ検査
の際などに、チェックリスト等により外部委託先及びシステム担当
者における実施手順等の遵守状況を福祉システム課のノウハウ等も
活用しながらモニタリングを実施し、ICT管理上の役割が適切に果た
されているかについての点検を行っていく。
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措置分類

措置日

［２ア］
措置済

［２ア］
令和元年9月10日

［２イ］
措置済

［２イ］
平成31年3月29日

指摘№

3(2)

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定期的な評価について改
善を求めたもの
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
次のとおり４システムにおいて、情報セキュリティに係る外部委託業
者に対する定期的な評価が実施されていない、又は十分でない状況が認 【特養入所待機者管理システム】
められた。
［１］情報セキュリティ実施手順において、情報セキュリティ対策
の実施状況の確認については随時に行うとしていたが、実施手順を
（特養入所待機者管理システム【福祉局】）
改訂し（5月31日施行）、少なくとも年に1回確認することを実施手
株式会社ニューロテックシステム並びに大阪市老人福祉施設連盟に対 順に記載した。なお、最高情報セキュリティ責任者へ実施手順の変
する情報セキュリティに係る評価については、平成29年4月の再構築以 更報告書を5月30日に提出した。
降一度も実施されておらず、監査時点（平成30年９月末）においても実
施予定がなかった。
［２］情報セキュリティ実施手順で外部委託業者における情報セ
（副本管理支援システム【福祉局】【こども青少年局】）
キュリティ対策の実施状況の確認内容や確認方法等を定め、5月24日
システム所管部署は、当該システムの実施手順を作成しておらず、外 及び27日に立入検査を実施し確認を行った。
部委託業者に対する情報セキュリティに係る定期的な評価についての規
定がないため、実態としてその評価が行われていなかった。
（保健管理システム及び衛生管理システム【健康局】）
実施手順では、情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定期的
な確認は規定されていたが、具体的な実施要領が定められていなかっ
た。そのため実施内容は口頭確認に留まっており、情報セキュリティ対
策の実施状況の定期的確認の実施を示す証跡はなかった。
（幼稚園就園助成システム【こども青少年局】）
実施手順では、外部委託業者の情報セキュリティ対策の運用状況につ
いて年に１回確認、調査を行い、また必要に応じて管理記録簿等の提示
を求め、作業場所への立入検査を行うと規定されていたが、実施されて
いなかった。
[改善勧告]
当該システムの業務管理者は、本市対策基準にのっとり外部委託業者
が実施する運用・保守業務に係る情報セキュリティ上のリスクを再認識
し、次のとおり情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定期的な
評価を行うこと。
1.２システム（特養入所待機者管理システム及び副本管理支援システ
ム）の業務管理者は、委託元として定期的に外部委託業者に対する情報
セキュリティ対策の実施状況を確認することを実施手順に盛り込むこ
と。
【福祉局及びこども青少年局】
2.４システム（特養入所待機者管理システム、副本管理支援システム、
保健・衛生管理システム及び幼稚園就園助成システム）の業務管理者
は、外部委託業者に対する情報セキュリティ対策の実施状況の確認内容
や確認方法等を定め、確実に実施すること。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】

【副本管理支援システム】
［１］セキュリティ実施手順を作成し、3月29日施行。
施行後、関係者へ周知を図った。
［２］外部委託業者における情報セキュリティ対策の実施状況につ
いて、1月29日立入検査を実施し確認を行った。

39

措置分類

措置日

【特養】
措置済

【特養】
［１］・［２］
令和元年5月31日

【副本】
措置済

【副本】
［１］
平成31年3月29日
［２］
平成31年1月29日

指摘№

指摘等の概要
外部委託業者が実施する運用・保守業務の品質管理体制について改善を求めた
もの
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
次のとおり５システム全てにおいて、運用・保守業務の品質管理体制が十分
でない状況が認められた。

3(3)

（生活保護版レセプト管理システム【福祉局】）
運用手順書によれば、運用・保守業務は外部委託業者にて作成される帳票で
実施されるとしているものの、実際に実施される作業計画・作業完了の委託元
への報告や委託元の承認手続きなどについての運用手順が具体的に定められて
いなかった。
また、システム停止時の目標復旧時間を設定しているにもかかわらず、外部
委託業者との間でＳＬＡが締結されておらず、保守業務仕様書にも当該事項が
明記されていなかった。
（特養入所待機者管理システム【福祉局】）
運用・保守業務におけるプログラム変更についての事務手続きが文書化され
ておらず、業務管理者による承認や確認が行われていなかった。また本番環境
での運用・保守作業にあたって、当該業者の責任者並びにサーバ等管理者の承
認記録はなかった。
（副本管理支援システム【福祉局】【こども青少年局】）
運用・保守業務におけるプログラム変更について、事務手続きが文書化され
ておらず、実際に実施される作業計画・作業完了の委託元への報告や委託元の
承認手続きなどが整備されていなかった。
また外部委託業者のプロジェクト計画書では、外部委託業者との間でＳＬＡ
の定義（目標復旧時間）を行い、外部委託業者は実績を分析評価し、評価基準
の見直し要否を検討するとしていたものの、平成29年度以降においてその報告
が行われていなかった。
（保健・衛生管理システム【健康局】）
運用・保守業務におけるプログラム変更については、事務手続きが文書化さ
れておらず、作業計画及び作業完了に係る本市及び外部委託業者の保守責任者
の承認記録がないものがあった。
また当該システムには月ごとに評価すべきＳＬＡ項目がありながら、外部委
託業者からは月ごとではなく半年分まとめて評価報告となっていた。
（幼稚園就園助成システム【こども青少年局】）
外部委託業者による本番環境での作業について、サーバ等管理者による作業
計画や作業完了の承認や確認は行われておらず、またそれらの作業記録が作成
されていなかった。
[改善勧告]
当該システムの業務管理者等は、外部委託業者が実施する運用・保守業務の
品質に係るリスクを再認識し、次のとおり外部委託管理の改善を図ること。
1.５システムの業務管理者及びサーバ等管理者（スタンドアロンシステムの場
合は端末機管理者）は、本市対策基準にのっとりプログラム変更をはじめとし
た外部委託業者が実施する運用・保守業務に係る手続を整備し、作業計画や作
業結果の承認・確認を適時に実施すること。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】
2.３システム（生活保護版レセプト管理システム、副本管理支援システム及び
保健・衛生管理システム）の業務管理者は、ＳＬＡの設定やその運用の徹底を
はかり、外部委託業者の運用サービスレベルの維持・向上につなげること。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

【生活保護版レセプト管理システム】
［１］［２］運用・保守業務に係る手続き及びＳＬＡについては、
保守委託業者と協議し、保守計画書に明記し、作業計画や作業結果
の承認及び確認を適時に行うよう改善を行った。
【レセ管】
また、SLAの達成状況について、生活保護等版レセプト管理システム
措置済
保守業務委託の仕様書に、運用保守定例会（四半期ごとの定例会
議）にて稼働状況報告書で報告するよう明記し、７月２日に報告を
受けた。

【レセ管】
令和元年7月2日

【特養入所待機者管理システム】
［１］運用・保守業務に係るプログラム変更等については、業務管
理者による承認・確認を文書として残しておらず、「作業計画書兼
作業結果報告書」で管理をしていたため、運用・保守業務に係る
「作業依頼等手順書」を作成し、「定例決裁簿」を設定して作業計
画や作業結果の承認及び確認を適時に行うよう改善を行った。

【特養】
平成31年3月20日

【特養】
措置済

【副本管理支援システム】
［１］運用・保守業務に係る手続きについて、作業内容の承認・確
認を適時できるよう作業計画書兼結果報告書の作成を行った。
［２］外部委託業者に対しＳＬＡの達成状況について、定例会議
（四半期ごと）にて報告及び年度ごとにサービスレベルの評価につ
いて評価基準の見直し要否の検討などプロジェクト計画書どおりの
作業を行うよう指示し、報告を受けた。
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【副本】
措置済

【副本】
［１］
平成31年1月21日
［２］
平成31年3月26日

指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

【レセ管】
措置済

【レセ管】
［１］［２］
平成30年12月14日

【副本】
措置済

【副本】
［１］［２］
令和元年7月11日

障害管理について改善を求めたもの
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
次のとおり４システムにおいて、障害記録の整備やその対応内容に改
善すべき状況が認められた。

4

（生活保護版レセプト管理システム【福祉局】）
システム障害において、メールのやりとりにて対応を行っているのみ
で、障害記録簿を作成しておらず、業務管理者による確認記録もなかっ
た。またメール内においても必要な記録が整備されていなかった。
（副本管理支援システム【福祉局】【こども青少年局】）
発生した障害については、外部委託業者からの３ヶ月ごとの障害一覧
表報告によって管理されており、業務管理者による適時の確認が行われ
ていなかった。また実際の障害において、障害原因の記載が単なる事象
の記述のみで、原因究明がなされていないケースがあった。
（保健・衛生管理システム【健康局】）
発生した障害を管理する障害報告書では業務管理者による適時の確認
が行われておらず、また、当該報告書には障害の原因及び再発防止策な
どの改善措置が記録されていなかった。
（幼稚園就園助成システム【こども青少年局】）
障害報告書には再発防止措置に係る記録がなく、当該報告書の発生原
因の記載は本質的な原因分析までには至っていなかった。また、当該報
告書では業務管理者による適時の確認が行われていなかった。
[改善勧告]
４システム（生活保護版レセプト管理システム、副本管理支援システ
ム、保健・衛生管理システム及び幼稚園就園助成システム）の業務管理
者は、本市対策基準にのっとり障害管理の重要性を再認識し、次のとお
り改善を図ること。
1.障害一覧表や障害報告書における記載内容について、外部委託業者と
の間で、具体的な取決めを行うことなどにより、障害記録の整備を行う
こと。
2.障害発生時の業務管理者の適時の確認が行われるよう仕組みを作るこ
と。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】

【生活保護版レセプト管理システム】
［１］［２］障害管理について、障害報告書の記載内容を課題管理
台帳に反映し、定例会議において外部委託事業者と協議した。
また、今回の指摘を踏まえ、障害発生時の業務管理者の確認記録
が残るように外部委託業者と協議のうえ、様式を改め、業務管理者
が適時の確認を行うこととした。
【副本管理支援システム】
［１］［２］障害管理について、引き続き障害一覧表での管理を行
うとともに、障害発生時に業務管理者が適時の確認ができるようト
ラブルレポートの作成及び事故処理マニュアルの改定を行った。ま
た、障害発生の原因究明については、トラブルレポートにより行う
こととする。
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指摘№

6

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

【生活保護版レセプト管理システム】
不正アクセス対策について改善を求めたもの
［１］アクセスログは取得していたが、定期的なログの分析は行わ
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
れていなかったため、情報セキュリティ実施手順に定期的に実施す
監査対象５システムにおいて、アクセスログは取得されていたが、定 ることを記載し、毎月確認している。
期的なログ分析については次の状況が認められた。
【副本管理支援システム】
■アクセスログの分析については、実施手順において月に１回実施する ［１］情報セキュリティ実施手順に定期的に（年１回）実施するこ
としていた幼稚園就園助成システムを含め、全てのシステムにおいて実 とを記載し、確認を行った結果、不正アクセスは認められなかっ
施されていなかった。
た。
■特養入所待機者管理システムにおいて、システム所管部署は当該業者
に対して、特権ＩＤを常時付与し、当該業者による本番環境へのリモー
ト接続が常時可能な状態でリモート保守させていたにもかかわらず、特
権ＩＤの付与ルールなどその利用に係る手続を定めておらず、またそれ
を用いた本番環境へのアクセスに係るログのモニタリングも実施してい
なかった。
［改善勧告］
1.５システムの業務管理者又はサーバ等管理者は、不正アクセスへのリ
スクを十分認識し、ＩＣＴ戦略室や運用・保守業務を担う外部委託業者
の協力を得るなどして、アクセスログの定期的な分析手法を構築すると
ともに、それを実施手順に反映させ定期的にログの分析を行う体制とす
ること。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】
2.特養入所待機者管理システムの業務管理者又はサーバ等管理者は、特
権ＩＤを利用したリモート保守に係るリスクを十分認識し、特権ＩＤの
付与手続やアクセスログのモニタリングなどに係る仕組みを構築し外部
委託業者に周知・徹底するなど、特権ＩＤの不正利用に対して予防的及
び発見的統制が適時・適切に実施されるよう検討・実施すること。
【福祉局】

【特養入所待機者管理システム】
［１］アクセスログについては、定期的な確認を行うよう改善し、
情報セキュリティ実施手順を改正し、定期的に（少なくとも年1回）
と記載し、ログ確認実施手順により分析手法を構築した。なお、確
認を行った結果、これまでのところ不正アクセスは認められなかっ
た。
［２］特権ＩＤを利用したリモート保守に係る不正利用について
は、特権ＩＤの付与手続を見直し、本市の事前承認やサーバログの
取得を特養入所待機者管理システムで行う機能や運用端末に生体認
証を導入し、作業計画書兼作業結果報告書や運用端末の操作ログ、
生体認証ログ等との確認を行う運用とした。また、防止対策として
特養入所待機者管理システムにワンタイムパスワード機能を導入
し、本市でパスワードを管理する仕組みを構築した。
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措置分類

措置日

【レセ管】
措置済

【レセ管】
［１］
平成31年4月1日

【副本】
措置済

【副本】
［１］
平成31年1月29日

【特養】
［１］
措置済
［２］
措置済

【特養】
［１］
令和元年5月31日
［２］
平成31年3月25日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第５号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等 福祉・保健等関連業務システム
所

管

所

属：健康局

通知を受けた日：令和元年9月9日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年9月6日

情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定期的な評価について改善を
求めたもの
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
次のとおり４システムにおいて、情報セキュリティに係る外部委託業者に
対する定期的な評価が実施されていない、又は十分でない状況が認められ
た。

3(2)

（特養入所待機者管理システム【福祉局】）
株式会社ニューロテックシステム並びに大阪市老人福祉施設連盟に対する
情報セキュリティに係る評価については、平成29年4月の再構築以降一度も実
施されておらず、監査時点（平成30年９月末）においても実施予定がなかっ
た。
（副本管理支援システム【福祉局】【こども青少年局】）
システム所管部署は、当該システムの実施手順を作成しておらず、外部委
託業者に対する情報セキュリティに係る定期的な評価についての規定がない
ため、実態としてその評価が行われていなかった。
（保健管理システム及び衛生管理システム【健康局】）
実施手順では、情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定期的な確
認は規定されていたが、具体的な実施要領が定められていなかった。そのた 【２】
外部委託業者に対する情報セキュリティ対策の実施状況の確認内
め実施内容は口頭確認に留まっており、情報セキュリティ対策の実施状況の
定期的確認の実施を示す証跡はなかった。
容や確認方法等を情報セキュリティ実施手順に定め、外部委託事業
（幼稚園就園助成システム【こども青少年局】）
者に対して情報セキュリティ対策の点検を実施した。
実施手順では、外部委託業者の情報セキュリティ対策の運用状況について
年に１回確認、調査を行い、また必要に応じて管理記録簿等の提示を求め、
作業場所への立入検査を行うと規定されていたが、実施されていなかった。
[改善勧告]
当該システムの業務管理者は、本市対策基準にのっとり外部委託業者が実
施する運用・保守業務に係る情報セキュリティ上のリスクを再認識し、次の
とおり情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定期的な評価を行うこ
と。
1.２システム（特養入所待機者管理システム及び副本管理支援システム）の
業務管理者は、委託元として定期的に外部委託業者に対する情報セキュリ
ティ対策の実施状況を確認することを実施手順に盛り込むこと。
【福祉局及びこども青少年局】
2.４システム（特養入所待機者管理システム、副本管理支援システム、保
健・衛生管理システム及び幼稚園就園助成システム）の業務管理者は、外部
委託業者に対する情報セキュリティ対策の実施状況の確認内容や確認方法等
を定め、確実に実施すること。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年8月14日

不正アクセス対策について改善を求めたもの
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
監査対象５システムにおいて、アクセスログは取得されていた
が、定期的なログ分析については次の状況が認められた。
■アクセスログの分析については、実施手順において月に１回実施
するとしていた幼稚園就園助成システムを含め、全てのシステムに
おいて実施されていなかった。
■特養入所待機者管理システムにおいて、システム所管部署は当該
業者に対して、特権ＩＤを常時付与し、当該業者による本番環境へ
のリモート接続が常時可能な状態でリモート保守させていたにもか
かわらず、特権ＩＤの付与ルールなどその利用に係る手続を定めて
おらず、またそれを用いた本番環境へのアクセスに係るログのモニ
タリングも実施していなかった。
6
［改善勧告］
1.５システムの業務管理者又はサーバ等管理者は、不正アクセスへ
のリスクを十分認識し、ＩＣＴ戦略室や運用・保守業務を担う外部
委託業者の協力を得るなどして、アクセスログの定期的な分析手法
を構築するとともに、それを実施手順に反映させ定期的にログの分
析を行う体制とすること。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】
2.特養入所待機者管理システムの業務管理者又はサーバ等管理者
は、特権ＩＤを利用したリモート保守に係るリスクを十分認識し、
特権ＩＤの付与手続やアクセスログのモニタリングなどに係る仕組
みを構築し外部委託業者に周知・徹底するなど、特権ＩＤの不正利
用に対して予防的及び発見的統制が適時・適切に実施されるよう検
討・実施すること。
【福祉局】

【１】
アクセスログから特権ＩＤの委託事業者の使用状況を分析すると
ともに、侵害等がないかの分析を１か月毎に行うよう実施手順に反
映させ、最高情報セキュリティ責任者の承認を得て、定期的にログ
の分析を行う体制を整備した。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第５号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等 福祉・保健等関連業務システム
所

管

所

属：こども青少年局

通知を受けた日：令和元年11月25日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

【幼稚園就園助成システム】
国の制度変更により、就園助成制度が令和元年9月末で廃止となる
ことが決定し、本システムも令和元年度末で廃止予定である。整備
にかかる費用が発生するため、費用対効果も含め検討した結果、廃
止するシステムに費用をかけることは効果的でないことから、基本
設計書等の整備は行わないこととした。

措置済

（幼稚園）
令和元年9月30日

システムの基本設計書の整備を求めたもの
【福祉局及びこども青少年局に対して】
次のとおり２システムにおいてシステムの維持管理に必要とされる
基本設計書の整備が十分でなかった。

2

（特養入所待機者管理システム【福祉局】）
開発当初（平成24年４月本番稼働）の基本設計書が保管されておら
ず、保管されている平成29年４月の再構築時の基本設計書では一部に
不足が見られた。
（幼稚園就園助成システム【こども青少年局】）
構築時（平成19年７月本番稼働）の基本設計書は保管されていたも
のの、毎年のシステム改修時に設計書の更新作業を行っておらず、改
修の変更が反映されていなかった。
［改善勧告］
２システム（特養入所待機者管理システム及び幼稚園就園助成シス
テム）の業務管理者は、本市対策基準にのっとりＩＣＴ戦略室や外部
委託業者の協力を得るなどして、早急に基本設計書の整備を行うほ
か、システムの維持管理に必要な各種ドキュメントを洗い出しそれら
の整備を行うとともに人事異動時の引継ぎに備えておくこと。
【福祉局及びこども青少年局】
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

（副本）
［１］
令和元年7月16日

情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定期的な評価について
改善を求めたもの
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
次のとおり４システムにおいて、情報セキュリティに係る外部委託
業者に対する定期的な評価が実施されていない、又は十分でない状況
が認められた。

3(2)

（特養入所待機者管理システム【福祉局】）
株式会社ニューロテックシステム並びに大阪市老人福祉施設連盟に
対する情報セキュリティに係る評価については、平成29年4月の再構
築以降一度も実施されておらず、監査時点（平成30年９月末）におい
ても実施予定がなかった。
（副本管理支援システム【福祉局】【こども青少年局】）
システム所管部署は、当該システムの実施手順を作成しておらず、
外部委託業者に対する情報セキュリティに係る定期的な評価について
の規定がないため、実態としてその評価が行われていなかった。
（保健管理システム及び衛生管理システム【健康局】）
実施手順では、情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定期
的な確認は規定されていたが、具体的な実施要領が定められていな
かった。そのため実施内容は口頭確認に留まっており、情報セキュリ
ティ対策の実施状況の定期的確認の実施を示す証跡はなかった。
（幼稚園就園助成システム【こども青少年局】）
実施手順では、外部委託業者の情報セキュリティ対策の運用状況に
ついて年に１回確認、調査を行い、また必要に応じて管理記録簿等の
提示を求め、作業場所への立入検査を行うと規定されていたが、実施
されていなかった。
[改善勧告]
当該システムの業務管理者は、本市対策基準にのっとり外部委託業
者が実施する運用・保守業務に係る情報セキュリティ上のリスクを再
認識し、次のとおり情報セキュリティに係る外部委託業者に対する定
期的な評価を行うこと。
1.２システム（特養入所待機者管理システム及び副本管理支援システ
ム）の業務管理者は、委託元として定期的に外部委託業者に対する情
報セキュリティ対策の実施状況を確認することを実施手順に盛り込む
こと。
【福祉局及びこども青少年局】
2.４システム（特養入所待機者管理システム、副本管理支援システ
ム、保健・衛生管理システム及び幼稚園就園助成システム）の業務管
理者は、外部委託業者に対する情報セキュリティ対策の実施状況の確
認内容や確認方法等を定め、確実に実施すること。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】

【副本管理支援システム】
［１］情報セキュリティ実施手順を策定し、ICT戦略室の承認手続き
を完了した。
［２］情報セキュリティ実施手順に、外部委託業者における情報セ
キュリティ対策の実施状況について年１回確認及び調査を行うこ
と、その際は必要に応じて管理記録簿等の提示を求め、作業場所へ
の立ち入り検査を行うことを規定し、本市が実施状況の確認を確実
に実施することとした。
【幼稚園就園助成システム】
［２］外部委託業者にセキュリティポリシーについて書面にて提出
させた。また、年１回作業場所への立入検査を行うことで、情報セ
キュリティ対策が実施されているかを確認した。
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措置済

［２］
令和元年7月16日

措置済

（幼稚園）
［２］
令和元年7月9日

指摘№

4

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

障害管理について改善を求めたもの
【副本管理支援システム】
【福祉局、健康局及びこども青少年局に対して】
次のとおり４システムにおいて、障害記録の整備やその対応内容に ［１］［２］
・障害管理について、外部委託事業者と協議し、平成31年1月4日付
改善すべき状況が認められた。
けでプロジェクト計画書の改定を行い、障害管理の運用を改めた。
・平成31年度の運用保守業務委託より契約書の障害管理の内容を改
（生活保護版レセプト管理システム【福祉局】）
システム障害において、メールのやりとりにて対応を行っているの 定。
みで、障害記録簿を作成しておらず、業務管理者による確認記録もな ・トラブルレポートを使用して、現象の詳細、原因究明及び暫定対
処・本格対処について書面により報告を行い、業務管理者が随時の
かった。またメール内においても必要な記録が整備されていなかっ
確認を行う運用に改めた。業務管理者による適時の確認が可能とな
た。
るよう令和元年5月に外部委託業者と協議しトラブルレポートの様式
（副本管理支援システム【福祉局】【こども青少年局】）
発生した障害については、外部委託業者からの３ヶ月ごとの障害一 を作成、令和元年7月8日に情報セキュリティ実施手順及び事故処理
覧表報告によって管理されており、業務管理者による適時の確認が行 マニュアルを策定し、同月16日にICT戦略室の承認を経て、運用を開
われていなかった。また実際の障害において、障害原因の記載が単な 始した。
る事象の記述のみで、原因究明がなされていないケースがあった。
（保健・衛生管理システム【健康局】）
発生した障害を管理する障害報告書では業務管理者による適時の確
認が行われておらず、また、当該報告書には障害の原因及び再発防止
策などの改善措置が記録されていなかった。
（幼稚園就園助成システム【こども青少年局】）
障害報告書には再発防止措置に係る記録がなく、当該報告書の発生
原因の記載は本質的な原因分析までには至っていなかった。また、当
該報告書では業務管理者による適時の確認が行われていなかった。
[改善勧告]
４システム（生活保護版レセプト管理システム、副本管理支援シス
テム、保健・衛生管理システム及び幼稚園就園助成システム）の業務
管理者は、本市対策基準にのっとり障害管理の重要性を再認識し、次
のとおり改善を図ること。
1.障害一覧表や障害報告書における記載内容について、外部委託業者
との間で、具体的な取決めを行うことなどにより、障害記録の整備を
行うこと。
2.障害発生時の業務管理者の適時の確認が行われるよう仕組みを作る
こと。
【福祉局、健康局及びこども青少年局】

【幼稚園就園助成システム】
［１］本市情報セキュリティ対策基準に基づき、障害発生時に外部
委託業者から
①発生事象 ②調査結果 ③発生原因 ④発生箇所 ⑤修正内容
⑥修正確認 ⑦再発防止策
の項目を盛り込んだ報告書の雛形を作成し、障害発生時に対応でき
るようにした。
［２］障害原因及び処理の報告を受けるための障害記録簿をICT戦略
室様式を流用し、作成した。
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措置分類

措置日

措置済

（副本）
［１］［２］
令和元年7月16日

措置済

措置済

（幼稚園）
［１］
平成30年12月28日
［２］
平成30年12月28日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第６号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

社会福祉法人への補助金に関する事務

属：福祉局

通知を受けた日：令和元年9月20日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年8月15日

控除対象経費の確認について改善を求めたもの
今回調査を行ったところ、以下のとおり財産について控除対象と
なるか否かの仕訳が適正に行われていなかった事例が見受けられ
た。
おいて、「車両運搬具（約40万円）」、「器具及び備品(約700万
円)」、「ソフトウェア（約700万円）」については、平成28年度で
は控除対象としていたが、平成29年度では控除対象外となってい
た。

【福祉局】
控除対象財産の判別に誤りの可能性が見受けられた事例及び社会
あり、平成29年度については約1,500万円が控除対象となることで、 福祉充実残額の算定に係る留意事項について、具体的事例を集積
充実残額が約1,500万円減少することになる。
し、細部にわたる解釈についてもさらに習得することにより担当職
・ただし、本件については、結果として、充実残額の計算の特例に 員の理解を深めた。また、社会福祉法人に対し適切に指導するた
1(1）
より、年間事業活動経費を控除対象とすることにより、充実残額は め、令和元年度社会福祉法人・社会福祉施設指導監査説明会を行
発生していなかった。
い、後日、説明資料を市のホームページに掲載し共有化を図った。
現状のままでは、他の案件でも、社会福祉法人が間違った充実残
今後も引き続き充実残額の算定が円滑かつ適正に行われるよう、
額の算定をすることや、計算間違いが生じていても福祉局が発見で 担当職員および社会福祉法人に対して理解度を向上させるよう努め
きないことで、社会福祉事業等に本来再投下されるべき充実残額が ていく。
減少するなど市民が不利益を被るリスクがある。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
福祉局長は、充実残額の算定について、職員に対し正しく理解さ
せ、監理する社会福祉法人に対し適切に指導するとともに、研修を
行うなど、同算定についての法人側の理解度についても向上させる
よう努めること。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監31の第７号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

土木工事の不正防止に関する事務

属：水道局

通知を受けた日：令和元年11月８日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

１．
・当局では、今回の不適正施工について『大阪市水道局発注の工事
に係る不適正施工問題報告書』（平成31年3月20日公表）において不
適正施工の常態化に至った課題の分析並びに再発防止策を取りまと
めた。
・まず、不適正施工が常態化するに至った原因として、当局監督員
については、書類確認を補完する手段として現場巡視を実施してき
たものの「安全管理面中心の巡視」であったこと、新規採用や異動
で配置された職員に対し監督業務に関して指導・教育が行われてい
たものの、先輩職員個々の現場経験の伝達が中心であり「監督員の
知識習得の不統一」があったことがあげられる。
・こうした分析に基づき、再発防止策として現場巡視時のチェック
項目の充実・確認方法の具体化を行うとともに、新たに監督員とし
て配置された職員が未経験者でも理解できるよう、ISO22000水安全
マネジメントシステムに基づき配水管工事一連の工程に沿って業務
を見直すことで具体的な判断基準を設けた。
・この判断基準は3月末に監督員研修テキストに反映し、本年4月か
ら運用を開始した。

措置済

平成31年3月29日

不正工事に関する再発防止策を適切に実施するよう改善を求めたも
の
水道工事において再発防止策の取組状況を確認したところ、次の
（１）及び（２）の状況が認められた。

1

（１）埋戻土等の不正行為の再発防止策について
①施工管理の業務プロセスの中で工事品質を確保する上で重要な
ポイントを設定し、履行確認ができなければ次の工程に進ませない
こととする再発防止策について、どのような不備があれば次の工程
に進ませないとするのかの重要性の判断基準等がそれぞれの工程に
おいて定められていなかった。
②現場チェック回数を増やすことは施工業者に不正を働かせない
牽(けん)制効果があるため、現場チェックの頻度の増加を再発防止
策に入れていたが、現場によっては休日や夜間工事もあり、現場
チェックの頻度を一律に回数で設定することは困難であるとのこと
であった。また、監督職員にはできる限り現場巡視を行うよう指示
されていたものの、現場チェックの頻度を把握する仕組みとなって
いなかった。
さらに、監督職員が施工業者に工事を実施しているかの連絡を事
前に入れて現場チェックに行くこともあり、抜き打ち効果が十分に
期待できない場合もあった。
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指摘№

1

指摘等の概要

（２）外部からの通報に対する対応について
今回の監査で、外部からの通報に対する不十分な対応についての
再発防止策を確認したところ、大阪市水道局の統括的リスク管理強
化に関する基本方針を定め、大阪市水道局内部統制基本規程の一部
を改正した」とのことであった。
上記基本方針では、「情報を組織内で共有しつつ所定のルールに
のっとって速やかに調査・対応を行い、必要に応じて内外に報告す
るなど、適宜適切に説明責任を果たし、かつ効果的な再発防止を講
じることのできる自浄能力の高い自律的なリスク体制を構築しなけ
ればならない。」とされている。
しかし、上記基本方針の策定（平成30年５月）から６か月経った
現在においても、外部から寄せられた情報を組織内で共有する方法
や所定のルールについて、具体的に定められていなかった。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年9月30日

２．
・現場巡視について抜き打ち効果が期待できる効率的かつ効果的な
現場チェックを行うため、巡視の頻度や使用する巡視報告書の様
式、結果の共有・対応等について定めた『水道センター配水管工事
グループ 監督員現場巡視要領』（以下、「要領」という）を策定
した。
・要領では、監督員間での情報共有、管理職員による確認・指導等
マネジメントにも重点を置き、巡視回数や指摘事項、改善状況を会
議で報告・共有することのほか、監督員の知識向上、メリハリのあ
る現場巡視を目的とした「重点確認項目の設定」を行うこととし
た。
・加えて、改善勧告１．の措置として実施した業務の見直しに基づ
き、どの段階でどのようなリスクが存在するかを明らかにした上
で、それらのリスクが現場巡視報告書の点検項目に反映されている
かの精査を行うとともに、判断基準も盛り込むなどして、現場巡視
報告書を改訂した。
・この「要領」については、3月末に監督員研修テキストへ反映さ
せ、4月から運用を開始した。
・現場チェックの実施状況は水道センター監督員、管理職が参加す
る施工監理会議で報告するとともに、センター所長及び技術系管理
部門のメンバーが参加して月例で開催している工事係長会議におい
ても報告を行い、その状況や効果について確認・検証した。
・9月末時点では、これまでの現場巡視実施状況を総括して、他の再
発防止策とともに、水道センター統括担当部長及びセンター所課長
メンバーが参加する水道センター部課長会議において報告を行い、
効果検証を行った。
・工事係長会議では、これまでに現場で発生した事故や監査指摘の
他、監督員の知識向上が必要と思われる事項を抽出、検討し、翌月
の現場チェックにおける重点確認項目として、現場巡視報告書に
チェック項目を追加するとともに、必要な知識について施工管理会
議で研修を行った。
・これらの取り組みは4月以降継続的に実施できており、巡視要領に
定めた頻度による現場チェックの実施や、月毎に変わる重点確認項
目による施工業者へのけん制効果等により、これまで不正行為等は
確認されていない。
・今後も引き続き、同取り組みを継続していく。
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指摘№

1

指摘等の概要

[改善勧告]
1.水道局は、工事施工の履行に関する具体的な判断基準等を定め実
行すること。
2.水道局は、現場チェックに関して抜き打ち効果が期待できる頻度
や具体的な方法を策定し、監督業務に従事する全職員に周知するこ
と。併せて、その頻度増加状況の把握及び効果も検証すること。
3.水道局は、外部からの通報に対してその情報を組織内で共有する
方法やルールを設定し適宜モニタリングを行い、必要に応じて改善
するなどしてその仕組みが効果的、効率的に機能するよう取り組む
こと。
4.水道局は、再発防止策全般について適宜その有効性を検証し、必
要に応じて改善するなど、より実効性のある取組を進めること。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

３．
・水道局では市民・お客さまの安心安全に向けたリスクマネジメン
ト及び局の内部統制を強化するため、平成30年５月25日付けで「大
阪市水道局の統括的リスク管理強化に関する基本方針」を策定する
とともに、当局の内部統制基本規程等の一部を改正するなど関係規
定を整備した。
・具体的には、業務上のリスクに関わる事案が確認された際に情報
を集中管理し、重要事項に迅速かつ機動的に対応するための「統括
リスク管理会議」（主要局部長等）、その下に局横断的に検討・対
策するため、リスク事象に関する調査分析や予防的対策の策定等を
迅速に行う専門的組織として「タスクフォース」（関係部課長等）
の設置などを定めており、既に局内全職員に周知して運用している
ところである。
・今回の勧告を踏まえ当局のリスク管理体制をさらに補強するた
め、外部から寄せられた業務に関する情報を漏れなく確実に共有す
るための仕組み・ルールをより具体的に定めることとし、当該情報
をすべて「統括リスク管理会議」に報告するための報告様式及びフ
ロー等をあらためて整備し、１月15日に局内周知を完了した。

措置済

平成31年1月15日

４．
・改善勧告２．の回答の他、これまでの取り組みについて、セン
ター所長及び技術系管理部門が参加する工事係長会議において検証
を行った。
・また、9月末時点の状況については、水道センター統括担当部長及
びセンター所課長メンバーが参加する水道センター部課長会議にお
いて報告を行い、効果検証を行った。
・有効性を検証していく中では、不正工事の再発防止に関するこれ
までの取り組みが有効に機能していることが確認された。
・一方で、不正工事の防止において重要な管理点である、二次本復
旧着手前の埋戻材料出荷証明書確認では、係長や所長による確認が
ルール化されていないことが判明するなど、改善の余地があったこ
とから、水道センター監督員、管理職員が参加する施工監理会議で
レビューできるよう改善を行った。
・今後、検証により判明した内容について改善策を検討し実施に移
していくとともに、同様の取り組みを繰り返し行い、より実効性の
ある再発防止策となるよう進めていく。

措置済

令和元年9月30日
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第１号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所の人員マネジメント等

属：北区役所

通知を受けた日：令和元年５月27日
指摘№

指摘等の概要
地域支援業務に係る市内出張の記録について改善を求めたもの
【北区及び西淀川区に対して】
平成29年度に市民協働課等に所属する本市職員が出席した地域活動
協議会関連の会議に係る出張状況を確認したところ、北区及び西淀
川区において、地域での会議に出席するために出張を行っているも
のの市内出張命令が確認できないものがあった。

4(2)
[改善勧告]
1.２区は、いかなる業務においても、出張する際には勤務情報シス
テムにより出張を命令するなど、適正な手続を行うこと。
2.２区は、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。

措置内容又は措置方針等

1.出張に係る手続きの徹底について、２月に改めて所属内周知を行
い、５月分について確認したところ適正な手続きであることを確認
した。
2.監査対象となっていない区の総務課長宛て通知により情報共有を
図った。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年6月18日

指摘№

５

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

1.受託事業者から納入成果物の提出を受けていたが、一部要員育成
に関する詳細な報告書（研修内容や参加人数等）の提出を受けてい
なかったため受託事業者に平成31年2月7日に指示を行い、平成31年3
月7日に報告を受けた。
2.受託事業者と双方で平成31年2月7日に確認を行った。
3.令和元年8月20日に区役所住民情報事務所管課長会を通じて上記の
内容を共有し、監査対象となっていない区においても同様の事態が
生じないように情報連携を図った。

措置済

令和元年8月20日

業務委託仕様書に定めた納入成果物の確認について改善を求めたも
の
【北区、西淀川区、東成区及び平野区に対して】
４区の仕様書に基づく納入成果物の提出状況等を確認したところ、
以下のような事実が確認された。
・提出された納入成果物は、区役所の管理監督者による決裁・供覧
等がなされていなかった。
・「業務マニュアル」について、業務ごとにどのような作業を行う
のかなど具体的な作業・取扱方法などをわかりやすく記載したもの
を受託事業者が提出していないにもかかわらず、区役所はそのまま
受領していた。
・「要員育成報告書」について、業務に必要な研修等が行われてい
るかを確認できる証跡を受託事業者が提出していないにもかかわら
ず、区役所はそのまま受領していた。
・「月次報告」として報告すべき内容と規定された業務実績やサー
ビス水準達成状況、業務確認事項管理票等のうち、受託事業者が業
務確認事項管理票を提出していないにもかかわらず、区役所は提出
を求めていなかった。また、月次定例会議等の議事録が作成されて
いなかった。
・受託事業者が「年次報告」を提出していないにもかかわらず、区
役所は提出を求めていなかった。
・「年次報告」として報告すべき内容と規定されたもののうち、業
務実績報告について、今年度の実績として月別の業務ごとの件数で
はなく、全体の件数のみが記載されたものを受託事業者が提出して
いるにもかかわらず、区役所はそのまま受領していた。
・「年次報告」における要員の育成状況報告について、要員育成状
況のわかる証跡を受託事業者が提出していないにもかわらず、区役
所はそのまま受領していた。
業務・実施手順や手法、運営上の留意点等サービス水準の維持・向
上に欠かせない定型的事項等が具体的かつ明確に記載された業務引
継ぎ書ではなく、チェックリストのみを前期の受託事業者が提出し
ているにもかかわらず、区役所はそのまま受領していた。

[改善勧告]
1.４区は、仕様書に基づき、受託事業者へ納入成果物の提出を求め
ること。また、西淀川区は、受託事業者との月次定例会議等を行っ
た際は、議事録を作成すること。
2.４区は、受託事業者から納入成果物の提出を受けた際は、仕様書
に基づき報告させるべき内容が記載されているか確認するととも
に、仕様書の規定を満たしていない場合は、受託事業者に記載すべ
き内容を指示し、再提出させること。
3.４区は、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。
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指摘№

指摘等の概要

サービス水準の見直し等について改善を求めたもの
【北区、西淀川区、東成区及び平野区に対して】
（サービス水準の見直し）
・年度途中で必要に応じて見直しを行ったり、月次定例会議でサー
ビス水準達成状況報告及び課題の共有等を行ったりしているもの
の、４区において、年度末に、１年間の実績等を踏まえ、受託事業
者との間で合意書の内容について協議等は行われていなかった。
（サービス要求水準に達していない場合の勧告等）
・北区及び西淀川区において、サービス要求水準に達していないに
もかかわらず、必要な改善の勧告を行っていなかった。
・必要な改善の勧告を行ったことを書面で確認することはできな
かった。また、改善措置を講じた結果報告書について、係長級のみ
の承認となっており、決裁権者による確認が行われていなかった。
６

[改善勧告]
1.４区は、サービス水準について、重要性を認識し、仕様書に記載
のとおり年度末に１年間の実績を踏まえ、次年度の設定項目やその
達成度、測定方法等について受託事業者と協議を行い、必要に応じ
て見直し・変更を行うこと。
2.北区及び西淀川区は、サービス要求水準に達していない場合、書
面により、受託事業者に対して必要な改善を勧告し、改善措置の結
果報告を受けること。
3.東成区は、サービス要求水準に達していない場合、書面により、
受託事業者に対して必要な改善を勧告し、改善措置の結果報告を受
けた際は、決裁権者による確認を行うこと。
4.４区は、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。

措置内容又は措置方針等

1.今回の指摘を受け、31年度に向け平成31年3月7日に受託事業者と
協議を行い、サービス水準の見直しや変更が必要かどうか検討を
行った。
2.業務仕様書によると、サービス要求水準に達しない場合は、「本
市は受注者に対し必要な改善を勧告できる・・・」としていること
から、勧告するまでには至っていなかったが、平成30年度第3四半期
分がサービス要求水準に達していなかったため、平成31年2月27日に
勧告を実施し、同3月7日に改善措置の報告を受けた。
4.令和元年8月20日に区役所住民情報事務所管課長会を通じて上記の
内容を共有し、監査対象となっていない区においても同様の事態が
生じないように情報連携を図った。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年8月20日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第１号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所の人員マネジメント等

属：西淀川区役所

通知を受けた日：令和元年10月７日
指摘№

4(２)

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

地域支援業務に係る市内出張の記録について改善を求めたもの
【北区及び西淀川区に対して】
平成29年度に市民協働課等に所属する本市職員が出席した地域活動協
【１】
議会関連の会議に係る出張状況を確認したところ、北区及び西淀川区
・地域支援課を含む全課に対し、出張する際には勤務情報システム
において、地域での会議に出席するために出張を行っているものの市
による出張命令等、適正な手続きを行うよう周知し取り扱いを開始
内出張命令が確認できないものがあった。
するとともに、５月分について確認したところ適正な手続きである
ことを確認した。
[改善勧告]
【２】
1.２区は、いかなる業務においても、出張する際には勤務情報システ
・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
ムにより出張を命令するなど、適正な手続を行うこと。
い区においても同様の事態が生じないように情報連携を図った。
2.２区は、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。
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措置分類

措置日

措置済

令和1年6月18日

指摘№

５

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

業務委託仕様書に定めた納入成果物の確認について改善を求めたもの
【北区、西淀川区、東成区及び平野区に対して】
４区の仕様書に基づく納入成果物の提出状況等を確認したところ、以
下のような事実が確認された。
・提出された納入成果物は、区役所の管理監督者による決裁・供覧等
がなされていなかった。
・「業務マニュアル」について、業務ごとにどのような作業を行うの
かなど具体的な作業・取扱方法などをわかりやすく記載したものを受
託事業者が提出していないにもかかわらず、区役所はそのまま受領し
ていた。
・「要員育成報告書」について、業務に必要な研修等が行われている
かを確認できる証跡を受託事業者が提出していないにもかかわらず、
区役所はそのまま受領していた。
・「月次報告」として報告すべき内容と規定された業務実績やサービ
ス水準達成状況、業務確認事項管理票等のうち、受託事業者が業務確
認事項管理票を提出していないにもかかわらず、区役所は提出を求め
ていなかった。また、月次定例会議等の議事録が作成されていなかっ
た。
・受託事業者が「年次報告」を提出していないにもかかわらず、区役
所は提出を求めていなかった。
・「年次報告」として報告すべき内容と規定されたもののうち、業務
実績報告について、今年度の実績として月別の業務ごとの件数ではな
く、全体の件数のみが記載されたものを受託事業者が提出しているに
もかかわらず、区役所はそのまま受領していた。
・「年次報告」における要員の育成状況報告について、要員育成状況
のわかる証跡を受託事業者が提出していないにもかわらず、区役所は
そのまま受領していた。
業務・実施手順や手法、運営上の留意点等サービス水準の維持・向上
に欠かせない定型的事項等が具体的かつ明確に記載された業務引継ぎ
書ではなく、チェックリストのみを前期の受託事業者が提出している
にもかかわらず、区役所はそのまま受領していた。

【１】
・受託事業者に対して、仕様書に基づく適切な納入成果物の提出を
求め、受託事業者から平成31年３月19日に提出された。
なお、平成30年12月からは、納入成果物を受領した際には供覧を
行っております。
また、平成30年12月からは、月次定例会議の議事録を作成してお
ります。
【２】
・受託事業者から納入成果物の提出を受けた際は、仕様書等に基づ
き報告させるべき内容が記載されているか確認するとともに、仕様
書の規定を満たしていない場合は、受託事業者に記載すべき内容を
指示し、再提出させることについて平成30年12月10日の定例会議に
おいて確認しました。
【３】
・令和元年8月20日に区役所住民情報事務所管課長会を通じて上記の
内容を共有し、監査対象となっていない区においても同様の事態が
生じないように情報連携を図りました。

措置済

令和元年８月20日

[改善勧告]
1.４区は、仕様書に基づき、受託事業者へ納入成果物の提出を求める
こと。また、西淀川区は、受託事業者との月次定例会議等を行った際
は、議事録を作成すること。
2.４区は、受託事業者から納入成果物の提出を受けた際は、仕様書に
基づき報告させるべき内容が記載されているか確認するとともに、仕
様書の規定を満たしていない場合は、受託事業者に記載すべき内容を
指示し、再提出させること。
3.４区は、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。
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指摘№

指摘等の概要
サービス水準の見直し等について改善を求めたもの
【北区、西淀川区、東成区及び平野区に対して】
（サービス水準の見直し）
・年度途中で必要に応じて見直しを行ったり、月次定例会議でサービ
ス水準達成状況報告及び課題の共有等を行ったりしているものの、４
区において、年度末に、１年間の実績等を踏まえ、受託事業者との間
で合意書の内容について協議等は行われていなかった。
（サービス要求水準に達していない場合の勧告等）
・北区及び西淀川区において、サービス要求水準に達していないにも
かかわらず、必要な改善の勧告を行っていなかった。
・必要な改善の勧告を行ったことを書面で確認することはできなかっ
た。また、改善措置を講じた結果報告書について、係長級のみの承認
となっており、決裁権者による確認が行われていなかった。

６

[改善勧告]
1.４区は、サービス水準について、重要性を認識し、仕様書に記載の
とおり年度末に１年間の実績を踏まえ、次年度の設定項目やその達成
度、測定方法等について受託事業者と協議を行い、必要に応じて見直
し・変更を行うこと。
2.北区及び西淀川区は、サービス要求水準に達していない場合、書面
により、受託事業者に対して必要な改善を勧告し、改善措置の結果報
告を受けること。
3.東成区は、サービス要求水準に達していない場合、書面により、受
託事業者に対して必要な改善を勧告し、改善措置の結果報告を受けた
際は、決裁権者による確認を行うこと。
4.４区は、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。

措置内容又は措置方針等

【１】
・サービス水準について、重要性を認識し、仕様書に記載のとお
り、１年間の実績を踏まえ、次年度の設定項目やその達成度、測定
方法等について受託事業者と平成31年３月19日に協議を行いまし
た。
【２】
・四半期毎にサービス要求水準が達していない場合、受託事業者に
対して必要な改善を勧告し、改善措置の結果について書面で報告を
受けます。
・平成30年度第4四半期について、サービス要求水準に達していない
ため、令和元年5月31日に改善勧告を行いました。
【４】
・令和元年8月20日に区役所住民情報事務所管課長会を通じて上記の
内容を共有し、監査対象となっていない区においても同様の事態が
生じないように情報連携を図りました。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年８月20日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第１号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所の人員マネジメント等

属：東成区役所

通知を受けた日：令和元年10月３日
指摘№

５

指摘等の概要

業務委託仕様書に定めた納入成果物の確認について改善を求めたもの
【北区、西淀川区、東成区及び平野区に対して】
４区の仕様書に基づく納入成果物の提出状況等を確認したところ、以下のよ
うな事実が確認された。
・提出された納入成果物は、区役所の管理監督者による決裁・供覧等がなさ
れていなかった。
・「業務マニュアル」について、業務ごとにどのような作業を行うのかなど
具体的な作業・取扱方法などをわかりやすく記載したものを受託事業者が提
出していないにもかかわらず、区役所はそのまま受領していた。
・「要員育成報告書」について、業務に必要な研修等が行われているかを確
認できる証跡を受託事業者が提出していないにもかかわらず、区役所はその
まま受領していた。
・「月次報告」として報告すべき内容と規定された業務実績やサービス水準
達成状況、業務確認事項管理票等のうち、受託事業者が業務確認事項管理票
を提出していないにもかかわらず、区役所は提出を求めていなかった。ま
た、月次定例会議等の議事録が作成されていなかった。
・受託事業者が「年次報告」を提出していないにもかかわらず、区役所は提
出を求めていなかった。
・「年次報告」として報告すべき内容と規定されたもののうち、業務実績報
告について、今年度の実績として月別の業務ごとの件数ではなく、全体の件
数のみが記載されたものを受託事業者が提出しているにもかかわらず、区役
所はそのまま受領していた。
・「年次報告」における要員の育成状況報告について、要員育成状況のわか
る証跡を受託事業者が提出していないにもかわらず、区役所はそのまま受領
していた。
業務・実施手順や手法、運営上の留意点等サービス水準の維持・向上に欠か
せない定型的事項等が具体的かつ明確に記載された業務引継ぎ書ではなく、
チェックリストのみを前期の受託事業者が提出しているにもかかわらず、区
役所はそのまま受領していた。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年8月20日

【１】
・年次報告について、月次の定例会の中で年間の振り返りを行って
いたものの、成果物としての年次報告書の提出を求めていなかった
為、今年度分の年次報告に向け、受託業者に報告書の作成の指示を
行い、平成31年4月23日に提出された。
【２】
・納入成果物の提出を受けた際は、仕様書等に基づき報告させるべ
き内容が記載されているか確認するとともに、内容につき不十分な
場合、記載すべき内容を指示し再提出させることについて、平成31
年1月17日の定例会において確認した。
【３】
・令和元年8月20日に区役所住民情報事務所管課長会を通じて上記の
内容を共有し、監査対象となっていない区においても同様の事態が
生じないように情報連携を図りました。

[改善勧告]
1.４区は、仕様書に基づき、受託事業者へ納入成果物の提出を求めること。
また、西淀川区は、受託事業者との月次定例会議等を行った際は、議事録を
作成すること。
2.４区は、受託事業者から納入成果物の提出を受けた際は、仕様書に基づき
報告させるべき内容が記載されているか確認するとともに、仕様書の規定を
満たしていない場合は、受託事業者に記載すべき内容を指示し、再提出させ
ること。
3.４区は、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。
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指摘№

指摘等の概要

サービス水準の見直し等について改善を求めたもの
【北区、西淀川区、東成区及び平野区に対して】
（サービス水準の見直し）
・年度途中で必要に応じて見直しを行ったり、月次定例会議でサー
ビス水準達成状況報告及び課題の共有等を行ったりしているもの
の、４区において、年度末に、１年間の実績等を踏まえ、受託事業
者との間で合意書の内容について協議等は行われていなかった。
（サービス要求水準に達していない場合の勧告等）
・北区及び西淀川区において、サービス要求水準に達していないに
もかかわらず、必要な改善の勧告を行っていなかった。
・必要な改善の勧告を行ったことを書面で確認することはできな
かった。また、改善措置を講じた結果報告書について、係長級のみ
の承認となっており、決裁権者による確認が行われていなかった。
６

[改善勧告]
1.４区は、サービス水準について、重要性を認識し、仕様書に記載
のとおり年度末に１年間の実績を踏まえ、次年度の設定項目やその
達成度、測定方法等について受託事業者と協議を行い、必要に応じ
て見直し・変更を行うこと。
2.北区及び西淀川区は、サービス要求水準に達していない場合、書
面により、受託事業者に対して必要な改善を勧告し、改善措置の結
果報告を受けること。
3.東成区は、サービス要求水準に達していない場合、書面により、
受託事業者に対して必要な改善を勧告し、改善措置の結果報告を受
けた際は、決裁権者による確認を行うこと。
4.４区は、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。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年8月20日

【１】
・サービス水準の重要性を十分に認識し、業務を遂行しているとこ
ろであるが、一方で、サービス水準の見直しについては、仕様書に
おいて、年度ごとに必要に応じて見直しを検討するべきものとされ
ている。これに沿って、1年間の実績を踏まえ、令和元年6月1日に
サービス水準（標準処理時間）の見直しを行いました。
【３】
・サービス水準が達成されていない場合の対応については、仕様書
のとおり勧告を行い、受託業者から書面による報告を提出させたと
ころであるが、今後は、勧告を行ったことをより明確に行う観点か
ら、サービス水準に達していないことが起これば、書面により勧告
を行い、改善措置などの報告を受け、決裁権者の確認を行うことと
する。
なお、決裁権者までの確認が出来ていなかったものにつき、事後で
はあるが平成30年12月20日に確認を行った。
【４】
・令和元年8月20日に区役所住民情報事務所管課長会を通じて上記の
内容を共有し、監査対象となっていない区においても同様の事態が
生じないように情報連携を図りました。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第１号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所の人員マネジメント等

属：平野区役所

通知を受けた日：令和元年９月30日
指摘№

５

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

1・2.改善勧告にある「納入成果物の提出を求めること」について、
平野区では月次報告書により内容確認していたが、要員計画にかか
る実施内容（研修方法や参加人数等）の記録についても書面で報告
するよう受託事業者へ提出を求め、平成31年3月31日に受託事業者か
ら納入成果物の提出を受け、内容について仕様書の規定を満たして
いることを確認しました。
3.令和元年8月20日に区役所住民情報事務所管課長会を通じて上記の
内容を共有し、監査対象となっていない区においても同様の事態が
生じないように情報連携を図りました。

措置済

令和元年8月20日

業務委託仕様書に定めた納入成果物の確認について改善を求めたもの
【北区、西淀川区、東成区及び平野区に対して】
４区の仕様書に基づく納入成果物の提出状況等を確認したところ、以下のよ
うな事実が確認された。
・提出された納入成果物は、区役所の管理監督者による決裁・供覧等がなさ
れていなかった。
・「業務マニュアル」について、業務ごとにどのような作業を行うのかなど
具体的な作業・取扱方法などをわかりやすく記載したものを受託事業者が提
出していないにもかかわらず、区役所はそのまま受領していた。
・「要員育成報告書」について、業務に必要な研修等が行われているかを確
認できる証跡を受託事業者が提出していないにもかかわらず、区役所はその
まま受領していた。
・「月次報告」として報告すべき内容と規定された業務実績やサービス水準
達成状況、業務確認事項管理票等のうち、受託事業者が業務確認事項管理票
を提出していないにもかかわらず、区役所は提出を求めていなかった。ま
た、月次定例会議等の議事録が作成されていなかった。
・受託事業者が「年次報告」を提出していないにもかかわらず、区役所は提
出を求めていなかった。
・「年次報告」として報告すべき内容と規定されたもののうち、業務実績報
告について、今年度の実績として月別の業務ごとの件数ではなく、全体の件
数のみが記載されたものを受託事業者が提出しているにもかかわらず、区役
所はそのまま受領していた。
・「年次報告」における要員の育成状況報告について、要員育成状況のわか
る証跡を受託事業者が提出していないにもかわらず、区役所はそのまま受領
していた。
業務・実施手順や手法、運営上の留意点等サービス水準の維持・向上に欠か
せない定型的事項等が具体的かつ明確に記載された業務引継ぎ書ではなく、
チェックリストのみを前期の受託事業者が提出しているにもかかわらず、区
役所はそのまま受領していた。

[改善勧告]
1.４区は、仕様書に基づき、受託事業者へ納入成果物の提出を求めること。
また、西淀川区は、受託事業者との月次定例会議等を行った際は、議事録を
作成すること。
2.４区は、受託事業者から納入成果物の提出を受けた際は、仕様書に基づき
報告させるべき内容が記載されているか確認するとともに、仕様書の規定を
満たしていない場合は、受託事業者に記載すべき内容を指示し、再提出させ
ること。
3.４区は、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。

60

指摘№

指摘等の概要

サービス水準の見直し等について改善を求めたもの
【北区、西淀川区、東成区及び平野区に対して】
（サービス水準の見直し）
・年度途中で必要に応じて見直しを行ったり、月次定例会議でサー
ビス水準達成状況報告及び課題の共有等を行ったりしているもの
の、４区において、年度末に、１年間の実績等を踏まえ、受託事業
者との間で合意書の内容について協議等は行われていなかった。
（サービス要求水準に達していない場合の勧告等）
・北区及び西淀川区において、サービス要求水準に達していないに
もかかわらず、必要な改善の勧告を行っていなかった。
・必要な改善の勧告を行ったことを書面で確認することはできな
かった。また、改善措置を講じた結果報告書について、係長級のみ
の承認となっており、決裁権者による確認が行われていなかった。
６

[改善勧告]
1.４区は、サービス水準について、重要性を認識し、仕様書に記載
のとおり年度末に１年間の実績を踏まえ、次年度の設定項目やその
達成度、測定方法等について受託事業者と協議を行い、必要に応じ
て見直し・変更を行うこと。
2.北区及び西淀川区は、サービス要求水準に達していない場合、書
面により、受託事業者に対して必要な改善を勧告し、改善措置の結
果報告を受けること。
3.東成区は、サービス要求水準に達していない場合、書面により、
受託事業者に対して必要な改善を勧告し、改善措置の結果報告を受
けた際は、決裁権者による確認を行うこと。
4.４区は、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。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年8月20日

1.サービス水準について、仕様書に基づき、平成30年度の年次報告
の提出を受けて平成31年4月26日に受託事業者と協議を行い、サービ
ス水準の見直し・変更を行いました。

4.令和元年8月20日に区役所住民情報事務所管課長会を通じて上記の
内容を共有し、監査対象となっていない区においても同様の事態が
生じないように情報連携を図りました。
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監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監１の第２号
監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等

防災訓練に関する事務

所 管 所 属：北区
通知を受けた日：令和元年７月25日
指摘№

2

指摘等の概要
津波避難施設（津波避難ビル）の確保等について改善を求めたもの
【危機管理室、北区、此花区、大正区及び淀川区に対して】
・北区、此花区、大正区及び淀川区においては、区全体の津波避難
ビルの充足率はいずれも100％を超えているものの、区内の地域ごと
に見ると充足率を満たさず偏在が発生している状況が見受けられ
た。
・各区における津波避難ビルにおける看板又はステッカー等の掲示
状況を確認したところ、いずれの区においても、看板又はステッ
カー等の掲示を行っていない施設、剥がれかけている施設、稼働時
間（時間指定）の掲示がない施設が見受けられた。
・また、津波避難ビルの所有者と締結している協定書においては看
板又はステッカー等の掲示は義務化されていないことに加え、現地
での確認によれば看板又はステッカー等については視認性が良好と
はいえない状況であった。
・一方、区によると、津波避難ビルの所有者にとっては、地域住民
等の避難については一定理解しているものの、看板又はステッカー
等の掲示による関係者以外の建物への不法侵入について懸念を持っ
ている所有者も見受けられることから、ステッカー等の掲示につい
て強制することができないとのことであった。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
1.北区、此花区、大正区及び淀川区は、津波避難ビルの確保につい
て地域偏在が発生している状況を踏まえ、より一層周知や働きかけ
を行うなど津波避難ビルの確保に努めること。
2.北区、此花区、大正区及び淀川区は、津波避難ビルにおける看板
又はステッカー等の掲示について定期的な確認を行うこと等によ
り、徹底すること。
3.４区は、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.危機管理室は、津波避難ビルにおける看板又はステッカー等の視
認性の改善及び協定書の記載内容について検討し、実践すること。
また、津波避難ビル所有者側の協力が得られるよう、方策等につい
て検討すること。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年6月15日

2.津波避難ビルステッカーについては、6月20日までに一旦掲示がさ
れているかは確認済み。
今後は、青色防犯パトロールを活用する等、定期的な確認を行うこ
ととし、半年に1回程度は、津波避難ビルステッカーの掲示を定期的
に確認することを取り決めた。

措置済

令和元年6月20日

3.制度所管所属や区長会議等を通じて、監査対象となっていない区
との情報連携を図る。

措置済

令和元年7月12日

1.令和元年6月15日付けで、新たに区内の分譲マンションが津波避難
ビルに指定された。今後、マンションコミュニティ支援事業を通じ
て、分譲マンションへも働き掛けを強化する体制が整い、また市と
包括連携協定を締結する予定となっている郵便局（区内の33郵便
局）が協力していただけることとなり、区内の民間企業と関わりが
多い地元の郵便局の協力を得ながら津波避難ビルの確保に努める体
制を確立することができた。
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指摘№

4(1)

指摘等の概要
直近参集者への研修及び訓練の実施について
直近参集者の実参集人員を踏まえた防災訓練について改善を求めた
もの
【北区、此花区、大正区、天王寺区、淀川区及び生野区に対して】
・今回監査を実施した６区の平成30年６月18日に起こった大阪府北
部地震における直近参集者の参集状況を確認したところ、参集率に
ついては42.1％から69.2％であった。
・区の説明によると、通勤途上に発災した場合の参集先が定められ
ていないため自所属に出勤した職員が多数いたことが参集状況が悪
くなっている主な原因とのことであるが、危機管理室において算出
している各区の直近参集者数については、職員の参集率を60.0％と
想定して算出しており、６区中５区については60.0％を満たしてい
ない状況であった。
・また、直近参集者が担うべき災害対策本部の設置業務等の優先順
位については災害応急対策にかかる職員マニュアル等により定めて
いるものの、直近参集者が少ない場合を想定した訓練等は実施され
ていなかった。
したがって、以下のとおり勧告する。

措置内容又は措置方針等

1.当区で作成しているマニュアルでは、「区役所に参集した順に2人
1組で庁舎の安全点検を行い、安全が確認でき次第、区役所地域課執
務室で情報収集や無線通信等の対応を行い、十分な要員（15人程
度）が参集すれば、会議室に区本部を設置する」と定めている。例
年、マニュアルに沿い、直近参集職員が少ないことも考慮した訓練
を実施している。今後も引き続き、この手法で訓練を行う。
2.制度所管所属や区長会議等を通じて、監査対象となっていない区
との情報連携を図る。

[改善勧告]
1. 各区は、大阪府北部地震における参集率を踏まえ、直近参集者が
少ない想定のもと優先 順位に基づく効果的な訓練についても検討
すること。
2.各区は、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。

63

措置分類

措置日

措置済

令和元年6月3日

措置済

令和元年7月12日

指摘№

4(2)

指摘等の概要
直近参集者への新任者向け研修時期について改善を求めたもの
【危機管理室、北区、大正区、天王寺区、淀川区及び生野区に対し
て】
各区においては、危機管理室からの通知に基づき、迅速に研修を
行う必要がある。
・各区における平成28～30年度における直近参集者研修が実施され
た時期について確認したところ、北区、大正区、天王寺区、淀川区
及び生野区の５区においては、可能な限り早期に開催するという危
機管理室からの通知が遵守されていない状況であった。
・また、人事異動により直近参集者については毎年度変更となるこ
とを踏まえると、特に新規に指定された職員に対しては市の防災対
策上早期に研修を実施する必要があるにもかかわらず、６区のうち
５区については、危機管理室の通知から約５か月後に直近参集者研
修を実施していた。
・下記の実施時期については、１月17日に実施する大阪市震災総合
訓練の事前説明会と併せて直近参集者研修を実施することが直近参
集者の負担も少なく効率的と考え、12月又は１月に実施していたと
のことである。
・また、危機管理室においても各区が可能な限り早期に開催してい
るかどうかについて確認が行われていない状況であった。
したがって、以下のとおり勧告する。

措置内容又は措置方針等

1.6月14日付けで直近参集職員が通知されたことに伴い、6月21日付
で、研修資料を送付するとともに、習熟度確認のためのアンケート
を実施し、期限までの提出を求めた。
2.制度所管所属や区長会議等を通じて、監査対象となっていない区
との情報連携を図る。

[改善勧告]
1.北区、大正区、天王寺区、淀川区及び生野区は、平成31年度以
降、可能な限り早期に直近参集者研修の実施に努めること。
2.５区は、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.危機管理室は、各区に対して明確な指示を行うとともに、各区の
開催状況を把握し、必要に応じて指導すること。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年6月21日

措置済

令和元年7月12日

監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監１の第２号
監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等

防災訓練に関する事務

所 管 所 属：此花区役所
通知を受けた日：令和元年７月31日
指摘№

2

指摘等の概要
津波避難施設（津波避難ビル）の確保等について改善を求めたもの
【危機管理室、北区、此花区、大正区及び淀川区に対して】
・北区、此花区、大正区及び淀川区においては、区全体の津波避難
ビルの充足率はいずれも100％を超えているものの、区内の地域ごと
に見ると充足率を満たさず偏在が発生している状況が見受けられ
た。
・各区における津波避難ビルにおける看板又はステッカー等の掲示
状況を確認したところ、いずれの区においても、看板又はステッ
カー等の掲示を行っていない施設、剥がれかけている施設、稼働時
間（時間指定）の掲示がない施設が見受けられた。
・また、津波避難ビルの所有者と締結している協定書においては看
板又はステッカー等の掲示は義務化されていないことに加え、現地
での確認によれば看板又はステッカー等については視認性が良好と
はいえない状況であった。
・一方、区によると、津波避難ビルの所有者にとっては、地域住民
等の避難については一定理解しているものの、看板又はステッカー
等の掲示による関係者以外の建物への不法侵入について懸念を持っ
ている所有者も見受けられることから、ステッカー等の掲示につい
て強制することができないとのことであった。
[改善勧告]
1.北区、此花区、大正区及び淀川区は、津波避難ビルの確保につい
て地域偏在が発生している状況を踏まえ、より一層周知や働きかけ
を行うなど津波避難ビルの確保に努めること。
2.北区、此花区、大正区及び淀川区は、津波避難ビルにおける看板
又はステッカー等の掲示について定期的な確認を行うこと等によ
り、徹底すること。
3.４区は、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.危機管理室は、津波避難ビルにおける看板又はステッカー等の視
認性の改善及び協定書の記載内容について検討し、実践すること。
また、津波避難ビル所有者側の協力が得られるよう、方策等につい
て検討すること。

措置内容又は措置方針等

【1】当区においては津波避難施設の要件を満たす建物が少ない現状
の中、新築物件や建築計画などの情報を収集しながら、津波避難ビ
ルを確保した。今後は建物のみならず、実際に区民が迅速に避難で
きる場所（高台や高架国道等）を「津波避難場所」として指定を検
討するなど、引き続き津波避難施設の確保に努めていく。
【2】実査での口頭指摘を受けて、区内すべての津波避難ビルの現状
を把握し、マークの掲示に不備があるところについては、文書にて
施設管理者あて、随時調整を進めている。また、避難可能時間につ
いても追記を完了した。今後も定期的に現状把握に努めていく。
【3】区長会議等を通じて内容を共有し、監査対象となっていない区
との情報連携を図る。
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措置分類

措置日

措置済

平成31年３月31日
以降毎年（随時実
施）

措置済

平成31年３月31日

措置済

令和元年７月12日実
施。以降毎年随時実
施

指摘№

4(1)

指摘等の概要
直近参集者への研修及び訓練の実施について
直近参集者の実参集人員を踏まえた防災訓練について改善を求めた
もの
【北区、此花区、大正区、天王寺区、淀川区及び生野区に対して】
・今回監査を実施した６区の平成30年６月18日に起こった大阪府北
部地震における直近参集者の参集状況を確認したところ、参集率に
ついては42.1％から69.2％であった。
・区の説明によると、通勤途上に発災した場合の参集先が定められ
ていないため自所属に出勤した職員が多数いたことが参集状況が悪
くなっている主な原因とのことであるが、危機管理室において算出
している各区の直近参集者数については、職員の参集率を60.0％と
想定して算出しており、６区中５区については60.0％を満たしてい
ない状況であった。
・また、直近参集者が担うべき災害対策本部の設置業務等の優先順
位については災害応急対策にかかる職員マニュアル等により定めて
いるものの、直近参集者が少ない場合を想定した訓練等は実施され
ていなかった。
[改善勧告]
1.各区は、大阪府北部地震における参集率を踏まえ、直近参集者が
少ない想定のもと優先 順位に基づく効果的な訓練についても検討
すること。
2.各区は、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。

措置内容又は措置方針等

【1】 当区においては、震災総合訓練における直近参集者への効果
的な訓練として、到着想定順の「指令カード」を作成のうえ直近参
集者に割当て、初期初動に不可欠な区災害対策本部の設置運営を担
わせるなど、発災時に直近参集者が迅速な災害応急対策を行なえる
ように訓練を実施済。また、「指令カード」の機能としては、実災
害の際に直近参集者の出勤が少ない場合でも、「指令カード」の順
番通りに対応を進めていけば区災害対策本部を立ち上げることがで
き、時間の経過とともに緊急区本部員や防災担当の出勤も見込まれ
ることから初期初動対策については対応できるものと考えている。
引き続き効果的な訓練体系を構築していく。
2. 区長会議等を通じて内容を共有し、監査対象となっていない区と
の情報連携を図る。
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措置分類

措置済

措置済

措置日

平成31年1月17日

令和元年７月12日実
施。以降毎年随時実
施

指摘№

6

指摘等の概要

地区防災計画の策定に対する適切な支援の実施について改善を求め
たもの
【北区、此花区及び大正区に対して】
危機管理室が策定している大阪市地域防災アクションプランで
は、地区防災計画の策定支援として、本市と連携した防災力の向上
のため、一定地区内における自発的な防災活動計画を作成する市民
及び事業者の支援に努めることとしている。
具体的な目標として、全地域における地区防災計画の策定を掲げ
ており、平成27～29年度を集中取組期間とし、平成36年度を最終目
標年度としている。
したがって、災害はいつ何時発生するかわからず、地域防災活動
の根幹となる地区防災計画は、可能な限り速やかに作成する必要が
あるが、各区における地区防災計画の作成状況を確認したところ、
24区中８区については地区防災計画の策定状況に遅延が認められ
た。
[改善勧告]
1.北区、此花区及び大正区は、計画的に地区防災計画が策定される
よう地域に対して適切な支援を行い、進捗を管理すること。
2.３区は、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。

措置内容又は措置方針等

【此花区】
【1】 地区防災計画については、その理念を具体化するツールとし
て、これまで各地域避難マップ（平成23～25年に作成）、此花区津
波避難マップ（毎年更新）、市民防災マニュアル、水害ハザード
マップ、非常持ち出し品・家具の固定リーフレット等の相補関係的
なツールを総称して、地区防災計画と位置付けている。
作成後数年経過している地域ごとの避難マップは、昨年末にアッ
プデート作業を各地域に勧奨し、今年度の津波避難訓練に向けて実
施するワークショップの中で作業を進めていくところである。
【2】 区長会議等を通じて内容を共有し、監査対象となっていない
区との情報連携を図る。
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措置分類

措置済

措置済

措置日

平成30年３月31日

令和元年７月12日実
施。以降毎年随時実
施

監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監１の第２号
監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等

防災訓練に関する事務

所 管 所 属：危機管理室
通知を受けた日：令和元年７月22日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年6月下旬

大阪府北部地震の震災総合訓練への反映状況の分析評価について改
善を求めたもの（情報通信技術等の活用）
【危機管理室に対して】
活用した積極的な市民への情報発信訓練の実施及びskype web会議中
継による市災害対策本部会議訓練の傍聴が新しい取組として各区で
行われていた。
加者アンケート」、「訓練評価表」、「震災総合訓練実施結果」の
提出を区に求めているものの、いずれにも新たに実施したツイッ
ターの活用状況やskype web会議中継の実施結果の課題等に関する質
問内容等は含まれていなかった。
5

活用状況に関する課題や対応策等について各区に照会等は行われて
いなかった。

・指摘を踏まえ、改めてアンケートを実施し、この結果をもとに情
報通信技術等を活用した訓練について総括を行った。
これらの結果を踏まえて、今年度の防災訓練に活かしていく。

ことや参集者が誰でもSNSで情報発信できるように習熟が必要といっ
た意見も監査時点において上がっていた。
したがって、以下のとおり勧告する。
[改善勧告]
危機管理室は、大阪府北部地震を受け今回の震災総合訓練で取り
入れた新たな取組であるツイッター等を活用した市民への情報発信
訓練の実施及びskype web会議中継による市災害対策本部会議訓練の
傍聴など情報通信技術等を活用した訓練の結果について総括を行う
こと。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第３号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

外国人旅行者への対応のうち、災害対策に関する事務

属：経済戦略局

通知を受けた日：令和元年７月18日
指摘№

２

指摘等の概要

災害発生時の事業者の役割について周知するよう求めたもの
【危機管理室及び経済戦略局に対して】
経済戦略局所管の施設のうち、外国人を含む旅行者が訪れる可能性
があると想定される10施設について、帰宅困難者の発生による事故等
の防止に向けた一時滞在スペースの確保やその他の対策の実施状況に
ついて確認したところ、消防計画上で自衛消防組織が応急救護所を設
置する等と定めているとしている施設が２施設、スペースの都合等か
ら災害時避難所や広域避難場所等へ誘導するとしている施設が５施設
となっている中、対応を検討していない施設が３施設となっていた。
大阪市防災・減災条例（以下「防災減災条例」という。）の趣旨か
らすると、発災後に施設の安全性を確認した上で、施設内又は施設周
辺で、施設管理者の管理の行き届く範囲に利用者を留めるよう努める
となっているが、３施設は帰宅困難者に対する対応を検討しておら
ず、また、災害時避難所等に誘導するとしているが、災害時避難所
は、地域で被災した区民が長期間滞在するとの認識で、観光客の受入
れを想定していない区もあり、事業者と区役所で認識の相違が生じて
いる状況があった。
また、本市の所有施設であっても条例の趣旨が浸透していない現状
を考慮すれば、本市所有の他の集客施設や本市内の民間集客施設にお
いても、その趣旨が浸透していないことが推察される。

措置内容又は措置方針等

１．局所有の集客施設の施設管理者が、利用者に対して、一斉帰宅
の抑制とともに、安全に移動するために必要な支援を行えるよう、
施設を所管する部署に対し、大阪市防災・減災条例の考え方や、支
援フローの趣旨に沿った避難誘導等の考え方を周知した。

[改善勧告]
1.経済戦略局は、局所有の集客施設の所管部署と協議して、施設管理
者が防災減災条例の考え方を踏まえて、利用者に対して必要な支援を
行うように周知すること。
2.危機管理室は、経済戦略局の施設での周知や認識を踏まえて、本市
所有の集客施設や民間集客施設の施設管理者に対しても、防災減災条
例の考え方の啓発を行うこと。
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措置分類

措置日

措置済

平成31年4月22日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第４号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所における会計管理事務

属：都島区

通知を受けた日：令和元年6月21日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

【2】
金庫・現金等調査以外の調査について、会計室から出された平成31
年3月29日付け「大阪市会計規則第112条の4の規定に基づく区会計管
理者による調査の調査方法等について（通知）」において示された
調査を実施した。

措置済

令和元年6月7日

区会計管理者による調査について
調査の実施について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区における平成29年度及び平
成30年度の区会計管理者が実施した調査を確認したところ、金庫・
現金等調査については、年４回以上実施するよう会計室がサポート
しているが、都島区では２回の実施であった。
金庫・現金等調査以外の調査については、都島区、鶴見区におい
て実施していなかった。

1(1)

[改善勧告]
1.会計室は、各区会計管理者が実施する調査について実態を把握・
分析し、各区会計管理者に対し必要な指導を行うとともに、調査回
数等を明文化し、実践させること。
2.都島区及び鶴見区の区会計管理者は、区会計管理者による金庫・
現金等調査以外の調査について、他区の実施状況を把握の上、適時
に実施すること。
3.会計室は、区会計管理者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.会計室は、区会計管理者による調査の実施状況を適時適切にモニ
タリングし、基本的な事項に対しては実施の義務化を検討するな
ど、必要な監理を行うこと。
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

【2】
標準化された調査について、会計室から出された平成31年3月29日付
け「大阪市会計規則第112条の4の規定に基づく区会計管理者による
調査の調査方法等について（通知）」において示された調査を実施
した。

措置済

令和元年6月11日

措置済

平成31年4月1日

措置済

令和元年6月13日

調査結果の通知や措置状況等について改善を求めたもの
東淀川区、鶴見区では、金庫・現金等調査で検出した指摘事項に
ついて、内容や措置状況が記録されておらず、都島区、東淀川区、
鶴見区、東住吉区で再発防止策を作成していなかった。

1(2)

[改善勧告]
1.会計室は、各区会計管理者が実施する調査について、具体的な調
査方法や結果の通知、措置の取扱い等を標準化し、区会計管理者に
対して明示すること。
2.４区の区会計管理者は、上記１の標準化された調査を実施するこ
と。
3.会計室は、区会計管理者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.会計室は、区会計管理者による調査について、適時適切にモニタ
リングを実施し、調査状況を確認すること。

支出命令情報の審査について
支出命令情報の審査に係る差戻内容等の把握について改善を求めた
もの
区会計管理者が差戻した支出命令情報の件数及び内容の把握状況
を区会計管理者に確認したところ、東淀川区、東住吉区では件数を
記録していなかった。都島区、東淀川区、東住吉区では、その内容
を記録しておらず、再発防止に向けた情報共有を行っていなかっ
た。
2(1)

[改善勧告]
1.都島区、東淀川区及び東住吉区の区会計管理者は、審査により差
戻した支出命令情報について、その件数及び内容を把握・分析する
こと。
2.都島区、東淀川区及び東住吉区の区会計管理者は、上記１につい
て、区役所全体に情報共有し、再発防止に努めること。
3.会計室は、区会計管理者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.会計室は、区会計管理者の審査により差戻された支出命令情報に
ついて、把握・分析し、会計管理者及び区会計管理者の審査による
差戻しの削減に努めること。

【1】
審査により差戻した支出命令情報の件数及び内容の把握・分析を
行った。
【2】
上記1の情報共有等について、会計通信等で区役所内全体に情報共有
し、再発防止に努めた。
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指摘№

指摘等の概要

グループ会議の議事要旨等の記録について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区の所属するグループ会議に
ついて、議事要旨等の作成状況を確認したところ、北グループ（都
島区・東淀川区）、東グループ（鶴見区）では、議事要旨等を作成
していなかった。
3

4

[改善勧告]
1.会計室は、区会計管理者に対し、各グループ会議の議事要旨を適
時適切に作成するよう指導すること。
2.区会計管理者は、各グループにおいて、グループ会議の議事要旨
を作成し、必要に応じて各区職員や他のグループへ情報共有し、よ
り一層会計事務の適正化を図ること。

公金安全保管マニュアルの遵守及び改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区における金庫・現金等調査
の状況を確認したところ、都島区では保健福祉課（運営）の金庫に
おいて、現在保管していないタクシー券の記載が自主点検表に残っ
ていた。
鶴見区では、保健福祉課（子育て支援・保健）の据置金庫におい
て、公金保管マニュアルで定められている保管チェックリストは作
成されていなかった。保健福祉課（高齢者支援）の据置金庫には、
遺留品である通帳２冊と印鑑が同じ封筒に保管されていた。
東住吉区では、保険年金担当の金庫の鍵が壊れており同金庫内の
保管金品等は管理担当の金庫に移されていたが、管理担当の自主点
検表には記載していなかった。（金庫・現金等調査は平成30年12月
及び平成31年３月に行われているが、上記の不備のあった期間が平
成31年２月５日から12日であったため、金庫・現金等調査において
発見できる内容ではなかった。）

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

【2】
グループ会議の議事要旨を作成し、業務支援チームサイトに掲載し
た。

措置済

平成31年3月28日

【1】
現物と自主点検票の照合を行った。

措置済

平成31年3月7日

[改善勧告]
1.都島区は、自主点検表に基づいたチェックを行う際に、現物と自
主点検表を照合するなど点検内容を正確に記入し、適切に行うこ
と。
2.鶴見区は、保管チェックリストを作成し、保管内容の把握を行う
こと。また、遺留品であっても、通帳と印鑑は、別の場所で保管す
ること。
3.東住吉区は、金庫が壊れ、別の金庫で金品を保管する場合であっ
ても、その実態が把握できるよう、保管チェックリストに適切に記
録すること。
4.会計室は、公金安全保管マニュアルについて、各所属が当該マ
ニュアルを遵守し、公金保管事務を行っているかをモニタリング
し、実態を踏まえ、各所属が理解した上で当該事務を行うことがで
きるよう必要に応じて改訂すること。
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指摘№

5

指摘等の概要

物品の管理について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区において、備品登録が必要
な物品が備品台帳に登録されているか確認したところ、都島区では
地下会議室ラテラル、１階入口ガラスケースについて、備品である
可能性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。
東淀川区では、総合案内カウンター、フロアマネージャー用カウ
ンター、総務課応接セットについて、備品である可能性があるにも
かかわらず、備品か否かを確認していなかった。平成29年度の物品
現在高調査において、廃棄登録を行った備品のうち３件が存在して
おり、再登録しなければならない状況であった。
鶴見区では、１階窓口カウンターについて、同種カウンター２台
のうち１台を廃棄した際、存在する方を誤って廃棄処理を行ってい
た。
東住吉区では、据置金庫、カウンターについて、備品である可能
性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。

措置内容又は措置方針等

【1】
地下会議室ラテラルは、5万円未満の物品で備品登録されていない。
1階入口ガラスケースは、備品登録を行った。
【2】
区会計管理者等は、区出納員あるいは、区物品取扱者とともに、備
品の登録が適切に行われていることを確認した。

[改善勧告]
1.４区は、備品登録されていない物品について、登録が必要である
物品かどうかを明確にし適切に管理を行うこと。
2.４区の区会計管理者等は、調査に当たっては、備品登録がされて
いない備品がないかを含め、確認を行い、適切に実施すること。
3.会計室は、各区において登録漏れしている物品（購入予定金額が
不明な場合を含む。）について登録させるよう、周知徹底するこ
と。
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措置分類

措置日

措置済

平成31年3月5日

措置済

令和元年5月31日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第４号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所における会計管理事務

属：東淀川区

通知を受けた日：令和元年６月21日
指摘№

指摘等の概要

グループ会議の議事要旨等の記録について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区の所属するグループ会議に
ついて、議事要旨等の作成状況を確認したところ、北グループ（都
島区・東淀川区）、東グループ（鶴見区）では、議事要旨等を作成
していなかった。
3

[改善勧告]
1.会計室は、区会計管理者に対し、各グループ会議の議事要旨を適
時適切に作成するよう指導すること。
2.区会計管理者は、各グループにおいて、グループ会議の議事要旨
を作成し、必要に応じて各区職員や他のグループへ情報共有し、よ
り一層会計事務の適正化を図ること。

措置内容又は措置方針等

・平成31年３月以降、グループ会議の議事要旨を作成している。
・各区会計管理者には、業務支援チームサイトにより情報共有し、
区役所職員に対する共有すべき事案については会計通信等を活用し
周知している。
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措置分類

措置日

措置済

平成31年4月24日

指摘№

5

指摘等の概要

物品の管理について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区において、備品登録が必要
な物品が備品台帳に登録されているか確認したところ、都島区では
地下会議室ラテラル、１階入口ガラスケースについて、備品である
可能性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。
東淀川区では、総合案内カウンター、フロアマネージャー用カウ
ンター、総務課応接セットについて、備品である可能性があるにも
かかわらず、備品か否かを確認していなかった。平成29年度の物品
現在高調査において、廃棄登録を行った備品のうち３件が存在して
おり、再登録しなければならない状況であった。
鶴見区では、１階窓口カウンターについて、同種カウンター２台
のうち１台を廃棄した際、存在する方を誤って廃棄処理を行ってい
た。
東住吉区では、据置金庫、カウンターについて、備品である可能
性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。
[改善勧告]
1.４区は、備品登録されていない物品について、登録が必要である
物品かどうかを明確にし適切に管理を行うこと。
2.４区の区会計管理者等は、調査に当たっては、備品登録がされて
いない備品がないかを含め、確認を行い、適切に実施すること。
3.会計室は、各区において登録漏れしている物品（購入予定金額が
不明な場合を含む。）について登録させるよう、周知徹底するこ
と。

措置内容又は措置方針等

・総合案内カウンター、フロアマネージャー用カウンター、総務課
応接セットについては、購入価格が不明な為、同等品の価格により
備品登録を行った。
・平成29年度の物品現在高調査において廃棄登録を行った備品のう
ち、実際には存在していた３件（記載台２台、保管庫１台）につい
ては再登録を行った。
・３月に各担当の実務担当者を集めて実施した会計事務説明会で、
改めて物品に係る事務について説明を行い、各担当においても確実
に備品登録や廃棄の手続きが行われるよう周知した。
・５月に会計室へ提出する物品現在高調査の完了報告において、各
担当で調査した内容に不備がないか、また備品の登録もれ等がない
か区会計管理者が確実に確認を行う。
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措置分類

措置日

措置済

令和元年5月31日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第４号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所における会計管理事務

属：鶴見区役所

通知を受けた日：令和元年６月25日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

２．生活保護返還金、生活保護資金前渡金及び国保給付資金前渡金
については金庫・現金等調査時に同時に調査を実施していたが、平
成31年3月29日付け「大阪市会計規則第112条の4の規定に基づく区会
計管理者による調査方法等について（通知）」に基づき会計室が統
一した帳票により、金庫・現金調査と別日程で生活保護資金前渡
金、生活保護返還金、国民健康保険資金前渡金の調査を実施した。

措置済

令和元年6月25日

区会計管理者による調査について
調査の実施について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区における平成29年度及び平
成30年度の区会計管理者が実施した調査を確認したところ、金庫・
現金等調査については、年４回以上実施するよう会計室がサポート
しているが、都島区では２回の実施であった。
金庫・現金等調査以外の調査については、都島区、鶴見区におい
て実施していなかった。

1(1)

[改善勧告]
1.会計室は、各区会計管理者が実施する調査について実態を把握・
分析し、各区会計管理者に対し必要な指導を行うとともに、調査回
数等を明文化し、実践させること。
2.都島区及び鶴見区の区会計管理者は、区会計管理者による金庫・
現金等調査以外の調査について、他区の実施状況を把握の上、適時
に実施すること。
3.会計室は、区会計管理者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.会計室は、区会計管理者による調査の実施状況を適時適切にモニ
タリングし、基本的な事項に対しては実施の義務化を検討するな
ど、必要な監理を行うこと。
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指摘№

指摘等の概要

グループ会議の議事要旨等の記録について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区の所属するグループ会議に
ついて、議事要旨等の作成状況を確認したところ、北グループ（都
島区・東淀川区）、東グループ（鶴見区）では、議事要旨等を作成
していなかった。
3

4

[改善勧告]
1.会計室は、区会計管理者に対し、各グループ会議の議事要旨を適
時適切に作成するよう指導すること。
2.区会計管理者は、各グループにおいて、グループ会議の議事要旨
を作成し、必要に応じて各区職員や他のグループへ情報共有し、よ
り一層会計事務の適正化を図ること。

公金安全保管マニュアルの遵守及び改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区における金庫・現金等調査
の状況を確認したところ、都島区では保健福祉課（運営）の金庫に
おいて、現在保管していないタクシー券の記載が自主点検表に残っ
ていた。
鶴見区では、保健福祉課（子育て支援・保健）の据置金庫におい
て、公金保管マニュアルで定められている保管チェックリストは作
成されていなかった。保健福祉課（高齢者支援）の据置金庫には、
遺留品である通帳２冊と印鑑が同じ封筒に保管されていた。
東住吉区では、保険年金担当の金庫の鍵が壊れており同金庫内の
保管金品等は管理担当の金庫に移されていたが、管理担当の自主点
検表には記載していなかった。（金庫・現金等調査は平成30年12月
及び平成31年３月に行われているが、上記の不備のあった期間が平
成31年２月５日から12日であったため、金庫・現金等調査において
発見できる内容ではなかった。）
[改善勧告]
1.都島区は、自主点検表に基づいたチェックを行う際に、現物と自
主点検表を照合するなど点検内容を正確に記入し、適切に行うこ
と。
2.鶴見区は、保管チェックリストを作成し、保管内容の把握を行う
こと。また、遺留品であっても、通帳と印鑑は、別の場所で保管す
ること。
3.東住吉区は、金庫が壊れ、別の金庫で金品を保管する場合であっ
ても、その実態が把握できるよう、保管チェックリストに適切に記
録すること。
4.会計室は、公金安全保管マニュアルについて、各所属が当該マ
ニュアルを遵守し、公金保管事務を行っているかをモニタリング
し、実態を踏まえ、各所属が理解した上で当該事務を行うことがで
きるよう必要に応じて改訂すること。

措置内容又は措置方針等

会計室が作成している区会計管理者グループ会議のモデル様式を用
いて議事要旨を作成し、区会計管理者業務支援チームサイトに掲載
した。また、今後必要に応じて同内容を各区職員や他のグループへ
情報共有し、より一層会計事務の適正化を図る。

2.保健福祉課（子育て支援・保険）については「金庫室・据置金庫
内保管及び引継ぎチェックリスト」が修正され、小口現金・切手
類・被爆者用無料乗車券についても金庫管理責任者が金庫保管状況
を日々把握できるように平成３１年３月１日から改善されているこ
とを確認した。
保健福祉課（高齢者支援）については平成３１年２月１５日から、
遺留品（通帳）と印鑑は別の場所で保管し、金庫に保管している金
品等が「公金の安全保管に関する自主点検表」に適正に記載されて
いることを確認した。
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措置分類

措置日

措置済

平成31年4月24日

措置済

平成31年3月1日

指摘№

5

指摘等の概要

物品の管理について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区において、備品登録が必要
な物品が備品台帳に登録されているか確認したところ、都島区では
地下会議室ラテラル、１階入口ガラスケースについて、備品である
可能性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。
東淀川区では、総合案内カウンター、フロアマネージャー用カウ
ンター、総務課応接セットについて、備品である可能性があるにも
かかわらず、備品か否かを確認していなかった。平成29年度の物品
現在高調査において、廃棄登録を行った備品のうち３件が存在して
おり、再登録しなければならない状況であった。
鶴見区では、１階窓口カウンターについて、同種カウンター２台
のうち１台を廃棄した際、存在する方を誤って廃棄処理を行ってい
た。
東住吉区では、据置金庫、カウンターについて、備品である可能
性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

１．同種同形のカウンターについては、廃棄すべき不要物の方を確
実に廃棄していることを確認し、備品台帳と物品ラベルを一致させ
た。
２．物品現在高調査については、平成31年3月11日付け「所轄物品に
係る物品現在高調査の実施及び完了報告について（依頼）」に基づ
き、備品登録がされていない備品がないかを含め、区出納員、物品
取扱者とともに再点検を行った。

措置済

令和元年5月29日

[改善勧告]
1.４区は、備品登録されていない物品について、登録が必要である
物品かどうかを明確にし適切に管理を行うこと。
2.４区の区会計管理者等は、調査に当たっては、備品登録がされて
いない備品がないかを含め、確認を行い、適切に実施すること。
3.会計室は、各区において登録漏れしている物品（購入予定金額が
不明な場合を含む。）について登録させるよう、周知徹底するこ
と。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第４号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所における会計管理事務

属：東住吉区

通知を受けた日：令和元年８月28日
指摘№

指摘等の概要
支出命令情報の審査について
支出命令情報の審査に係る差戻内容等の把握について改善を求めた
もの
区会計管理者が差戻した支出命令情報の件数及び内容の把握状況
を区会計管理者に確認したところ、東淀川区、東住吉区では件数を
記録していなかった。都島区、東淀川区、東住吉区では、その内容
を記録しておらず、再発防止に向けた情報共有を行っていなかっ
た。

2(1)

[改善勧告]
1.都島区、東淀川区及び東住吉区の区会計管理者は、審査により差
戻した支出命令情報について、その件数及び内容を把握・分析する
こと。
2.都島区、東淀川区及び東住吉区の区会計管理者は、上記１につい
て、区役所全体に情報共有し、再発防止に努めること。
3.会計室は、区会計管理者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.会計室は、区会計管理者の審査により差戻された支出命令情報に
ついて、把握・分析し、会計管理者及び区会計管理者の審査による
差戻しの削減に努めること。

措置内容又は措置方針等

[１]
・平成31年3月1日より審査において差し戻した支出命令情報につい
て、その件数及び内容（差戻し事由）を把握・分析している。
[２]
・四半期ごとに課長会での報告やチームサイトへの掲載により区役
所全体に情報共有し、再発防止に努める。

79

措置分類

措置日

措置済

平成31年3月1日

措置済

令和元年7月8日

指摘№

4

指摘等の概要

公金安全保管マニュアルの遵守及び改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区における金庫・現金等調査
の状況を確認したところ、都島区では保健福祉課（運営）の金庫に
おいて、現在保管していないタクシー券の記載が自主点検表に残っ
ていた。
鶴見区では、保健福祉課（子育て支援・保健）の据置金庫におい
て、公金保管マニュアルで定められている保管チェックリストは作
成されていなかった。保健福祉課（高齢者支援）の据置金庫には、
遺留品である通帳２冊と印鑑が同じ封筒に保管されていた。
東住吉区では、保険年金担当の金庫の鍵が壊れており同金庫内の
保管金品等は管理担当の金庫に移されていたが、管理担当の自主点
検表には記載していなかった。（金庫・現金等調査は平成30年12月
及び平成31年３月に行われているが、上記の不備のあった期間が平
成31年２月５日から12日であったため、金庫・現金等調査において
発見できる内容ではなかった。）
[改善勧告]
1.都島区は、自主点検表に基づいたチェックを行う際に、現物と自
主点検表を照合するなど点検内容を正確に記入し、適切に行うこ
と。
2.鶴見区は、保管チェックリストを作成し、保管内容の把握を行う
こと。また、遺留品であっても、通帳と印鑑は、別の場所で保管す
ること。
3.東住吉区は、金庫が壊れ、別の金庫で金品を保管する場合であっ
ても、その実態が把握できるよう、保管チェックリストに適切に記
録すること。
4.会計室は、公金安全保管マニュアルについて、各所属が当該マ
ニュアルを遵守し、公金保管事務を行っているかをモニタリング
し、実態を踏まえ、各所属が理解した上で当該事務を行うことがで
きるよう必要に応じて改訂すること。

措置内容又は措置方針等

金庫の故障を含む公金の安全管理に係り支障等が生じた際に、速
やかに担当課から総務課に報告を行うことを取り決めた。また担当
課において管理する個々の金庫に係り把握した実態や処理状況が適
切に記録できるよう「公金の安全保管に関する自主点検表」を改定
した。
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措置分類

措置日

措置済

平成31年3月12日

指摘№

5

指摘等の概要

物品の管理について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区において、備品登録が必要
な物品が備品台帳に登録されているか確認したところ、都島区では
地下会議室ラテラル、１階入口ガラスケースについて、備品である
可能性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。
東淀川区では、総合案内カウンター、フロアマネージャー用カウ
ンター、総務課応接セットについて、備品である可能性があるにも
かかわらず、備品か否かを確認していなかった。平成29年度の物品
現在高調査において、廃棄登録を行った備品のうち３件が存在して
おり、再登録しなければならない状況であった。
鶴見区では、１階窓口カウンターについて、同種カウンター２台
のうち１台を廃棄した際、存在する方を誤って廃棄処理を行ってい
た。
東住吉区では、据置金庫、カウンターについて、備品である可能
性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。

措置内容又は措置方針等

１．備品登録されていない物品について、登録が必要である物品か
どうかを確認し、必要な物品については登録を行い適切に管理し
た。
２．物品管理における管理マニュアルに基づき、物品現在高調査を
実施した。調査の結果全ての備品が登録され管理が適切に行われて
いることを確認した。

[改善勧告]
1.４区は、備品登録されていない物品について、登録が必要である
物品かどうかを明確にし適切に管理を行うこと。
2.４区の区会計管理者等は、調査に当たっては、備品登録がされて
いない備品がないかを含め、確認を行い、適切に実施すること。
3.会計室は、各区において登録漏れしている物品（購入予定金額が
不明な場合を含む。）について登録させるよう、周知徹底するこ
と。
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措置分類

措置日

措置済

1.平成31年3月12日
2.平成31年4月24日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第４号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

区役所における会計管理事務

属：会計室

通知を受けた日：令和元年6月19日
指摘№

指摘等の概要

グループ会議の議事要旨等の記録について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区の所属するグループ会議に
ついて、議事要旨等の作成状況を確認したところ、北グループ（都
島区・東淀川区）、東グループ（鶴見区）では、議事要旨等を作成
していなかった。
3

[改善勧告]
1.会計室は、区会計管理者に対し、各グループ会議の議事要旨を適
時適切に作成するよう指導すること。
2.区会計管理者は、各グループにおいて、グループ会議の議事要旨
を作成し、必要に応じて各区職員や他のグループへ情報共有し、よ
り一層会計事務の適正化を図ること。

措置内容又は措置方針等

（是正内容）
・議事要旨のモデル様式を提示し、平成31年度からその様式に則っ
て議事要旨を作成し、グループ会議終了後、速やかに区会計管理者
業務支援チームサイトに付属資料とあわせて掲載すること、加え
て、会議内容について区会計管理者業務支援チームサイト閲覧権限
のない各区職員に対しては、共有すべき事案に応じて、区会計管理
者が会計通信等により共有することを平成31年３月13日の区会計管
理者連絡会において周知した。議事要旨のモデル様式については、
平成31年３月28日に区会計管理者業務支援チームサイトに掲載し、
活用を重ねて促した。
（再発防止策）
・各グループ会議の議事要旨が、会計室の周知内容どおりに区会計
管理者業務チームサイトに掲載されているかについて、随時、モニ
タリングを行う。
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措置分類

措置日

措置済

平成31年3月13日

指摘№

5

指摘等の概要

物品の管理について改善を求めたもの
都島区、東淀川区、鶴見区、東住吉区において、備品登録が必要
な物品が備品台帳に登録されているか確認したところ、都島区では
地下会議室ラテラル、１階入口ガラスケースについて、備品である
可能性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。
東淀川区では、総合案内カウンター、フロアマネージャー用カウ
ンター、総務課応接セットについて、備品である可能性があるにも
かかわらず、備品か否かを確認していなかった。平成29年度の物品
現在高調査において、廃棄登録を行った備品のうち３件が存在して
おり、再登録しなければならない状況であった。
鶴見区では、１階窓口カウンターについて、同種カウンター２台
のうち１台を廃棄した際、存在する方を誤って廃棄処理を行ってい
た。
東住吉区では、据置金庫、カウンターについて、備品である可能
性があるにもかかわらず、備品か否かを確認していなかった。
[改善勧告]
1.４区は、備品登録されていない物品について、登録が必要である
物品かどうかを明確にし適切に管理を行うこと。
2.４区の区会計管理者等は、調査に当たっては、備品登録がされて
いない備品がないかを含め、確認を行い、適切に実施すること。
3.会計室は、各区において登録漏れしている物品（購入予定金額が
不明な場合を含む。）について登録させるよう、周知徹底するこ
と。

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

平成31年4月25日

・物品の紛失や台帳登録漏れ等の物品管理上のリスクを回避するた
め、会計室として次の取組を実施した。
・「所管物品に係る物品現在高調査の実施及び完了報告について
（依頼）」を平成31年3月11日付け事務連絡にて通知し、次の新たな
対応を措置した上で今年度も引き続き物品登録の周知徹底を行う。
〇購入予定価格が不明な物品の登録方法の周知徹底
〇登録漏れが生じた部署に対し、報告書にその原因分析、再発防
止策の策定内容を回答させる様式へ改訂
〇物品管理におけるそれぞれの役割を明記した物品現在高調査に
ついての業務フロー図の作成
〇受入登録漏れを防止するための物品購入業務フロー図の作成
・新たに以下の取組を行い、今後も継続予定。
(1)物品現在高調査の効率化を図るための『物品現在高調査表出力マ
クロ』を作成し、平成31年３月25日付けで各所属へ周知。
(2)購入物品の未登録データが分かる「支出負担行為一覧（物品）」
を会計室において出力し、平成31年３月26日付けで各所属に送付。
(3)職制改正により廃止となった部署に登録されている備品リストを
会計室において出力し、廃止所属に登録されたままになっている備
品について異動処理を行うよう平成31年４月25日付けで通知。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第５号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

業務委託契約及び履行検査の有効性

属：契約管財局

通知を受けた日：令和元年８月２日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

１令和元年５月31日
２平成31年３月27日
３平成31年４月23日

履行検査の充実を求めるもの
政策企画室及び環境局が発注する業務委託においては、次のとお
り十分な検査がなされていなかった。
［政策企画室］委託業務：大阪市総合コールセンター運営業務委託
各種記録と報告書の内容との照合による目標値の達成状況の確認
が求められるところ、報告書の収受に留まり、仕様書に定める事項
に対する受託者の履行状況についての確認が十分でなかった。
［環境局］委託業務：粗大ごみ収集受付センター運営業務委託
仕様書において求めている応答率の達成状況について、受託者に
報告を求めていなかった。
また、図表－11に示す業務委託においては、成果物の内容が正確
であるか、満足できる成果であったかについて検査はなされている
ものの、どのような手法により検査を実施し、当該評価結果を導き
出すに至ったかを証する記録が作成及び保存されていなかった。
整理
番号

2

所管所属

業務発注
性質区分

入札者数
（提案者数）

1

大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務

602,739 千円

人事室

①

3 者

アクセンチュア（株）

2

大阪市総合コールセンター運営業務委託

137,376 千円

政策企画室

②

4 者

（株）エヌ・ティ・ティ マーケティン
グアクト

3

課税資料入力等業務委託

632,776 千円

財政局

①

3 者

ＴＩＳ（株）

4

大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセ
ンター運営業務委託

167,220 千円

福祉局

②

4 者

日本ＡＴＭヒューマン・ソリューション
(株)

5

小学校学力経年調査事業委託

156,600 千円

教育委員会事務局

②

2 者

(株)日本標準

6

学校給食用食材提供業務委託

137,222 千円

教育委員会事務局

①

1 者

（公財）大阪市学校給食協会

7

大阪市立中学校給食調理等業務委託

777,236 千円

教育委員会事務局

①

1 者

村上給食（株）

8

容器包装プラスチック異物除去等業務委託（平野中継施設）

133,906 千円

環境局

①

3 者

信和商事（株）

10

【若者・女性の就労等トータルサポート事業】
ワンストップの総合相談事業

107,414 千円

市民局

②

3 者

（株）アソウ・ヒューマニーセンター

11

大阪市納税推進センター業務委託

273,600 千円

財政局

②

2 者

（株）セゾンパーソナルプラス

14

大阪市認定事務センター業務委託

430,555 千円

福祉局

①

3 者

テンプスタッフ(株)

17

市設建築物整備保全（発注関係補助）業務委託

135,999 千円

都市整備局

①

3 者

（一財）大阪建築技術協会

18

大阪市水道局お客さまセンター運営業務委託

219,182 千円

水道局

②

3 者

（株）エヌ・ティ・ティ マーケティン
グアクト

19

水道メータ点検及び計量・審査並びに水道料金等徴収業務委託（その
１）

573,398 千円

水道局

①

4 者

ヴェオリア・ジェネッツ(株)

21

粗大ごみ収集受付センター運営業務委託

197,381 千円

環境局

①

1 者

（株）エヌ・ティ・ティ マーケテイン
グアクト

22

自転車保管所管理運営業務委託

304,772 千円

建設局

①

1 者

（公社）大阪市シルバー人材センター

24

自主防災指導業務委託

175,716 千円

消防局

②

1 者

（一財）大阪消防振興協会

25

消防訓練指導業務委託

143,208 千円

消防局

②

1 者

（一財）大阪消防振興協会

業務委託名称

委託金額

受託者

１ 平成31年４月23日に実施した契約事務審査会に関する説明会
（課長代理級以上対象）において、監督検査の重要性について再認
識を促すとともに、書面主義の重要性や検査・監督過程の証票を残
すことの意義などについても説明を行った。
また、令和元年５月30日、31日に実施した契約事務研修（初任者
対象）においても、監督・検査を通じた適切な履行管理についての
説明を行った。その中で、仕様書に基づき成果物の内容が正確で
あったか、また、業務の目的に照らして満足できる成果をあげてい
るかを確認し、その手法やプロセスについて、他の人が見てもわか
るような形で記録・保存する必要があることを監査での指摘事例を
基に説明を行い、周知を図った。
なお、措置期間後の令和元年７月25日に実施した「消費税率の改
正に伴う契約事務の取扱い等に関する説明会」においても、契約管
財局が実施した調査などで明らかになった問題点などを例に挙げつ
つ、検査・監督業務の重要性について説明を行った。
２ 平成31年３月27日付けで「大阪市契約事務審査会運用指針」を改
正し（平成31年４月１日施行）、契約事務審査会において検証を行
う検査事務手続の留意点や、検証のポイント等についての記載を充
実させた。
３ 業務委託契約における適正な履行について、各所属長宛て通知を
行い（平成31年４月23日付け契第3500号）、履行確認に関する基本
的な考え方を周知した。

[改善勧告]
契約制度を所管する契約管財局は、監督又は検査を通じた適切な履
行管理となるよう、業務委託仕様書に定める内容が適切に履行され
たことを検証し、当該検証の手法やプロセスを記録、保存するよ
う、各所属への指導を行うこと。
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監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監１の第６号
監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等

大阪市電子申請・オンラインアンケートシステム及び大阪市生涯学習情報提供システムにおける情報セキュリティ対策に係る事務

所 管 所 属：ＩＣＴ戦略室
通知を受けた日：令和元年９月４日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年９月１日

電子申請システムについて
情報セキュリティの管理体制について改善を求めたもの
情報セキュリティ実施手順の本市情報セキュリティポリシーへの準拠性
の不備

2(1)ｱ

「大阪市電子申請・オンラインアンケートシステム管理要綱」におい
て、電子申請システムに関する事務の範囲を分け、４つの文書（Ｓａａ
Ｓ型簡単電子申込サービス 情報セキュリティ要綱、大阪市電子申請・
オンラインアンケートシステム管理要綱、総合行政ネットワーク基本規
程、大阪市情報通信ネットワーク管理要綱）を電子申請システムの実施
手順として取り扱うこととしているが、これら４つの文書を確認したと
ころ、複数の事項で、本市情報セキュリティ対策基準に準拠していない
ものが見られた。

・電子申請システムの情報セキュリティ実施手順の代替として運用
している４つの文書について、本市の情報セキュリティポリシーと
比較して漏れている項目がないかどうか再点検を実施するととも
に、本市が求める情報セキュリティ水準が確保されるよう関係する
文書を改訂することとした。

[改善勧告]
局等情報セキュリティ責任者は、業務管理者に指示し、現在のところ
電子申請システムの実施手順の代替として運用している本市管理要綱や
ＳａａＳ型簡単電子申込サービス情報セキュリティ要綱等の４つの文書
について、本市情報セキュリティポリシーと比較して漏れている項目が
無いか再点検し、必要な情報セキュリティ対策が実施されるよう関係す
る文書を見直すこと。
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年６月30日

電子申請システムについて
情報セキュリティの管理体制について改善を求めたもの
ＳＬＡ項目の認識が一致していなかった事態

2(1)ｲ

電子申請システムでは、契約書に本市が作成したＡＳＰ・ＳａａＳ型
電子申請サービス仕様書（以下「本市仕様書」という。）と、クラウド
事業者が作成したＳａａＳ型簡単電子申込サービス利用規約が編綴され
ている。
・本市の仕様書に記載のＳＬＡ項目について、再度事業者と確認を
本市仕様書では15項目についてサービスレベルを確保することを定め
行い、本市と事業者間でＳＬＡ項目と基準を一致させることとし
ている一方、ＳａａＳ型簡単電子申込サービス利用規約ではＳＬＡ８項
た。
目が示されていた。双方のＳＬＡ項目を比較したところ、内容が概ね一
致する項目は稼働率、障害監視、ウィルス対策の３項目に留まってお
り、本市仕様書で上げた15項目のうち残る12項目についてはＳＬＡ項目
として合致していなかった。
[改善勧告]
業務管理者は、原点に立ち返りＳＬＡに関してクラウド事業者とすり
合わせを行い、ＳＬＡ項目や基準を一致させること。
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

令和元年７月30日

電子申請システムについて
情報セキュリティ対策の実施状況確認について改善を求めたもの
ア クラウド事業者による情報セキュリティ対策の実施状況のモニタリ
ング不足について
ＳａａＳ型簡単電子申込サービス情報セキュリティ要綱では、10項目
をクラウド事業者が実施するとされているが。８項目についてはクラウ
ド事業者から口頭で実施していると聞いているのみとのことであった。
そのため、業務管理者によるクラウド事業者への情報セキュリティ実施
状況の点検がほとんど実施できていない状況となっていた。
また、本市仕様書においては立入検査の実施が可能であることをクラ
ウド事業者に求めていたが、ＩＣＴ戦略室はサーバが所在するデータセ
ンターが遠方にあることから、電子申請システム導入後一度も実際に立
入検査を実施していなかった。
イ

脆弱性情報への対応状況の確認不足
平成29年４月から平成30年12月までのクラウド事業者からの運用実績
報告書を確認したところ、要対応の脆弱性として報告された110件のう
ち47件は、対応予定として報告された後、対応予定時期の運用実績報告
書において対応結果報告から漏れており、脆弱性への対応が完了したか
確認できなかった。
ウ
2(3)

障害記録の不備について
電子申請システムでは、平成29年10月にドメインに対する運用制限に
より利用者がアクセスできない事態が、平成30年５月には一時的な性能
低下が生じた際に一部の市民の申込手続に対して、データベースへの登
録処理に失敗しながらも市民に対して受付完了メールを送信していたと
いう事態が発生していた。
しかし、クラウド事業者は、これらの事案を障害として扱っておら
ず、本市指示で障害報告書等を作成・報告した後も、月次の運用実績報
告書の修正等を行わなかった。
そのため、これらの障害はクラウド事業者が月次で作成する運用実績
報告書に障害として掲載されておらず、当該報告は網羅的な障害記録と
なっていなかった。
・情報セキュリティ対策の実施状況を確実に点検できるよう、点検
手法を整備し、情報セキュリティ対策の実施状況の確認に必要な情
エ 重大インシデントに対する原因分析の不足について
報の開示を求め、その実施状況を確実にモニタリングできるように
前項で示した障害事案についてクラウド事業者が提出した障害報告書 した。
の内容を確認したところ、アクセス不能となった理由は関係者情報に不
備があったとしてドメイン管理会社が運用制限をかけたとのことであっ
た。しかし、障害報告書において関係者情報の不備については全く触れ
られていなかった。
[改善勧告]
ＩＣＴ戦略室の局等情報セキュリティ責任者及び電子申請システムの
業務管理者は、情報セキュリティ対策をルールのとおりに機能させるた
め、電子申請システムの情報セキュリティ対策の実施状況を点検できる
よう、具体的な点検手法を整備するとともに、情報セキュリティ対策の
実施状況に対してリスク認識を持って定期的に点検を実施すること。
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監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第８号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

天王寺動物園に関する事務（魅力向上事業を含む。）

属：経済戦略局

通知を受けた日：令和元年６月24日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

天王寺公園エントランスエリア魅力向上事業の事業評価について改
善を求めたもの

3

事業評価の実施状況について確認したところ、経済戦略局及び建
設局は、天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業評
価委員会（以下「評価委員会」という。）を平成30年９月14日付け
で開催している。
しかし、評価委員会では、４名の外部評価委員より専門的見地か
ら意見を聴取しているが、その意見を踏まえた最終評価の決定及び
事業者への伝達が、直ちに行われていなかった。そのため、最終評
価に基づく事業者による業務改善に繋がらず、経済戦略局による
フォローアップもなされていなかった。
[改善勧告]
経済戦略局及び建設局は、評価委員会の開催後、速やかにその結
果を決定し、事業者に伝達することにより、事業者に評価結果に基
づく業務改善を実施させるとともに、改善内容に対するフォロー
アップを行うこと。

【経済戦略局および建設局】
・公表までの時間の短縮を図るため、評価委員会の開催から公表ま
での流れを詳細に定めた。
・また、次回（H33年（2021年）開催予定）の天王寺公園エントラン
スエリア魅力創造・管理運営事業評価委員会の開催時には、現行の
要綱に下記の通り追記し、評価委員会開催後、事業者への通知を速
やかに行い、業務改善を実施させることとした。
（追記案）
（事業者への通知および公表）
委員会は、天王寺公園エントランスエリアの魅力創造・管理運営事
業の実施状況に対する評価を、委員会開催後、概ね1か月以内に事業
者に通知し、その結果を公表する。
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措置済

平成31年4月22日

監査結果に関する措置状況報告書
報

告

番

号：報告監１の第８号

監 査 の 対 象：平成30年度定期監査等
所

管

所

天王寺動物園に関する事務（魅力向上事業を含む。）

属：建設局

通知を受けた日：令和元年７月16日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

平成31年3月29日

公費負担率の算定事務について改善を求めたもの
平成26年度分から平成29年度分の公費負担率を算出する過程につ
いて確認したところ、次のとおり算定方法が統一されておらず、ま
た決裁が行われていないためチェック機能も働かず、正確な公費負
担率が算出されているとは言い難い状況であった。
任用職員及び嘱託職員
単価を使用していた。
2

について誤って古い年度（平成22年度）の

定対象経費として計上されていた事務費（コピー代等）が平成28年
度には算定対象とされていないなど、公費負担率の算定対象とする
か否かの基準が策定されていなかった。
度分の大部分（平成28年度以前）が確認できなかった。

・公費負担率の算定基準を作成し、平成31年３月29日に決裁により
意思決定を行った。
・今後は、同基準に基づいて公費負担率を算出するとともに、算定
根拠を添付したうえで決裁を行うことで、チェック機能を働かせて
いく。

拠）を添付した決裁が行われていなかった。
[改善勧告]
建設局は、公費負担率の削減目標の達成を掲げているが、まず、
明確になっていない算定基準を早急に定め、その基準に基づき公費
負担率を算定すること。また、算定根拠を添付した上で決裁を行う
など、正確性を担保する仕組みを構築すること。
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指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

天王寺公園エントランスエリア魅力向上事業の事業評価について改
善を求めたもの

3

事業評価の実施状況について確認したところ、経済戦略局及び建
設局は、天王寺公園エントランスエリア魅力創造・管理運営事業評
価委員会（以下「評価委員会」という。）を平成30年９月14日付け
で開催している。
しかし、評価委員会では、４名の外部評価委員より専門的見地か
ら意見を聴取しているが、その意見を踏まえた最終評価の決定及び
事業者への伝達が、直ちに行われていなかった。そのため、最終評
価に基づく事業者による業務改善に繋がらず、経済戦略局による
フォローアップもなされていなかった。
[改善勧告]
経済戦略局及び建設局は、評価委員会の開催後、速やかにその結
果を決定し、事業者に伝達することにより、事業者に評価結果に基
づく業務改善を実施させるとともに、改善内容に対するフォロー
アップを行うこと。

【経済戦略局および建設局】
・公表までの時間の短縮を図るため、評価委員会の開催から公表ま
での流れを詳細に定めた。
・また、次回（H33.2021開催予定）の天王寺公園エントランスエリ
ア魅力創造・管理運営事業評価委員会の開催時には、現行の要綱に
下記の通り追記し、評価委員会開催後、事業者への通知を速やかに
行い、業務改善を実施させることとした。
（追記案）
（事業者への通知および公表）
委員会は、天王寺公園エントランスエリアの魅力創造・管理運営事
業の実施状況に対する評価を、委員会開催後、概ね1か月か月以内に
事業者に通知し、その結果を公表する。
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措置済

平成31年4月22日

監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監１の第９号
監 査 の 対 象：地方独立行政法人（大阪産業技術研究所及び大阪健康安全基盤研究所）に関する事務（当該団体の事業に関係する所管局の事務を含む。）
所

管

所

属：経済戦略局

通知を受けた日：令和元年７月３日
指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

【技術研】
・当法人会計規程第44条に定めるとおり平成31年度4月分から月次の財
務状況を表記した合計残高試算表をもって決裁で理事長に報告を行って
いる。

措置済

令和元年5月24日

月次の財務状況報告について改善を求めたもの
【技術研に対して】
技術研会計規程（平成29年4月1日規程第42号）第44条では、「経
理責任者は、月次の財務状況を明らかにするため、所定の書類を作
成して理事長に報告しなければならない。」とされている。

2

技術研全体としては、四半期ごとに損益計算書を作成し、理事会
で報告を行っているとのことであるが、和泉センター（旧府産技
研）については、月次の財務状況について、理事長への報告はされ
ていたものの、森之宮センター（旧市工研）については、上記規程
に定める月次の財務状況報告自体が作成されていなかった。
[改善勧告]
技術研は、森之宮センターについて、和泉センターと同様に、会
計規程に定めるとおり、必要書類を毎月作成・添付して理事長に提
出させ、月次の財務状況を明らかにし、状況を把握した上で経営に
当たること。

91

指摘№

指摘等の概要

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

措置済

平成31年3月28日

関係法令に基づく点検業務等の未実施について改善を求めたもの
【技術研に対して】
技術研の和泉センター（旧府産技研）については、施設の維持管
理業務を委託契約に基づき業務委託している。当該契約の仕様書に
よると、設備関係の法定点検として、消防用設備等（機器点検・機
器及び総合点検）の法定点検を年2回行うことと記載している。

4

務委託契約について、第７実験棟の供用開始に伴い、当該施設を含
む内容に契約を変更したが、契約変更後に実施された消防法に基づ
く法定点検において、第７実験棟の点検を実施していなかった。
・また、受託業者から消防用設備等点検結果報告書が提出されてい
たが、施設所管部署の担当者は第７実験棟に関する消防用設備等点
検が実施されていないことを把握できておらず、今回の監査での指
摘により初めて認識したとのことであった。
[改善勧告]
1． 技術研は、和泉センター（旧府産技研）について、法定点検の
実施状況及び緊急に改善が必要な設備等の不具合状況を把握した上
で、必要な点検及び改善等を直ちに行うこと。
2． 技術研は、和泉センター（旧府産技研）について、責任者を定
めた上で、各種法令に基づく点検が漏れなく実施されるよう、また
各種点検の結果について迅速に情報を把握し、不具合箇所に対して
適切に対応が行える仕組みを構築すること。
3． 技術研は、和泉センター（旧府産技研）について、施設管理業
務委託の受託業者等が実施する法定点検の結果の把握、改善の進捗
管理について、受託業者が責任者を定めた上で適切に実施するよう
指導及びモニタリングを行うこと。

【技術研】
１について
必要な点検は平成30年度後期は実施したことを確認した。（2月28日
付報告書受領、確認）。
２・３について
3月28日、受託業者と施設管理担当者が協議を行い、新年度から業務
確認会議を毎月末に開催し、今後の業務の予定、執行状況の報告を受
け、指示の進捗・結果の確認を行う体制を構築した。
また、人事異動等による新体制においても、4月22日に確認（周知）
を行った。
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監査結果に関する措置状況報告書
報 告 番 号：報告監１の第９号
監 査 の 対 象：地方独立行政法人（大阪産業技術研究所及び大阪健康安全基盤研究所）に関する事務（当該団体の事業に関係する所管局の事務を含む。）
所

管

所

属：健康局

通知を受けた日：令和元年６月25日
指摘№

4

指摘等の概要

理事会の議事録等について改善を求めたもの
【大安研に対して】
大安研の理事会規程（平成29年４月１日規程第２号）第８条で
は、「理事長は、理事会の議事について議事録を作成するものとす
る。」とされている。
今回の監査において、大安研における理事会の議事録等について
確認したところ、大安研設立後の平成29年度以降の理事会の議事録
や議事要旨を作成しておらず、理事会でどのような議論がなされた
のか不明であった。
現状では、議事録が作成されておらず、理事会規程第８条に違反す
る状況となっている。

措置内容又は措置方針等

【大安研】
・4月分と5月分の議事概要を作成し、その内容を6月5日付けで大安
研HPに掲載し、その掲載先を理事会出席者及び関係者あてに同日付
けのメールで通知した。

[改善勧告]
大安研は、理事会の議事録を毎回必ず作成し、議事録を出席者に
配付するなど、議事内容について理事等の構成員等が確認できるよ
うにすること。

93

措置分類

措置日

措置済

令和元年６月５日

