
動き、動かすマネジメント

平成30年4月25日

愛媛県砥部町 田中弘樹
※砥部町を描く絵画展より

～マネジメントのための公会計実務～



プロローグ

～ あなたが思うまちづくりって? ～
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まちづくりと聞いてどんなことを想い浮かべますか?

 企業誘致による雇用創出
 シヤッター通り改善などで地場産業の衰退に歯止め
 子育て支援
 山村と都市の人的交流
 地域や地元生産物の活性化・ブランド化
 ICTの利活用(情報入手・情報交流・情報発信)
 各種イベント

などなど
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いろいろ考えられることはあるけれど・・・

まちの特色や中長期的なビジョンは?
将来に渡ってのお金の話しは?

(各種計画、中長期の財政見通しなど)

まちは、
将来消えてなくなることのない究極のゴーイングコンサーン

(持続可能性)

 財政状況が悪くなったので、道路や水道、学校などの分野から撤退しますなんて言えない。
 一つひとつの事業や施設は大切だが、すべてを今のまま残せば、自治体運営は成り立たない。
 住民の反対など、一度始めた事業はなかなかやめられない。
 長期的なビジョンをもって、本当に必要なものは何かを今考えなくては・・・

真に必要なものを選択し、ずっと続けていく。これだってまちづくり。



実態を把握して、明日へのビジョンが描けるものこそリーダー

に立つべきであると、龍馬は考えたのです。財政を考えるとき、
事業を展開するとき、「会計もっとも大事なり」は、今も本質を
ついているように感じませんか。

日本公認会計士協会東京会

将来にわたり、組織をずっと継続していくためには、まず会計のことを
知らなくては・・・。
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１ なぜ、公会計なの？
～現状認識～

２ 羅針盤 中長期的なビジョン
～目指すべき場所～

３ 自立へ セグメント情報
～目指すべき場所へ向かう交通手段～

４ 自立から対話へ まちづくり体験塾

～枠を越えていこう～

※本資料は、過去、公会計に取り組んだ際の体験談のほか、意見に関する部分は私見で
あることを申し添えます。り組んだ際の体験談のほか、意見に関する部分は
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１ なぜ、公会計なの？

～現状認識～

6



唐突ですが・・・今朝起きて、どれほど水道水を使いましたか?
ここに来るまで、道路や橋をどれほど通ってきましたか?

↑橋崩落

↑
道路陥没

トンネル天井崩落
→
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使えなくなるかもしれないなんて考えたこと
ありますか? 無関心?or絶対的信頼?

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdlGcdX1UHhEAZiSU3uV7/SIG=1328m5f0b/EXP=1417594652/**http:/blogimg.goo.ne.jp/user_image/11/ff/896e3ade45b83846e4cabbded6dfbd1b.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdlGcdX1UHhEAZiSU3uV7/SIG=1328m5f0b/EXP=1417594652/**http:/blogimg.goo.ne.jp/user_image/11/ff/896e3ade45b83846e4cabbded6dfbd1b.jpg


道路には、高速自動車国道、国道、それから県道や市町村道などの地
方道があります。道路の総延長121万km(地球30周くらい)となっています。
このうち市町村道は84％にもなります。
橋梁については、長さ15m以上の橋が16万橋あります。もっと短い橋、例

えば長さ2m以上だと68万橋にもなります。

道路や橋だけではありません。高度成長期に整備された多数の施設・設
備が40～50年を経過し一斉に老朽化してきます。今ある施設をそのまま
維持していくことは、多くの自治体でも困難だろうと予想されています。
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全ての人が危機感を持つために(資産の総量を考える)
（全１７４２市区町村のデータから）

今後40年でどのくらいの公共施設削減目標が必要なのでしょうか？

※出典：「地方自治体公民連携研究財団客員研
究員志村高史氏（神奈川県秦野市職員）」

算出方法
志村式計算法Ver.2
秦野市の状況をもとに、人口や公共施設面

積、国県補助金、地方債残高、基金残高など
を加味して相対的に計算したもの。
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砥部町公共施設の用途別面積割合

インフラ資産を除くと、なんと
約半分が教育施設と文化・ス
ポーツ施設なのです。
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本町では、三つのシナリオで15年後までの財政見通しを用意。

※砥部町の財政規模は70億円前後で、人口は2万2千人程度です。

●中長期的な視点 ～中長期財政計画～

基準シナリオ

•今後、新規事業をしない場合

上限シナリオ

•施設を築後40年経過した時点、あるいは、耐用年数が
経過した時点ですべて更新したと仮定する場合

順当シナリオ

•予算が組めるまで施設更新をあきらめた場合

•目標ライン

圧縮の幅を施設の更新
というものさしではかったら・・・
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上限シナリオ

 15年後までの累積赤字は約40億円
 30億円を超える基金も枯渇

順当シナリオ

 予算が組めるまで、更新優先順位の
低い施設の更新をあきらめていきます。

順当シナリオは、予算が組めるラインということなので、とりあえず目標ということになり
ます。また、上限シナリオと順当シナリオのかい離幅は、行財政改革の幅とも言えるの
ではないでしょうか。

12



13



施設更新の優先順位

いくつかの項目を設定して、公共施設に得点をつけてみました。上限シナリオか
ら予算が組める順当シナリオになるまで、優先順位の低い施設更新をあきらめて
いきます。

左図は、優
先順位の高
いもの33傑。

ただし、予算が組めるであろうラ
インまで近づけたとしても・・・
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砥部町の公共資産更新推計

総務省試算ソフトを使って試算してみました！ 体力を失ったあとに二つ目の
山がくるとかなりきつい。

15年後くらいから
30年後くらいまで

↑長寿命化、再配置な
ど15年後くらいまでは何
とかいけるかも

最初の15年で体力
を失ってはいけな
いが・・・ 15



公共施設等総合管理計画などでも ピークはどこかを掴む！

更新時期別ポートフォリオを30年後まで作成してみてはどうか?

更新年度別のポートフォリオのイメージ
＊ポートフォリオ・・・資産の組み合わせ

今から10年後まで

10年後までポートフォリオ

平成n～n+10年度

施設名 更新費用 地方債 国県 その他 一般財源

Ａ施設 50 20 25 0 5

Ｂ施設 100 30 50 10 10

Ｃ施設 80 70 10

・

・

・

10年後から20年後まで

10～20年後までポートフォリオ

平成n+11～n+20年度

施設名 更新費用 地方債 国県 その他 一般財源

Ｄ施設 900 800 0 0 100

Ｅ施設 100 30 50 10 10

Ｆ施設 80 70 10

・

・

・

20年後から30年後まで

20～30年後までポートフォリオ

平成n+21～n+30年度

施設名 更新費用 地方債 国県 その他 一般財源

Ｄ施設 400 300 0 0 100

Ｅ施設 80 40 10

Ｆ施設 80 80

・

・

・
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30年後までのポートフォリ
オと更新ピークがいつか
分かっていると、たとえ10
年間の公共施設等総合
管理計画作成であっても
全体理解がしやすくなる
わね。

※計画は10年以上となっており最
短だと10年の計画となります。

ピークはどこ？これ大事ね！
このポートフォリオがあれば
一般財源まで一目瞭然。
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財政健全化判断比率クロス表（平成２５年度決算）

将
来
負
担
比
率

良い 悪い

良い

悪い

平均11.0

平均45.5

実質公債費比率

松山市

今治市

宇和島市

八幡浜市

新居浜市

西条市

大洲市

伊予市

砥部町

上島町

西予市

松前町

東温市

伊方町

松野町

内子町 愛南町

鬼北町

四国中央市

久万高原町

砥部町の場合、実質
公債費比率、将来負
担比率ともに県下で
トップレベルの良好
な状況である。

砥部町のH２６比率
実質公債費比率

３．８%
（H２５は５．５%）
将来負担比率

０．０%

では、今の砥部町の財政状況は、良いのか、悪いのか。

17



２ 羅針盤 中長期的なビジョン

～目指すべき場所～

※砥部町を描く絵画展より
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2012年当時の砥部町の中長期財政見通
しです。
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まずは、職員自らが考え優先順位表を作成！
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つぼ型を通り越して，上が厚く下が薄い「逆
ピラミッド」型になることが見込まれます。15歳
未満の年少人口が1割強，65歳以上の高齢
人口が4割近くです。文字通り，少子高齢化
が極度に進んだ社会になります。図にすると，
インパクトありますねえ。

社会は成員が働くことによって成り立ちま
すが，今の就業率が変わらないとすると，「就
業者２：非就業者３」の比になります。現在で
はちょうど半々くらいですが，近未来では，働
かない人（従属人口）のほうが多くなると。

まあ，未来社会では高齢者の就業率が高
まるでしょうし，外国人労働者やＡＩロボットの
協力も見込めますので，そんなに悲観するこ
とはないとは思いますけど。

こんなデータも
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●現状認識

老朽化が進んでいく公共施設、増大する社会保障関係費、減少する税収など

多くの課題を抱えています。

●目指すべき場所

総合計画や各種計画、公共施設の更新問題も織り込んだ中長期財政見通しな
どから、目指すべきところをイメージします。すべての施設や事業をこのまま残せば、自
治体運営は立ち行かなくなります。

各種計画や財政見通しにより不足する財政の幅も算出することで、目指すべき場
所が決まった。



３ 自立へ セグメント情報

～目指すべき場所に向かう交通手段～
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ゼリーのような食感
「紅まどんな」

「砥部焼」

「砥部動物園 白くまピース」



●財務諸表～公会計で思い浮かべるイメージ～
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担当部署 「財政担当の仕事で我々には関係ないし・・・」



４つの表をつくり、ホームページや広報で公開することが目的？

「みなさん、財務諸表をご覧ください。資産400億、負債80億です。」これだけ
の解説や説明を見て、聞いて、住民はどんな感想を持つでしょう?
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「へぇ～」

「難しい話はちよっとのぉ～
今が良いのか、悪のか、

それだけ分かればええんじゃが・・・」

「すみません、特に興味がないです。」



では、財務諸表を中長期財政計画と一緒に紹介し、「今後、公共サービス
は今までのようには受けられなくなりますね。公共施設を半分くらいにする規
模の改革が必要です。みなさんは、子どもや孫たちにどのように説明します
か。」となれば、財務諸表をただ見ただけのときとは反応が随分違ってくるので
はないでしょうか。

⇒どんな資産があるの?老朽化具合は?

⇒どれくらい借金があるの?

⇒預貯金はどのくらいあるの?

⇒私たちは、いつまでに何をどれくらいあきらめないといけないの？

施設や事業の詳細なデータがなくては議論できない！
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施設別・事業別財務諸表
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●目指すべき場所に向かう交通手段

施設・事業単位で、今、抱えている問題や課題をどのように解決、改善してきたか、
さまざまな情報をもとに施設や事業をマネジメントしていきます。

●各部署が自立

以前、本町にて施設別・事業別財務諸表を作成していたときは、時間と手間暇
がかかっても担当につくってもらっていました。担当自らがセグメント情報を作成し、分
析し、予算に活かし、そして住民にいつでも説明できるようになってもらえればと思うか
らです。結果を自分たちで分析し、考え、動く。部署の自立がこれからは大事になると
私は考えます。

動く 動かす
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参考 実現には難しい問題も多々ありますが、こんなことできたら・・・

①マネジメント単位・責任単位
 「係(本町は課までしかない)」をマネジメント単位・責任単位として設定し、予算
科目である「目」と一致させられないか。「係=目」、「係の仕事=細目」

 予算、執行、決算、決算分析、改善案、次年度予算とチーム(係)でマネジメント
していく。自分たちの担当施設や事業が上位施策にちゃんと貢献できているのか、
自立したチームであれば、ずっと分析と改善が続いていくことでしょう。

 チームとして本当の意味で機能しはじめたら、人事異動でメンバーが代わっても、
事務処理や思想までちゃんと引継がれるのではないか、1年だけの成果だけでなく、
複数年の成果もちゃんと視野に入るのではないか、人事評価は個人の前にチーム
でやったらどうなるのか・・・



②-1 施設別・事業別財務諸表(一部)にロジックモデルの設定
 施設や事業を評価するとき、単にコストが高いか低いかだけで評価してしまうと、コ
ストの高いごみ処理施設などの評価が低くなってしまいます。しかし、上位施策が
環境配慮ということであればどうでしょう。コストは高くついたとしてもダイオキシン
やＣＯ２の削減効果が大きければ、評価が高くならなければおかしいですよね。つまり、
一律の評価ではなく、それぞれの施設や事業に応じて評価すべきではないでしょう
か。

 老人福祉施設などではどうでしょぅ？収入はないですが、利用者が多い。この場合
は住民からのニーズが高い施設と言えるかもしれません。住民の満足度を数値化す
ることは困難ですが、たとえば、「利用者数一人当たりのコストが低い（あるいは逓
減）方が良いモデル」と設定すれば、利用者の多い施設の評価を高くすることも可
能です。利用の満足度をこのような形で評価できれば、施設や事業の存続に関し
て、より納得のできる優先順位を考えられるのではないでしょぅか。
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②-2 ロジックモデルが決まったらシナリオプランニング
次はシナリオプランニング。例えば、今は黒字であるＡ施設に次のような３つのシナリオ
を描いてみます。最高シナリオ、通常シナリオ、最悪シナリオ。そして、それぞれのシナリ
オに戦略、トリガー、対応策をセットしてみます。

さて、Ａ施設が、開設後初めて５０万円以上の赤字を出してしまったとします。そうす
ると、最高シナリオから通常シナリオに変わるトリガーが発動されます。結果、職員を１
名減にする対応策がとられることになります。厳しいようですが、このようなシナリオがな
ければずるずると何年も赤字をひきずってしまうことになりかねません。 予算に公会計を
活かしていくには、セグメント情報は欠かせないし、かつ、このようなオプションがなければ
機能するものにはなかなかならないのではないでしょうか。

シナリオ作成 最高シナリオ 通常シナリオ 最悪シナリオ

戦　略 ○○増に努める コスト削減
人員削減、事業
廃止・縮小

トリガー - 赤字50万円以上 赤字100万円以上

対応策 - 職員1名減
職員1名減
事業縮小

シナリオ作成

戦　略

トリガー設定

トリガーの
モニター

トリガーの
発動

　いくつかのシナリオで将来を推計

　各シナリオで目的が達成されるために必要な条件、
　やるべきこと。

　あるシナリオから別のシナリオへと変化する兆候を
　明確にする。

　トリガーとなる指標を継続的にチェックする。

　次の予想していた対応策をとる。

Ａ施設

38

※自立なくしては、トリガー設定のラインも対応策もそれらを議論することも、公表することも
難しい。



４ 自立から対話へ まちづくり体験塾

～対話で枠を越えていこう～
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●自立から対話へ

前章では、自分たちで考え自立することについてみてきました。続いてこの章では、自
立が進んだとき、ほかの自立したセクションとの対話により全体最適を探るということ
について考えてみます。限られたお金で全てを手に入れることはできません。真に必要な
施設や事業は何か、そして何をあきらめるのか、ひとつの部署だけの判断を寄せ集める
のではなく、自立したみなさんが部署を越え対話を始めなければいけません。



対話型財政シミュレーション
ゲーム「ＳＩＭ２０３０inとべ」

・SIM2030
・振り返り
・投票
・再び現実へ

砥部町総務課

まちづくり体験塾
2017年8月9日、10日

・大塚成男氏基調講演
・まちの財政見通し
・レクチャーノート
・ふせん紙仕訳ゲーム
・バランスシート探検隊
・SIM2030inとべ
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まちづくり体験塾
平成29年8月9日（水）、10日（木）の2日間に渡り開催。

このイベントは、
⇒まちの財政状況や人口ビジョン、将来の見通しを見ながら財務諸表を確認
⇒公共施設の老朽化や更新、質、評価について実際に公共施設を巡って考える
片手に持ったレクチャーノートは、簡単な施設別財務諸表である

⇒レクチャーノートの数字が意味するものは何か、ふせん紙仕訳ゲームで仕訳
から財務諸表が出来るまでを体験することで、財務諸表の理解も進む

⇒松山大学経営学部溝上ゼミのほか松山市選挙管理委員会からは選挙
コンシェルジュ(大学生)が参加

⇒最後は、ＳＩＭ2030。参加者は、これまで得た知識を活かしながら、どの施設
や事業の優先順位が高いのか、架空のまちの幹部職員となり幹部同士
が対話を重ねながらまちづくりを考えていく。事業を実施するのか、しないのか
借金をするのか、しないのか、議会対応も経験しながら10年後までの予算を
成立させる。砥部町版のシナリオを書きおろし、複数の突発イベント発生！

⇒SIM2030では、施設見学で体験した内容が机上でも次々とリンクしていく。
選択することの難しさが倍増する!!
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○8月9日（水）初日午前
まずは、まちの財政状況や人口ビジョン、将来の財政見通しなども見ながら財

務諸表を確認。レクチャーノート（簡単な施設別財務諸表）を片手に公共施設を
巡る。ただし、見学のその前に、仕訳からどのようにして財務諸表が出来るのか、ふ
せん紙を使って仕訳から財務諸表が出来るまでを体験する。

43

仕訳から財
務諸表作成
まで。ふせん仕
訳ゲームなら、
簡単じゃん!
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○8月9日（水）初日午後
午後からは、実際に公共施設を巡った。

橋、橋の下 老人福祉施設 ごみ処理施設（ＲＤＦ）

ごみを固形化燃料に。
コストはかかるが環境配
慮を重視してるんだな。

バランスシートには数値
があがらない古い施設。
でもたくさんの人が使っ
てる・・・

こんなところから橋を見
るなんて。道路や橋、普
段気にしないけど、めっ
ちゃお金かかるやん!



○8月10日（木）2日目午前
引き続き公共施設見学

45

建設されたばかりの
学校給食センター 給食を実食!廃校となった小学校（木造）校舎

1食あたりのコストを考えながら実食
新築のセンターだから、この給食の
コストの中にはたくさんの減価償却
費が入ってるんだなぁ～

人が減り、いろいろな施設が
なくなるとコミュニティが崩壊
してしまわないか?
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○8月10日（木）2日目午後
いよいよ最後のプログラムとなるＳＩＭ2030。2日間で得た知識をフ

ル活用した。

架空のまちの部長さんたち（参加者）があつまり、自由に使えるお金が減少する中、何を優
先してまちづくりをしていくか、限られた時間の中で取捨選択をしていきます。さて、どんなま
ちができたかな？ 各チームプレゼンのあとは、投票で優勝チームを決めます!!



 ほかの部署の仕事内容も知っておかないと話し合いができない。
 何を優先させ、何を廃止・削減させるか決断することの難しさを感じた。
 あきらめた事業にも、その事業を必要とする人がいる訳で・・・
これがゲームでなかったら、やめる理由をちゃんと説明することができるだろうか？
 インフラ、ライフラインにかかるお金の大きさが気になった。やめることがなかなか
出来ないものなのに・・・今のうちに、もっとみんなで考えておかないといけないこと
なんじゃないかと思った。

 古い施設でバランスシートに数値も計上されないし、収入もない施設であっても
おじいちゃん、おばあちゃんたちがたくさん集まっていた。公共施設の質とか評価と
か優先順位とは何なのか分からなくなった。

 会計と投票の関係は考えたことがなかったが、未来を見据えた政策ができてい
れば、有権者の投票行動に結び付くのではないかと考えさせられた。
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参加者の声

※平成29年度には、「まちづくり体験塾」の取組みが公会計と主権者教育を併せた体験型
のイベントとして選挙関係分野でも注目をされました。



 施設別財務諸表では、ハード（施
設）部門とソフト（そこで展開され
る事業）部門を分けて考えてみては
どうか。住民だけでなく地元企業の
方にも見てもらえれば・・・。

 多くの自治体でセグメント情報の公表が進めば、近隣市町村との連携が
できるかも？地方の小規模な自治体では官官連携も大事！単独思考から
エリア(広域)思考へ。

A 町 箱は古くて使えなくなるが、ソフトは継続したい 

B 市 箱はまだまだ使えるが、ソフトとなる事業は廃止したい 

 賃貸料でお互いが Good！ 

 

近隣自治体が協働して、ハードとソフトを分割評価し、データベー

スを一元化する。 

 

A町

ハード
×

ソフト
○

B市

ハード
○

ソフト
×

C町

ハード
×

ソフト
○

統一された公会計基準 自治体を超えた施設や事業のマネジメント

 施設や事業ごとの危険ライン、撤退ラインがイメージできるか。自立した
チームなら、ピンチのときでも官官連携
などのアイデアも。近隣自治体のｾｸﾞ
メント情報を見る、見てもらう、これも
大事になってくるのでは。
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●対話で枠を越えていこう ～伝える、つながる～
対話は、部署を越え、自治体を越え、住民、企業、学校などいろいろな枠を越えて、

エリア(広域)そのものを巻き込んでいければと考えます。使えるお金には枠がありますが、
みなさんはどんな枠を越えていきますか？

広い視野でエリアに貢献していくことは、いつか自分のまちにもいいことが返ってくる、
そう思いませんか。



これまでの砥部町の取組み
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〇これまで砥部町では、さまざまな取り組みを行ってきました。すでに終了した
取組みも多いですが、それらも含めて紹介させて頂きますので参考にしてください。

①予算仕訳
⇒仕訳パターンに合わせて予算を区分している。

②ホームページそのものをアニュアルレポートに見立てる。
③職員による勉強会
④予算特別枠の創設
⑤広報誌で公会計特集
⑥公会計と主権者教育
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たとえば、仕訳パターンに合せて13節委託料を大まかに区分してみると・・・

Ex.委託料→

①資産形成に繋がる委託料

②資産形成に繋がるものの

うち、建設仮勘定となるもの

③コストとなる委託料

④臨時的なもの
砥部町の場合
　　資産台帳を整備した改訂モデル

支出の部

※現金の動いた取引きのみ計上

●今年度資産形成に使われた支出は、まず、砥部町の資産台帳に登録します。
　　→資産台帳に登録されたものは、バランスシートに計上していきます。

ex.今年度増加した資産はいくら?

　土地購入費　500
　　同附随費用　15

　A施設本体工事費　480
　　　　　・・・ちなみに、前年に支出したA施設の設計委託料は48

　B施設設計委託費(B施設の本体工事は来年度)　　80
　　同事前調査等委託費　20

物品購入費　40

前年度 増 減 今年度
土地 200,000
建物 250,048
　うち、建仮 48
物品 50,000

実際には現金
の動きがない
減価償却費や
引当金や引当
金繰入等なども
対象。

・・・バランスシート

・・・行政コスト計算書

・・・純資産変動計算書

・・・キャッシュ・フロー計算書現金の動きだけに注目したもの

支出

資産形成に使われた支出
附随費用も含む

その年度で消えてしまった
経常的なコスト(支出)

臨時的な支出

①画期的な思考! 予算段階から仕訳する「予算仕訳」

法定外公共物への投資など特殊な支出
※改訂モデル

システムでは、自動で
判断できない！！
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例えば、委託料は前述のように区分されますが、それを自動で区別するのは困難
です。とすると、出納整理期間が終了したあと、財政担当課において1年分の仕訳
を確認していくことになります。

⇒予算の段階から仕訳パターンに合せた細節を設定しておくと、決算のとき

にほとんど仕訳は終わっているようなもの。

⇒ただし、財政では支出命令や兼票を見ないため日々確認することができない。

砥部町では、平成27年4月、予算仕訳を始めると同時に公会計担当を会計課に移しまし
た。支出命令や兼票といった伝票単位で、毎日会計課職員が仕訳を確認していきます。未
払金や未収金を立てたてないので、期末一括変換方式と言えますが、可能な限り日々仕訳
に近い体制を整えています。また、資産形成を伴う支出伝票には、資産台帳登録済票を添
付して貰います。

⇒出納整理期間が終わると同時に仕訳と資産台帳登録が完了している。

会計課にて日々確認も済ませてある。後は決算整理仕訳を入れるだけ。

⇒期末一括でも、月例監査で月次レベルの試算表などが出せる。議会への

報告や来年度当初予算の編成に活用などもスムーズに！
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修繕料でも、資産計上されるものとそうでないもの
（資外）に細節を分けて予算計上。

委託料については、大きく資産と資産外というカテゴ
リーに分けたうえで、それぞれに該当する細目を設
定することにより、資産計上するものを予算の段階
で特定。

翌年度の工事に対応する工事設計費などについて
は、今年度は建設仮勘定に集計する必要があるの
で、建設仮勘定部分について、分けて予算計上して
いる。

臨時も明示

平成27年度砥部町当初予算書
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予算書

支出伝票

伝票欄外

実際の予算書と支出伝票
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資産形成となる支出伝票には、必ず資産登録済の伝票も添付す
る。計上漏れなどを防ぐ内部統制！

資産台帳登録済票
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②ホームページそのものをアニュアルレポートに見立てる。

課や係を超えて財務情報をここに
集約！一つひとつの資料はシンプル
だけどホームページそのものをアニュア
ルレポート（年次報告書）に見立て
ているのね。上から順番に見ていくと
分かりやすいわ。

自治体は財政規模の大き
さもさることながら、仕事の
守備範囲も相当広いわね。
凄い情報量になっちゃう！
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③自立するためには、まず職員自らが勉強！

あなたは、自分が担当している事業や施設を施設別・事業別財務諸表を使って
ちゃんと現状、将来像を住民に伝えられますか?また、町全体の事業や施設の中での
優先順位はどのあたりですか?

砥部町公会計推進プロジェクトチーム勉強会のようす。自分の担当している施設
や事業について決算分析を踏まえて、これからどうしていくべきか、次の予算にどう
活かしていくか、ちゃんと伝えるためには、まず自ら勉強しなくては! 

平成28年度をもって当初の目的を達成したといこうことで解散となりました。それ
まで数年間に亘り、月に1回程度公会計ほかいろいろな勉強会を開催していました。
財務諸表や仕訳はもちろん、アセットマネジメントや債権債務、財政のことなどまで勉
強の対象です。部署を問わず、担当かどうかも問わず、みんなが継続して勉強を続け
ました。また、チームの中からは、簿記の資格を取得する職員もいました。
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ふせん紙を使って、仕訳から財務諸表ができるまでを体験したり、体
験したことを動画にしたりしました。YouTubeでも公開しています。
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④予算特別枠の創設

砥部町の平成28年度当初予算において、中長期的なコスト削減に繋がる事業
に積極的に予算を配分する「予算要求特別枠」を設定しました。総務省からは、
公会計による財務書類の予算編成への活用や中長期的なコストの「見える化」に
より、限られた財源を賢く使うものと評価され、同省ホームページにて行革優良事
例として紹介されました。削減効果の測定は、平成28年度決算分の施設別・事
業別財務諸表で行います。

総務省の行革優良事例に選ばれました。
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⑤広報誌で公会計特集

砥部町の広報誌にて、多くの方に公会計を知ってもらう取組みを行いました。平
成広報6月号にて特集「公会計をもっと身近に!」(別冊)の掲載を皮切りに、平成
28年11月号まで連載を行いました。

※早稲田大学パブリックディスクロージャー表彰2015・・・アウトリーチ部門にて努力賞を受賞。
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⑥地元松山大学の法学部（まちづくり）や経営学部で公会計のことを
紹介。公会計と主権者教育を結び付けています。
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公会計を知り、選挙マニ
フェストを読み、選挙に行こ
う!!



791-2195

愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地

http://www.town.tobe.ehime.jp/ 


