
 

 

 

 

 

講義・演習概要 
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地方公会計特別研修 

第７期 

【令和２年９月７日～令和２年９月１１日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（令和２年9月7日（月）～9月11日（金）　１時限＝70分）

時限数 初講義日 頁

地方財政における地方公会計の役割について 1 伊 藤 正 志 総務省自治財政局財務調査課　課長 9月7日 1

地方公会計における複式簿記・発生主義につ
いて

2 手 塚 嵩 史 有限責任監査法人トーマツ　公認会計士 9月7日 1

統一的な基準による財務書類等（固定資産台
帳含む）の作成実務について（演習含む）

5 平 野 賢 人 有限責任監査法人トーマツ　公認会計士 9月8日 2

財務書類等の確認時の留意点について
（演習含む）

1 2

財務書類等を活用した自治体経営分析
（演習含む）

3 3

事例紹介①
～四日市市における公会計の取組～

1 吉 田 太 紀 子 四日市市財政経営部行財政改革課　会計専門監 9月9日 3

事例紹介②
～福生市における公会計と受益者負担の見直
しについて～

1 森 屋 裕 介 福生市企画財政部財政課　主査 9月10日 4

財務書類等の活用と事業別・施設別セグメン
ト分析（演習含む）

4 山 田 達 也 有限責任監査法人トーマツ　公認会計士 9月10日 4

財務書類等の活用と施設マネジメント 2 宗 和 暢 之 有限責任監査法人トーマツ　公認会計士 9月11日 5

合　　　　　　計 20

9月9日

地方公会計特別研修第７期研修課目、時限数及び担当講師一覧

研  修  課  目 担　　　当　　　講　　　師

矢 島 淳 太 郎 有限責任監査法人トーマツ　公認会計士



地方財政における地方公会計の役割について 

担当講師 伊藤 正志（総務省自治財政局財務調査課長） 

プロフィール 

平成５年 自治省入省、長崎県総務部財政課長、北九州市財政局長、総務省自治

行政局地域政策課国際室長、自治財政局公営企業課準公営企業室長、地方債課長

を経て現職。 

講義の内容 

本講義では、地方公会計について体系的に理解することをねらいとし、これま

での経緯や財務書類等の概要を中心に、公共施設マネジメントにおける地方公会

計の活用例について講義を行う。 

事前課題・ 

持ち物など 
なし 

教科書 講義用レジュメ 

参考図書 なし 

地方公会計における複式簿記・発生主義について 

担当講師 手塚 嵩史（有限責任監査法人トーマツ 公認会計士） 

プロフィール 
平成 29年 2月 有限責任監査法人トーマツ入社、平成 30年 8月 公認会計士登

録 

講義の内容 

本講義では、「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」で検討されたマ

ニュアルの趣旨を斟酌し、自治体職員にとって関わりが深い取引や勘定科目を用

いた説明や演習を通じて公会計の導入に当たって必要となる複式簿記・発生主義

会計の仕組みについて理解を深める。

事前課題・ 

持ち物など 
演習では卓上計算機を使用する。 

教科書 
講義用レジュメ 

総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」 

参考図書 なし 
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統一的な基準による財務書類等（固定資産台帳含む）の作成実務について（演習含む） 

担当講師 平野 賢人（有限責任監査法人トーマツ 公認会計士） 

プロフィール 
平成 26年 9月 公認会計士登録  平成 27年 2月 監査法人トーマツ（現有限責

任監査法人トーマツ）入社 

講義の内容 

本講義では、地方自治体における財務書類等の作成実務において、「統一的な

基準による地方公会計マニュアル」に基づいた解説や演習を通じて、その内容及

び作成にあたり留意すべき点について理解を深める。 

事前課題・ 

持ち物など 
演習では卓上計算機を使用する。 

教科書 
講義用レジュメ 

総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」 

参考図書 なし 

財務書類等の確認時の留意点について（演習含む） 

担当講師 矢島 淳太郎（有限責任監査法人トーマツ 公認会計士） 

プロフィール 
平成 24年 2月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社、平成

27年 9月 公認会計士登録 

講義の内容 
本講義では、財務書類について、他の財務書類その他公表資料等と重要な不整

合が生じないようにするための確認のポイントについて解説する。 

事前課題・ 

持ち物など 
なし 

教科書 
講義用レジュメ 

総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」 

参考図書 なし 
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 財務書類等を活用した自治体経営分析（演習含む） 

担当講師 矢島 淳太郎（有限責任監査法人トーマツ 公認会計士） 

プロフィール 
平成 24年 2月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社、平成

27年 9月 公認会計士登録 

講義の内容 

本講義では、財務書類等をいかに自治体経営に活用していくかについて、既存

の各種財政指標も含めた分析を交えながら解説するとともに、演習を通じて実務

の理解を深める。 

事前課題・ 

持ち物など 
卓上計算機を使用する。 

教科書 
講義用レジュメ 

総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」 

参考図書 なし 

事例紹介～四日市市における公会計の取組～ 

担当講師 吉田 太紀子（四日市市財政経営部行財政改革課 会計専門監） 

プロフィール 
平成６年 監査法人トーマツ入所、平成 27年 公認会計士吉田太紀子事務所を

経て平成 31年 2月より現職。 

講義の内容 

本講義では、自治体における公会計推進の方策について学ぶことをねらいとし、

四日市市が公表している施設別行政コスト計算書の活用状況や、財務書類の効率

的な作成方法等を解説する。 

（主な内容） 

・財務書類の効率的な作成体制 

・施設別行政コスト計算書の活用事例紹介 

事前課題・ 

持ち物など 
なし 

教科書 講義用レジュメ 

参考図書 なし 
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 事例紹介～福生市における公会計と受益者負担の見直しについて～ 

担当講師 森屋 裕介（福生市企画財政部財政課主査） 

プロフィール 
平成 21年福生市役所入庁、安全安心まちづくり課配属。平成 24年健康課配属、

平成 27年同課主任。平成 29年 10月より財政課へ配属、令和２年度より現職。 

講義の内容 

本講義では、地方公会計の事例紹介として、福生市における地方公会計制度取り

組みを紹介します。 

（主な内容） 

・福生市の地方公会計制度導入の経緯 

・予算説明書と決算説明書（セグメント別管理） 

・受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直し） 

事前課題・ 

持ち物など 
なし 

教科書 なし 

参考図書 なし 

財務書類等の活用と事業別・施設別セグメント分析（演習含む） 

担当講師 山田 達也（有限責任監査法人トーマツ 公認会計士） 

プロフィール 
平成 22年 1月 監査法人トーマツ入社、平成 24年 12月 公認会計士登録、平

成 26年 6月 認定ファシリティ・マネジャー登録 

講義の内容 

本講義では、地方公会計の財務書類の活用例である事業別・施設別のセグメン

ト分析を行うために、実務上どのように進めていくのか、分析のやり方について

理解を深めるとともに、演習を通じてセグメント分析結果の読み方や、説明手法

の習得し、各自治体での実務に繋げることを目的とする。 

事前課題・ 

持ち物など 

・本研修の他の課目の応用編となるため、それまでの講義を通じて公会計に関す

る理解が深まっていることが前提となる。 

・演習中、指名をして発言を求めることがある。 

・卓上計算機を使用する。 

教科書 講義用レジュメ 

参考図書 なし 
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財務書類等の活用と施設マネジメント 

担当講師 宗和 暢之（有限責任監査法人トーマツ 公認会計士） 

プロフィール 昭和 63年 監査法人トーマツ入社、平成 3年 公認会計士登録 

講義の内容 
本講義では、施設マネジメントの基礎を学び、加えて地方公会計の財務書類を

施設マネジメントにどのように活用していくべきかについて解説する。 

事前課題・ 

持ち物など 

・本研修の他の課目の応用編となるため、それまでの講義を通じて公会計に関す

る理解が深まっていることが前提となる。 

・演習中、指名をして発言を求めることがある。 

教科書 講義用レジュメ 

参考図書 なし 
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地方公会計特別研修第７期    Syllabus 
 

作成：自治大学校教務部 

 

〒190-8581 東京都立川市緑町１０番地の１ 

ＴＥＬ （０４２）５４０－４５０２（教務部直通） 

ＦＡＸ （０４２）５４０－４５０５（教務部） 
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