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公会計関連業務に携わる上での基本的研修体系の研究 

（中間報告） 
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社会・公会計委員会 

公会計関連業務に携わる上での基本的研修体系の研究 

（中間報告） 

現在公会計関連分野では、総務省主導のもと、統一基準による財務書類の作成・公表、公

共施設等総合管理計画の策定の要請、下水道事業及び簡易水道事業者等を対象とした公営

企業法適用対象の拡大並びに中長期的な経営戦略の策定の要請等、矢継ぎ早に各種制度改

正が進められております。また、先の第 31 次地方制度調査会では、地方公共団体の今後の

ガバナンスのあり方についての議論がなされ、「人口減少社会に的確に対応する地方行政体

制及びガバナンスのあり方に関する答申」が公表されました。本答申には、地方公共団体に

民間と同様の内部統制評価制度を導入することや監査委員監査機能の充実・強化策、包括外

部監査対象の拡大等が提言されており、地方自治法の一部を改正する法律案として平成 29

年の通常国会に法案が提出されるなど、今後も各種制度が大きく改正されていくことが予

想されます。 

上記の制度改正には、我々公認会計士が制度導入を支援するなどにより一定の役割を果

たすべき事項等が多数含まれております。 

（参考：最近の地方公会計関連の制度見直しに伴う各種検討状況）

制度改正分野 制度改正に関する検討状況等 摘要 

地方自治法改正に

関する取組 

平成 25 年 3 月 

「地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書」 

・地方公共団体の監査制度の充実強化

・地方公共団体のガバナンス強化の観

点から内部統制制度の導入等

平成 25 年 6 月 

第 30 次地方制度調査会答申 

「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供 

体制に関する答申」 

平成 28 年 3 月 

第 31 次地方制度調査会答申 

「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及び 

ガバナンスのあり方に関する答申」 

平成 29 年 3 月 

「地方自治法の一部を改正する法案」提出 

公会計 

平成 26 年 4 月 

「公共施設等の総合管理計画の策定要請」 

・公共施設の総合的かつ計画的な管理

要請

・統一的な地方公会計の基準の公表

・地方公会計整備のための各種マニュ

アルの整備

・地方公会計のより一層の活用に向け

た検討

平成 26 年 4 月 

「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」 

平成 27 年 1 月 

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」 

平成 28 年 10 月 

「地方公会計の活用のあり方に関する研究会報告書」 
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制度改正分野 制度改正に関する検討状況等 摘要 

公営企業 

平成 24 年 1 月 

「新公営企業会計基準の見直しに係る関係省令の改正・ 

告示の制定」 

・公営企業会計基準をより企業会計に

近い形で改正 

・公営企業に中期的な経営戦略策定を

要請 

・簡易水道事業、下水道事業等につい

て、公営企業会計への移行を要請 

・公営企業の現状と各事業別の現状・

課題等の整理 

平成 26 年 3 月 

｢地方公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書｣ 

平成 26 年 3 月 

「地方公営企業法の適用に関する研究会報告書」 

平成 27 年 1 月 

総務大臣通知「公営企業会計の適用の推進について」 

平成 29 年 3 月 

「公営企業の経営のあり方に関する研究会報告書」 

地方独立行政法人 

平成 25 年 5 月 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を 

図るための関係法律の整備に関する法律案」の改正 

・地方独立行政法人の減資、合併の手

続等を規定 

・上記に伴う会計基準等の改正 

・公立大学法人による長期借入金等、

出資及び大学付属の学校の設置等 

平成 26 年 3 月 

「地方独立行政法人会計基準」改正 

平成 26 年 7 月 

「地方独立行政法人会計基準に関するＱ＆Ａ」改訂 

平成 27 年 12 月 

「地方独立行政法人制度の改革に関する研究会報告書」 

平成 28 年 5 月 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を 

図るための関係法律の整備に関する法律」の改正 

 

一方で、民間企業の監査業務等に従事することが一般的な公認会計士にとって、実際に公

会計関連業務に携わっている方は依然として少数にとどまっており、十分な役割を果たせ

ている状況にはありません。 

この要因として、公会計関連分野特有の専門知識の習得に時間がかかることや、公会計関

連業務としてどのような業務が存在するのかが実際に業務に携わるまで十分把握できない

といった理由が考えられます。 

このような状況を踏まえ、日本公認会計士協会は、公会計関連業務に関する資料又は情報

の提供その他の支援を行うことにより当該業務に携わる会員及び準会員の資質の維持及び

向上を図るとともに、当該会員等の組織化を推進することによりその活動領域の拡充を促

進することを企図して、平成 26 年に「公会計協議会」なる下部組織を設立致しました。公

会計協議会の役割は多岐に及びますが、その取り組みの一つとして、公会計協議会に登録し

た会員向けに豊富な e ラーニングメニューを提供し、基礎から応用までの様々な公会計関

連業務に繋がる知識を習得する機会を設けています。 

しかしながら、この研修であっても、全く公会計関連業務に従事経験のない会員にとって

は少々敷居が高いと感じられるのか、公会計協議会に登録し一定の研修の受講を完了した

部会員数は全国で 1,200 人強とまだまだ低迷しているのが現状です。 

 

こうした経緯から、社会・公会計委員会では、公会計関連業務に全く従事経験のない会員
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が初めて業務に携わる際に、より容易に参照できる基本的な研修体系や研修資料が必要で

はないかとの問題意識に基づき、公認会計士の活躍が期待される分野ごとに基礎的知識を

習得できるような基本的研修体系案を以下のとおり整理致しました。また、各項目に係る研

修資料は順次整備することとし、当事業年度ではこの内「包括外部監査」をテーマに資料を

作成致しましたので、中間報告として公表致します。 

当該研究を公表することにより、より多くの会員が公会計関連業務に興味を持ち、実際に

参入して頂けることを切に願います。 

 

（基本的研修体系の整理案） 
会計士の活躍が 

期待される分野 

会計士の活躍が 

期待される項目 
必要とされる知識 研修資料内容 

監査委員（事務

局監査の受託を

含む） 

監査委員の受嘱 自治体の監査・審査制度 
監査委員の監査、審査対象の紹介（監査委員の

みの項目） 

監査委員事務局へ就職・出向 自治体の財政 
一般会計・特別会計の違い、単年度予算主義等、

基礎部分のみを紹介（包括外部監査と共通） 

監査委員事務局監査の一部を

受託 
自治体の実施事業の把握 

中核市をイメージして、一番大括りで紹介、子

育て、高齢者福祉、その他の福祉、水道、下水

道、病院などの単位で紹介（包括外部監査と共

通） 

包括外部監査 

包括外部監査人を受嘱 監査手続 公会計委員会報告の監査事例集を紹介 

包括外部監査人補助者として

関与 
情報収集手法の紹介 各自治体の開示状況やイエローブックの紹介 

公会計 

統一的基準への移行業務 

統一的基準の理解 

統一的基準の基礎的な知識の紹介（基準の内

容・様式等の紹介） 

統一的基準での作成支援業務 過去の経緯の紹介（細かい異同は含まない。） 

他都市比較等分析支援業務 統一的基準の意義の紹介 

管理会計の導入支援業務 総務省資料の開示場所の紹介 

開示方法の支援業務 先進自治体の開示場所の紹介 

公営企業 

法適化支援業務 
公営企業制度・法適化の

内容 
公営企業会計制度・法適化の概要を紹介 

監査業務・会計顧問業務 公営企業会計基準 
会計基準は企業会計との違いにフォーカスし

て紹介 

経営戦略策定支援業務 
総務省の公営企業改革の

内容 
総務省資料の紹介 

地方独立行政 

法人 
監査業務・会計顧問業務 

地方独法制度 地方独法会計制度の概要を紹介 

地方独立行政法人会計基

準 

会計基準は企業会計との違いにフォーカスし

て紹介 

公益法人 

他の委員会所管のため今回は対象外 
社会福祉法人 

医療法人 

学校法人 

    

  当事業年度において着手した研修資料  

 

なお、当プロジェクトの企画・実行は社会・公会計委員会の委員である西野裕久氏及び福

田敏信氏の多大なる貢献と熱意により実現したものであることを併せてご報告差し上げま

す。  
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【協力メンバー】 

社会・公会計委員会   

委 員 長 守谷 義広 （新日本有限責任監査法人） 

副委員長 奥谷 恭子 （有限責任監査法人トーマツ） 

副委員長 南方 得男 （有限責任監査法人トーマツ） 

委  員 西野 裕久 （有限責任 あずさ監査法人） 

委  員 福田 敏信 （有限責任 あずさ監査法人） 

委  員 石崎 一登 （個人） 

委  員 大川 裕介 （有限責任監査法人トーマツ） 

委  員 武田 宗久 （個人） 

委  員 寺川 徹也 （有限責任監査法人トーマツ） 

委  員 福竹  徹 （新日本有限責任監査法人） 
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１．包括外部監査の基礎知識
（１）地方公共団体の監査制度

地方公共団体の
監査

監査委員による監査

外部監査

一般監査

特別監査

財務監査

地方公共団体の財務事務の執行、経営に係
る事業の管理

※実施時期で、定期監査（期日を決めて実
施）、随時監査（監査委員の判断で実施）と分
類される。

住民、議会、長からの請求・要求により、当該
事項に対して行われる監査

直接請求監査（住民の請求）、議会・長の請求
により監査、住民監査請求による監査、職員
の賠償責任の監査

包括外部監査

個別外部監査

外部監査人において監査対象事件（監査テー
マ）を選択できる監査（対象は財務監査の領
域）

監査委員以外の者からの請求・要求に伴う、
請求者から外部監査としての実施が求められ
る監査

行政監査
地方公共団体の事務の執行についての監査

その他 財政援助団体に対する監査、決算審査、現金
出納検査、公金収納等の監査

１．包括外部監査の基礎知識
（２）地方公共団体の種類と包括外部監査の対象

地方公共団体

普通地方公共団体

特別地方公共団体

都道府県

市町村

指定都市

中核市

特別区（※）

地方公共団体の組合
財産区

その他（※）

※は条例で定めた自
治体のみ

包括外部監査の
対象団体

凡例

7
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地方公共団体におけるチェック機能を強化するために、外部の専門家が契約に基づいて監査を行うもの。
外部監査人の側において監査の対象となる事件を選択することができるもの。

①意義

弁護士、公認会計士、税理士。国で会計検査・行政事務に従事した者や地方公共団体で監査・財務の行政事務に従事した者で
監査に精通した者。なお、外部監査人の補助者については、資格の限定はない。

②外部監査人となれる者

対象団体の財務に関する事務執行と経営に係る事業の管理のうち、能率化の原則および合理化の原則を達成するために必要
と認める特定の事件。

③包括外部監査の対象

契約の期間内に監査報告を決定し、議会・長・監査委員等に提出しなければならない。必要な場合は監査の結果に添えて意見
を提出することが可能である。

④包括外部監査の報告

１．包括外部監査の基礎知識
（３）包括外部監査の概要

包括外部監査人から監査の結果に関する報告の提出を受けた、議会・長・委員会・委員はその監査の結果に基づき、またはそ
の監査の結果を参考として措置を講じたときはその旨を監査委員に通知し、監査委員はこれを公表する。

⑤包括外部監査結果に対する措置

時期 実施業務 解説

20×1年 10月下旬 予算編成方針通知 経済状況・財政見通し等を勘案し、予算編成の基本的な
考え方や予算要求基準を地方公共団体内で共有する。

20×1年 11月中旬 予算要求提出期限 各部局から事業予算の見積を財政部局に提出する。

20×1年 11月下旬 予算ヒアリング 財政部局は予算見積について、各部局にヒアリングする。

20×1年 12月下旬～1月 予算査定 財政部局はヒアリング結果に基づき、予算を精査する。

20×2年 1月下旬 復活調整 財政部局の精査の結果、削減された予算を再調整する。

20×2年 2月中旬 予算の議会説明・議案提出 上記を経て 終化された予算を議会に説明する。

20×2年 3月中旬 予算成立 予算案について議会の承認を得る。

20×2年 4月～20×3年3月末 予算執行・事業実施 予算に基づき事業を実施する。

20×3年 4月～20×3年5月末 出納整理・出納閉鎖 当該期間に入出金が行われた年度末時点の債権・債務
について、歳入・歳出として整理を行う。

20×3年 5月～8月中旬 決算調製 その他、決算整理手続きを実施する。

20×3年 8月下旬～9月中旬 決算審査 決算について、監査委員の審査を受ける。

20×3年 9月下旬 決算の議会説明・議案提出 決算案について議会の承認を得る。

20×2年度の事務執行について、予算策定から決算までの標準的な一連の流れは以下のとおりです。

２．地方公共団体制度の基本知識
（１）地方公共団体の年間スケジュール

8
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地方公
共団体

徴税

業務 福祉

事業

産業振
興事業

環境・清
掃事業

市街地・
公園整
備事業道路・河

川整備
事業

上下水
道事業

病院

事業

教育

危機

管理

地方公共団体は右図のように様々な
局面で住民とのかかわりを持っていま
す。

行政サービスの提供などを通じて、住
民の生活を支えます。

２．地方公共団体制度の基本知識
（２）地方公共団体の業務

地方公共団体の会計

会計区分

一般会計

特別会計
（広義）

統計区分

特別会計
（狭義）

公営事業
会計

普通会計

公
営
事
業
会
計

公営企業会計
（公営企業法適用）

公営企業会計
（公営企業法
非適用）

収益事業会計

その他

会計の名称 解説

会計区分

一般会計 地方税・地方交付税などを財源に、福祉・教育・土木・
衛生などの市町村の基本的な施策を行うための会計

特別会計（広義） 一般会計とは別に設けられ、特定の収入をもって特定
の事業を行うため独立経理管理が行なわれる会計

特別会計（狭義） 特別会計のうち公営事業会計を含まない会計

公営事業会計 法律の規定により、特別会計を設けてその経理を行う
公営企業や事業に係る会計

統計区分

普通会計 総務省の基準で再構成された観念上・統計上の会計

公営企業会計
（公営企業法適用）

特別会計のうち公営企業法が適用されている会計

公営企業会計
（公営企業法非適用）

特別会計のうち公営企業法が適用されていない会計

収益事業会計 公共的な事業で逼迫する財政需要を賄うために収益
主義的に経営し、その収益を一般会計に充当すること
を目的とする会計（競馬事業・競輪事業など）

その他 上記以外の会計（国民健康保険事業会計、後期高齢
者医療事業会計、介護保険事業会計など）

地方公共団体の会計の分類は右図のとおりです。

２．地方公共団体制度の基本知識
（３）地方公共団体の会計

9
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２．地方公共団体制度の基本知識
（４）地方公共団体の科目体系

歳入歳出予算は、「款」「項」「目」「節」で区分されています。
歳入はその収入の性質ごと、歳出は支出の目的によって区分されます。
「款」は「項」に、 「項」は「目」に、「目」は「節」によって細分化されていきます。

歳入 歳出

款 市町村税 款 土木費

項 市町村民税 項 道路橋梁費

目 個人 目 道路維持費

節 現年課税分 節 工事請負費

イメージ

特定財源

地方税 国庫支出金

自主財源

一般財源

地方債 その他
地方特例交
付金、地方
譲与税

地方交付税

依存財源自主財源

歳入の関係を図示すると以下のとおりです。

地方公共団体の歳入を大別すると以下のようになります。

① 一般財源・特定財源

②自主財源・依存財源

一般財源とは、使途に制約がなくどのような経費にも使用できる財源である。
特定財源とは、特定の事業目的に使途が制約される財源である。

自主財源とは、地方公共団体が自らの権能を行使して調達しうる財源である。
依存財源とは、収入のために国または都道府県（市町村の場合）による調達や関与に依存する財源である。

２．地方公共団体制度の基本知識
（５）歳入
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歳入の名称 解説

地方税 地方公共団体に納める住民税、固定資産税

地方譲与税 地方の税源に属するものであるが、徴収の便宜・税源の偏在などを理由に国が代行して
国税として徴収し、地方譲与する税。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税等

交付金 徴収手続の簡素化の観点から一方が徴収した税金を他方に交付するもの。利子割交付
金、地方消費税交付金等

地方特例交付金 国による政策減税などに対応して、負担増・歳入減となる地方に、特例的・暫定的に交付
されるもの

地方交付税 本来は地方税と収入すべき税を地方公共団体間の財源の不均衡の調整に活用すること
ですべての団体が一定の行政サービスを提供する際の必要な財源を保証するもの

国庫支出金 地方公共団体が支出する特定の経費について、その全部又は一部を国が負担し団体に
交付するもの

地方債 資金調達のために負担する債務

その他 分担金、負担金、使用料、手数料等

２．地方公共団体制度の基本知識
（６）地方公共団体の歳入の項目別の解説

地方公共団体の歳入を項目別に分類すると以下のようになります。

性質別別歳出の名称 解説

義務的経費 法令や制度上支出が義務付けられている経費

人件費 地方公共団体の職員などの給料などにかかる経費

扶助費 社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行って
いる各種扶助に係る経費。 なお、扶助費には、現金のみならず、物品の提供に要する経費も含まれる。

公債費 過去の地方債の返済にかかる元利償還金と、一時借入金の利子の支払である。発行に係る事務経費は含まない。

投資的経費 建設的経費とも呼ばれ、社会資本の形成など支出の効果が長期にわたるものである。

普通建設事業費 道路・橋梁・公園・学校・住宅建設などの社会資本を新設・増設するための経費

災害復旧事業費 災害復旧に係る事業の経費

失業対策事業費 失業対策に係る事業の経費

その他経費 上記以外の経費

物件費 人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称。
具体的には、職員旅費や備品購入費、委託料等が含まれる。

繰出金 普通会計と公営事業会計との間又は特別会計相互間において支出される経費。また、基金に対する支出のうち、
定額の資金を運用するためのものも繰出金に含まれる。

２．地方公共団体制度の基本知識
（７）地方公共団体の歳出の性質別分類

経費の経済的性質に着目して、歳出を分類したものを性質別分類と呼びます。
「義務的経費」、「投資的経費」、「その他経費」に分類されます。
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目的別歳出の名称 解説

議会費 議会の運営に要する経費

総務費 人事、企画、財政、徴税、戸籍、選挙、統計や交通安全など、地方公共団体の総括的な事務事業に要する経費

民生費 社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、心身障害者等のための福祉施設の整備、運営、生活保護の実施等の施
策を行っており、これらの諸施策の推進に要する経費。

衛生費 住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策を推進するとともに、
し尿・ごみなど一般廃棄物の収集・処理等、住民の日常生活に密着した諸施策を行っており、これらの諸施策の推進
に要する経費。

労働費 労働福祉の事業に要する経費

農林水産費 農道や農地の整備、農業や漁業の活性化に要する経費

商工費 商工業や観光の振興に要する経費に要する経費

土木費 道路、橋梁や河川、公園の整備運営に要する経費

消防費 消防・水防対策に要する経費

警察費（道府県のみ） 警察に要する経費

教育費 幼稚園や小中学校、野球場、体育館などの施設建設や運営の費用など、教育全般に要する経費

公債費 過去の地方債の返済にかかる元利償還金と、一時借入金の利子の支払

２．地方公共団体制度の基本知識
（８）地方公共団体の歳出の目的別分類

経費の行政目的に着目して、歳出を分類したものを目的別分類と呼びます。

時期 実施業務

20×1年 11月下旬 包括外部監査人の選定、コンペなどを実施

20×2年 3月中旬 包括外部監査人の議会承認

20×2年 4月 契約および補助者の申請の実施

20×2年 5月～7月初旬 監査テーマ選定ヒアリングおよび監査テーマの選定

20×2年 7月中旬から8月 監査テーマ概要ヒアリング

20×2年 8月 現場視察、第1回詳細ヒアリング・手続の実施

20×2年 9月 第2回詳細ヒアリング・手続の実施

20×2年 11月上旬 第3回詳細ヒアリング・手続の実施

20×2年 12月上旬から中旬 第1稿の提出および第1回の監査結果・意見に対する協議

20×2年 12月下旬 第2稿提出

20×3年 1月 第2稿協議、報告書の 終化、監査委員等への報告の実施

20×2年度の包括外部監査（契約書年度を想定）のスケジュールの一例は以下のとおりです。
（1月に 終報告を行うことを想定しています。地方公共団体によっては12月報告、2月・3月報告となるケースもあります。）

３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（１）外部監査のスケジュール
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３．自治体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（２）監査テーマの種類

包括外部監査で取り上げられる監査テーマを大別すると以下の2種類に分けられます。

① 部局実施事業テーマ

② 部局横断的テーマ

福祉事業、産業振興事業、環境・清掃事業、上下水道事業、病院事業、公営住宅事業、林業事業、教育行政、危機管理行政等
各部局の実施事業をテーマとして選択し監査を実施する。

事業実施部局を対象に監査を実施することになる。

賦課・徴税業務、債権管理、業務委託・工事・物品購入などの公共調達、資産管理、人件費、公の施設管理、指定管理者制度、
補助金、出資団体など、業務を切り口に監査を実施する。

各部局横断的な監査を実施することになる。

３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（３）部局実施事業テーマ ①福祉事業（子育て・高齢者福祉）

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

①子育て家庭に対する福祉

少子化対策の推進にあたり、女性の
社会進出を踏まえた事業の実施が課
題となっている。
国の制度は以下のとおり
・地域子育て支援事業の推進
・待機児童解消加速化プラン
・保育士の待遇改善

②高齢者福祉

高齢人口の増加に伴う扶助費・医療
費増加に歯止めをかける必要がある。
国の制度は以下のとおり
・地域包括ケアシステム
・介護保険制度
・後期高齢者医療制度
・介護予防の推進

・認知症施策推進総合戦略（新オレン
ジプラン）」の推進

①子育て家庭に対する福祉
・保育所の運営
・待機児童対策
・子育て家庭への各種援助

②高齢者福祉
・介護保険事業の推進
・後期高齢者医療特別会計の運営

・要介護者がいる家庭への各種支援
の実施
・介護施設数の確保

・老人クラブ等の団体、および外郭団
体補助金の支給
・認知症予防対策事業の実施

・教育委員会と連携して進める事業
（待機児童対策、放課後児童対策）等
で適切な連携および役割分担が行わ
れているか。

・国の支援制度と地方公共団体独自
の制度の重複がないか。
・地域コミュニティとの連携状況
・各種補助金・助成金の支出の適正性

・同規模の他自治体との支給水準の
相違がないか。
・各外郭団体の経営管理の状況

・施設の老朽化対策、施設数の適正
化の検討状況の確認
・保険料の債権管理
・各施設における契約事務の適切性

13

－ 13 －



３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（３）部局実施事業テーマ ②産業振興事業

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

①中小企業育成支援
・少子高齢化、成熟化
・倒産、後継者問題
・関係法令

（中小企業基本法、中小企業信用保
険法、中小企業支援法、中小企業地
域産業資源活用促進法等）
・関係施設・団体

（産業振興センター、商工会議所、信
用保証協会等）

②観光事業
・産業構造改革
・観光立国
・インバウンド消費、外国人観光客
・地方創生、観光地域づくり
・観光圏の整備
・日本版DMO
・統合リゾート

①中小企業育成支援事業
・経営革新、創業の促進
・経営基盤の強化
・事業転換の円滑化
・資金供給の円滑化

（信用保証協会、制度融資、損失補
償）
・関連施設の管理運営

②観光事業
・中小観光企業振興
・広報活動
・コンベンション推進
・観光施設の運営管理
・各種団体・事業への補助活動
・観光圏の整備
・日本版DMO
・満足度調査

・各種事務手続きが法令等に則り適切
になされているか。

・各種事業が、経済性、効率性、有効
性の観点から適切に実施されている
か。
・実施事業に重複がないか。

・各種事業の評価が適切になされてい
るか。
・PDCAサイクルが有効に機能している
か。

・補助金や委託費が適切に執行され
ているか。

・関連団体との取引が適切になされて
いるか。
・情報開示が適切になされているか。

・関連施設の管理運営が適切になさ
れているか。

３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（３）部局実施事業テーマ ③上下水道事業

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

・人口減少に伴う利用量の減少
・過疎化による施設効率の低下
・上下水統合

・インフラ長寿命化計画（処理施設・配
管の老朽化）
・公営企業化

（法非適の会計がある場合どのように
対応しているか）
・固定資産台帳の整備
・経営戦略の策定
・下水道事業の赤字解消
・料金収納のプロセスの効率化
・滞納管理

①水道事業
・各家庭、事業者などに上水を提供
・水道料金の収納
・浄水場の運営
・水道管の管理
・副産物の販売

②下水道事業

・公共下水道の整備（水洗化率の向
上）
・下水管の管理
・下水道料金、受益者負担金の収納

・下水処理場の運営（流域下水道に接
続しているケース有）
・副産物の販売

・し尿処理（清掃部局となっているケー
ス有）

・利用量に合わせた運営がなされてい
るか。

・水道管、下水管などの資産的管理が
適切に行われているか。

・料金収納業務の適切な実施（効率性
も含める）

・下水道料金、受益者負担金徴収に
係る接続情報の管理
・滞納管理業務の適切な実施
・副産物収入の管理

・事業運営にかかる委託業務の契約
事務の適切性
・公営企業会計の適切な運用
・固定資産台帳の整備状況
・経営戦略の策定状況
・事業に係るPDCAサイクルの確認
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３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（３）部局実施事業テーマ ④病院事業

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

〈公立病院の課題〉
・医師不足
・救急医療、産科、小児科不足
・経営状況の悪化

・人口減少、少子高齢化に伴う医療需
要の変化
・公私の役割分担の不明確性

〈医療制度改革〉
・医療介護総合確保促進法
－地域医療構想の策定
・公立病院改革ガイドライン
－経営効率化
－再編・ネットワーク化
－経営形態の見直し
・新公立病院改革ガイドライン
－新公立病院改革プランの策定

・地域医療構想と新公立病院改革プラ
ンの整合的な策定と実施

①地域の政策的な医療：

採算が合わず、民間資本の参入が期
待できない医療
・へき地医療
・精神・結核医療
・救急（第一次）

②不採算医療：

不採算性、巨額の投下資本の必要な
どから、民間資本の参入が期待できな
い医療
・先進医療
・高度・高額な医療
・その他特殊な医療

例）救急医療（第三次）、ガン、循環器、
臓器移植、小児・周産期、リハビリ
テーション、難病など

③一般医療の提供

・改革プランの策定状況・進捗管理は、
合理的になされているか。

・医業収益、特に診療報酬請求業務
の適切な実施
・事業に係るＰＤＣＡサイクルの確認
・診療材料や医薬品等の管理

・高額医療機器の財務管理や機能管
理

・医療情報システムが適切に運用され
ているか。

・病院経営の根幹である医師やコメ
ディカル等の確保、医療事故の発生
と対応の状況、地域中核病院間の連
携・システム統一等の状況は適正か。
・医業未収金等の債権管理
・新会計基準への対応

３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（３）部局実施事業テーマ ⑤公営住宅事業

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

• 一般世帯増加率の鈍化ないし減少
• 都市部における入居倍率の高騰

• 公営住宅等長寿命化計画（公営住
宅の老朽化に伴う改修又は建て替
え）

• 住宅セーフティネット
• 高齢者増加に伴うバリアフリー化
• 子育て施設、介護施設の導入
• 耐震化
• 災害対応
• 管理運営の効率化
• 固定資産台帳の整備

• 公営住宅施行令の一部改正（入居
収入算定における改正）

①公営住宅の整備
• 公営住宅の建設・買取り
• 公営住宅の借上げ
• 公営住宅の修繕・改修・改築

②公営住宅の管理運営
• 入退去手続き
• 住宅管理
• 家賃設定・収納事務・滞納管理

• 住宅供給公社・指定管理者等への
業務委託

• 世帯数動向を踏まえた住宅需要分
析の適否

• 資源配分の効率性
• 入居者の適正性
• 家賃設定の適正性
• 滞納家賃（未収金）の管理・督促
• 災害への対応策
• 管理運営業務の適法性・効率性

• 住宅供給公社等への委託金の合
理性・有効性

• 指定管理者指定の合規性・有効性

• 遊休資産・老朽住宅・未募集住宅
の増加に伴う管理費用の合理性と
将来への対策
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３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（３）部局実施事業テーマ ⑥教育行政

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

・平成27年４月１日付で「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部
を改正する法律」の施行（教育委員会
の組織体制等が変更）
・「教育委員長」と旧「教育長」を統合
・総合教育会議の設置
・教育大綱の策定

・こども園の設置、幼稚園での預かり保
育の実施など幼保小の連携推進
・放課後児童対策の推進

・社会教育行政等の推進の在り方の検
討（文部科学省）

・文部科学省インフラ長寿命化計画（行
動計画）への対応

①事業面

・幼稚園・小中学校・特別支援学級な
どでの事業などの実施
・知識の活用に関する学力の向上
・放課後児童対策の実施

・子育て新部局との連携のもとで少
子化対策の推進

・社会教育の推進に係る市長部局と
の連携。

・教員の年齢構成や業務過多への
対策

②施設面
・校舎・各施設の老朽化対策
・施設数の適正化
・学校園のICT・英語教育対応

・首長部局と連携して進める事業（未就学
児童対策、放課後児童対策、社会教育の
推進）等で適切な連携および役割分担が
行われているか。

・学校園では教材費・修学旅行費などの
保護者預り金が多額にあるが、適切な管
理ができていないケースがある。（財務監
査の範囲外の可能性があるので、取扱い
は要注意）
・教員の労務管理

・学校園・その他社会教育施設について
の、老朽化、施設数の適正化の対応状況
・ICT化に伴うデジタルデバイスの管理状
況（その他財産管理を含む。）
・社会教育関連の補助金の妥当性
・社会教育関連の外郭団体の管理状況
・給食費などの債権管理
・各施設における契約事務の適切性

３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（４）部局横断的テーマ ①委託契約

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

・少子高齢化、低成長社会
・歳入減少
・職員数の減少
・民間委託の推進
業務委託、指定管理者制度、PFI

・カルテル、談合、官製談合
・低入札
・1社入札、100％落札
・変更契約、分割契約
・再委託（丸投げ）
・偽装請負
・公正取引委員会

①委託契約の締結方法
・一般競争入札
・指名競争入札

・随意契約 （少額随契、専門随契、緊
急随契）
・プロポーザル
・コンセッション

②委託契約の形態
・総価契約
・単価契約
・概算契約
・長期継続契約

・契約の方式及び相手方の選定方法
は適正か。

・契約の締結について正当な承認を得
ているか。
・随意契約理由に合理性はあるか。
・委託理由に合理性はあるか。
・委託料の算定方法は適正か。

・委託契約は適法であり、支払いは正
確か。

・委託料は業務の内容に対し適正な
水準か。

・委託業務は適切になされているか、
契約の履行確認は適切になされてる
か。

・契約変更手続きは適正になされてい
るか。

・経済性、有効性、効率性の観点から
委託方法・委託範囲について、継続
的に見直しが行われているか。
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３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（４）部局横断的テーマ ②資産管理

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

・土地の遊休化
・購入して長く利用されない「塩漬け土
地」の存在
・施設の老朽化及び稼働率の低下
・首長や政治家が「人気取り」で建設し
た施設の管理運営が困苦
・「指定管理者制度」の移行による民
間委託の拡大
・ファシリティ・マネジメントと呼ばれる
管理手法の導入を提言する監査報告
の増加

① 公有財産の管理・把握
（常に良好の状態において善良な
る管理者の注意をもって管理）

② 公有財産の運用
（所有の目的に応じて も効率的
に運用）

③ 公有財産の貸付、交換、売払い
（原則として、対象は普通財産）

・財産の受け払い残高を示す帳簿は整理さ
れているか、及び財産の分類に誤りがな
いか。
・財産の実物調査が行われているか。
・財産の購入、移動、処分及び廃棄が適法
か。
・財産は効率的に運用されているか（遊休
施設、不用品、未使用品の適切な管理、
活用、転用、売却。または不法占拠財産
の有無）
・財産の稼働率、利用状況、維持・運営の
コストパフォーマンスはどうか。
・行政財産の使用許可及び使用料には合
理性があり、かつ適法になされているか。
・普通財産の貸与には合理性があり、かつ
適法になされているか。
・財産の施設維持管理業務委託は経済性
及び効率性があり、かつ適法になされて
いるか。

※公有財産は⾏政財産と普通財産に分類される
ⅰ.⾏政財産

公⽤⼜は公共⽤に供し⼜は供することを決
定した財産

ⅱ.普通財産
⾏政財産以外の⼀切の財産

３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（４）部局横断的テーマ ③公の施設管理

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

・公共施設等総合管理計画
・公会計改革（固定資産台帳整備）
・ファシリティマネジメント
・民間委託（指定管理者制度、PFI、
PPP）

・未利用施設・低稼働施設の処分、転
用
・地方独立行政法人化
・地方公営企業法適用化

公の施設例
・体育施設
体育館、運動場、プール

・教育、文化施設

博物館、美術館、図書館、文化会館、
公民館、コミュニティーセンター
・社会福祉施設

老人・児童福祉施設、保育園、障害
者自立センター
・産業振興施設
産業交流センター、観光案内施設

・公営企業

公立病院、上水道、下水道、工業用
水道、バス路線
・その他

公園、道路、河川、学校、公営住宅、
墓地ほか

・施設の取得にかかる事務執行

・使用料、手数料の徴収は法令等に
則り適切になされているか。
・実物調査が行なわれているか。

・施設の管理台帳は適切に整備され、
適時に更新されているか。

・施設の維持管理は適切になされてい
るか。
・施設の修繕は適切になされているか。

・設置管理条例に基づき適切に運営
がなされているか。

・一人当たりの運営コスト（住民・利用
者）は適切か。

・施設は民間委託等により、効率的か
つ有効に運営されているか。

・民間委託された施設の管理は適切
になされているか。

・管理の業務委託に係る手続きは適
正になされているか。
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３．地方公共団体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（４）部局横断的テーマ ④補助金

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

• 住民や納税者からの透明性のある
情報公開の要求

• 「補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律」の改正や経過
措置などの特別条項の採択

• 補助金の不正使用による社会問題
の発生で、社会的に補助金が適切
に使用されていないのではないか
との疑念が生じる可能性

• 少子高齢化により、歳入が減り、財
源がひっ迫し補助金に充てる財源
が確保できない

• 補助金の効率的使用に係る社会的
要求

• 地方公共団体において補助金の申
請・交付手続き

• 補助する団体や対象事業、具体的
な公益性についての判断基準など
内容要件も条例化、規則化するな
どの法整備

• 手続や公益性、公平性や透明性の
検証

• 経済性・効率性・有効性の検証

• 全体像の把握の程度や、対象の重
要性を踏まえた実地調査の対象の
選定

• 補助金に基づく業務負担が果たさ
れていることを実質的に検討

• 国の「制度補助金」として存続して
いるものの公益性や政策目的が不
明瞭なもの、既に役割を終えたもの
があるか。

• 補助金事業者が多方面からの不純
な動機・圧力にさらされていないか。

• 補助金の対象は適切か、公益上の
必要性はあるか。

• 補助金の申請、決定、交付に手続
きは定められた手順によるか。

• 補助金の算定、交付時期は適切か。
• 補助事業の実績報告は適切か。

• 補助事業の業務が経済的、効率的
に行われているか。

• 補助交付団体への指導監督が適
切に行われているか。

• 補助事業の効果測定及びフィード
バックが適切に行われているか。

３．自治体の実施事業の基本知識と包括外部監査上の留意点
（４）部局横断的テーマ ⑤外郭団体

国の動向などの外部環境 実施業務の概要 監査上の留意点

・慢性的な赤字による破綻が問題と
なっている

・税金のムダ使いとして市民の批判や
関心が高い
・官の天下り先・OB職員の再就職先と
なっている

・設立当初の政策目的に照らし合わせ
ると、存在意義そのものが希薄になっ
ている団体も存在する

外郭団体と自治体の主な関係
・出資
・人員の派遣
・委託
・貸付金、補助金

・銀行借入の際の債務保証、損失補
填

・財団法人

財産の集合体に法人格を認めたも
の

・社団法人

一定の目的のもとに結合した人の社
会的組織のうち法人格を取得したも
の

・社会福祉法人

社会福祉事業を行うことを目的とし
て設立された特別法人

・株式会社
・土地開発公社

自治体が公共事業に必要とする土
地の取得、造成、管理などを行うた
めに設立された特別法人

・住宅供給公社

公的住宅の建設および管理を行うこ
とを目的として設立された特別法人

・存在意義が、現時点での外郭団体の
制度・運用上の立ち位置と整合的か。
・効率性、経済性を実現できているか。

・外郭団体の経営責任がどこにあるの
か。
・銀行等からの借り入れの検証

・大規模な事業展開を行う外郭団体の
場合、長期的な採算性

・採算が取れていない場合、需要予測
を含めどのような採算根拠で決定が
なされたか。

・行政の外郭団体への貸付金、補助
金
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