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指標の説明

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成20年度

任務目的の成果・活動指標の推移

９－２　公正で効率的な行政運営を行われる

任務目的

（所管課名　会計管理室）行動目標

公正で、正確、効率的な会計処理を行う

基本目的

　歳計現金の余資金と基金を1年間運用した結果で
ある年間平均利率を過年度と比較することは、公金
の運用が有利にできたかの判断基準の一つとなるこ
とから、運用益合計額／（歳計現金＋基金の運用元
金積数）×365日により1年間の平均利率を算出し、
掲げた。

○　任務目的に対する評価

H17実績
H18実績

　市民に信頼される会計事務の推進のために、会計
事務職員のスキルアップや公金、金券、物品等の適
正管理に関して、出納員を始めとする各職員の意識
向上は喫緊の課題である。こうした中で当所属が果た
すべき役割は重要性を増しており、これまでの実務研
修、会計事務に関する情報提供、検査・指導などに加
えて、実効性のある支援・検査体制の充実に努めなけ
ればならない。また、公金の管理・運用においては、
金利動向の影響を減らすため、ラダー型ポートフォリ
オと一括運用の組み合わせなど安定的、効率的資金
配分、商品選択など運用方法の改善に留意していく。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成20年度実績

平成21年度見通し

  会計事務の執行が、法令・規則等に基づき公正で、
正確、効率的に処理されるように支援、検査を行っ
た。具体的には、実務担当者や出納員を対象とした
会計事務研修や、各所属における出納員委任事務を
はじめとする会計事務全般の適正執行の確認と技術
的支援のため実地検査を実施した。
　公金の安全かつ適正な管理と有利な運用に関し
て、歳計現金については、財政経営課ほか関係各課
との情報交換や協議を通して、資金計画の精度向上
を図った。こうした取り組みにより、支払準備金を確保
しながら、普通預金残高の圧縮に努めた。
　基金については、効率的な資金管理を行うため、高
い金利が見込まれる国債を中心に運用を行った。
　また、会計事務処理の集中化によって、各所属での
事務を軽減するために19年度に導入した定期支払い
について、各所属に対し、会計事務実務研修などを
通して、制度の周知を図ることにより、年間処理件数
は前年度の910件から1,168件に増加した。

　 　

９　　　行政機能が高くなる
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　適正な会計事務執行に向けた支援、検査では、現
金等の保管状況について、不定期の実地検査の実施
などにより、各所属での意識向上を促していく。
　また、資金管理・運用にあたっては、安全性の確保
を 重要視しながら、短期的な運用にも取り組むな
ど、流動性、効率性も踏まえた運用に努める。特に、
昨年の世界的な金融危機以降、金利動向が不透明
な運用環境のもと、金融商品の選択、運用期間の決
定には、細心の注意を払う。
　なお、20年度決算から公表する新たな公会計制度
の財務諸表について、関係各課との協力体制の中
で、適正な作成、公表を行う。
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ17実績 －
Ｈ18実績 1.00
Ｈ19実績 0.81
Ｈ20実績 0.70

Ｈ20目標 0.60

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

10,315 20,486 20,125

0 0 0

0 0 0
0 0 0

302 550 494

0 0 0

0 0 0

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ17実績 4,797
Ｈ18実績 4,312
Ｈ19実績 2,232
Ｈ20実績 2,502

Ｈ20目標 3,546

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

0 0 0

73 74 43

0 0 0

　債権者への支払が正確かつ迅速に行われるように、
会計事務職員の習熟度向上などによる事務処理の適
正化を推進する。
　また、現金、金券、物品の適正管理を徹底するため
の方策を検討する。

192

0

0

△ 30

0

　市税収入の落ち込み等による収支の悪化が見込ま
れる中で、中期的な財政見通しを踏まえ、財政経営課
と協議しながら、今後の資金計画を慎重に策定する。
　また、経済金融情勢が引き続き不透明な状況の中
で、安全性、流動性を確保した上で、効率的な運用を
実現するため、金融政策等の動向を注視し、商品、運
用期間の選択等に留意する。
　さらに、企業会計や外郭団体を含めた資金管理・運
用のあり方を検討する。

9,810

0

0

達成度 基本的な手段に対する評価

　事業名 これからの課題、事業展開の方向性

0

歳計現金、基金、物品の出
納管理

資金計画の策定、運用（歳
計現金）

例月現金出納検査受検

目的達成に必要な手段

0

業務棚卸表（事後評価表）
平成20年度

　効率的な資産の管理・運用を行うため、歳計現金で
は、支払に支障をきたさないように、綿密な資金計画を
立てたうえで、可能な限り長い運用期間で定期性預金
での預託に努める。加えて、１か月未満の短期運用を
組み合わせることで定期性預金の割合を高める。
　基金では収支見込の精査により、歳計現金への繰替
運用額のさらなる低減を図ることで、国債、定期預金等
による有利な運用に努める。

基本的な手段に対する評価
平成20年度実績安全確実を基本

に、資産、財産を
管理・運用する。

歳計現金
の普通預
金残高合
計（H18年
度基準）

☆☆
　公金の運用において、歳計現金は銀行縁故債との
相殺枠の中で、大口定期預金を中心に預託を行い、
基金は、各基金の設置目的や取崩し予定等を勘案
し、基金主管課や財政経営課との協議を経て、国債を
中心に運用した。
　なお、効率的な資金管理を行うため、一時的な支払
資金として歳計現金へ資金を移す繰替運用を、資金
繰り上、必要性が見込まれる額に抑えることで、19年度
と比較してより有利な資金管理ができた。

これからの課題、事業展開の方向性

実地検
査対象
所属数
×検査
項目数

適正な会計事務処
理レベルの向上を
図る。

☆☆

　会計事務研修を年度当初に3回開催するほか、欠席
した所属を対象として、年度途中での追加研修を実施
する。また、実地検査は、21年度の対象所属に加え、
20年度に予定しながら実施できなかった所属も検査を
行う。なお、現金収納の多い所属を対象として、抜き打
ちでの検査も実施する。

　公正で、正確な会計事務処理を支援するため、年度
当初に出納員及び会計担当者を対象として、実務に
重点を置いた会計事務研修を3回実施した。さらに内
部チェック機能を強化するため、所属長を対象とした
審査事務研修を行った。
　会計事務に関する情報提供として、行政内部システ
ムの庁内情報提供に掲載している会計事務Ｑ＆Ａを、
出納員が日常業務で直面する疑義等への対応法な
ど、より具体的な内容に改定した。
  また、各所属の会計処理の状況について、84所属を
対象に実地検査を行うことにより、出納員委任事務ほ
か会計事務全般の適正執行の推進を図った。

平成20年度実績

平成21年度見通し

　事業名 決算差引

達成度目的達成に必要な手段

決算差引

平成21年度見通し

会計事務検査の実施・
指導
出納員、会計事務職員
への研修
規則、マニュアル等の
作成及び見直し

指定金融機関等の検査

決算書、財産に関する調書
及び決算説明資料の作成

定期支払いの拡大

効率的な収納業務の見直し
検討
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