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指標の説明

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成21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
ある年間平均利率は、公金の運用がいかに有利にで
きたかの判断基準の一つとなることから、歳計現金及
び基金運用益の各年度合計額／（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
算出した。

○　任務目的に対する評価

H18実績
H19実績

　 各所属において厳正な会計事務が執行されるよう
に、当所属は会計機関として執行機関が行う支出に
対する内部牽制の役割を強く求められており、実務担
当者の会計知識の習得やコンプライアンス（法令遵
守）意識の涵養に向けて、会計事務研修の実施や行
政内部システムでの情報発信を重ねていく。
   また、公金収納において、収納事務の市民への利
便性の向上が求められており、その一環として三重県
と県内各市が連携して、自治体間での納入通知書の
共通化等に向けた検討を行っていく。

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21年度実績
   法令・規則等に基づいた適正な会計事務の執行を
推進するために、実務担当者を対象とした会計事務
全般にかかる出納会計事務研修や出納員を対象とし
た審査事務研修を実施した。
   各所属に出向き、出納員への分任出納事務の会計
処理や現金・金券・物品等の保管状況を確認する実
地検査を行うとともに、検査の中で会計実務に関する
相談・支援を行った。
   駐車券、切手等の金券の管理について、総務部、
財政経営部と連携し、新たに「金券の管理の基本方
針」を定め、金券保有の基準を新たに設定するととも
に、厳正な出納・保管のルールの徹底を図った。
   公金の運用については、安全性の確保を最も重視
しながら、譲渡性預金を活用し新たに１か月未満の短
期運用にも取り組んだ。
   なお、運用利率は目標を上回ったものの、市場金
利の下落により、昨年度より大きく低下した。

   今年度においても、各所属に対する実地検査等を
通して、各所属での執行状況や管理の実態を把握
し、指導を行うことにより、適正な会計処理や厳正な公
金及び物品等の管理の徹底を図る。
　 また、資金管理・運用にあたっては、低金利が続く
状況において、財政経営課と協議しながら「四日市市
資金管理運用方針」に沿い、安全性を最重視し、流
動性、効率性も踏まえた運用を行っていく。このため、
精緻な資金計画の策定に一層努める。
　平成24年度からコンビニ収納の対象となる新たな歳
入科目については、確実な収納事務が実施されるよう
に担当課及びIT推進課と連携を図っていく。

　 　

平成22年度見通し

９　　　行政機能が高くなる
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ18実績 1.00
Ｈ19実績 0.81
Ｈ20実績 0.70
Ｈ21実績 0.85

Ｈ21目標 0.47

Ｈ20決算 Ｈ21予算 Ｈ21決算

20,486 19,788 19,316

0 0 0

0 0 0
0 0 0

494 500 515

0 0 0

0 0 0

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ18実績 4,312
Ｈ19実績 2,232
Ｈ20実績 2,502
Ｈ21実績 5,654

Ｈ21目標 5,764

Ｈ20決算 Ｈ21予算 Ｈ21決算

0 0 0

43 43 43

0 0 0

　会計事務に精通した職員は少なくなっている状況が
あり、公正で、正確、効率的な会計事務処理の推進に
向けて、会計事務研修の新たなプログラムや内容の見
直しなど適時に行い、各所属担当者の会計事務処理
レベルの向上を図っていく必要がある。
  また、実地検査により、不適切な処理があった場合の
再発防止対策の徹底を図り、適正な会計事務の執行
に資する。

21

0

0

0

0

   市場金利が低下する中、厳しい運用環境のもと、景
気の動向や金融政策の先行きを注視しながら、安全
性、流動性を確保した上で、運用方法及び運用期間
等を決定するとともに財政経営課と協議し、各公営企
業会計とも連携して、資金運用について安全性を第一
義とし、流動性を確保しつつ、効率的な運用に努め
る。

△ 1,170

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21年度

   効率的な資金の管理・運用を行うため、歳計現金
は、支払に支障をきたさないように、関係各課に対して
収支に関する情報収集を詳細に行い、資金収支計画
のより一層の精度向上を図る。これにより、定期性預金
の割合を高め、当座預金残高の圧縮に努める。
　基金については、「四日市市資金管理運用方針」に
基づき財政経営課と随時協議を行いながら、国債や定
期預金の金利動向を踏まえ、効率的な資金運用を行
う。

基本的な手段に対する評価
平成21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
の当座預
金残高合
計（H18年
度基準）

☆
   歳計現金の運用においては、大口定期を中心とした
預託を行い、安全性、流動性を重視した中で、より効
率的な運用となるように努めるとともに1か月未満の短
期運用も行った。しかしながら、金融市場が不安定な
中で、国債の利率も大きく変動し、年度当初において
情勢を見極めたため、預託については、当座預金残
高が増加し、歳計現金の当座預金残高合計が目標数
値を達成できなかった。

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。

☆☆☆

   会計事務研修を開催するほか、会計事務マニュアル
や会計事務問答集を充実させることにより適正な会計
事務の執行を支援していく。
　 また、実地検査は、定期的な検査を行うほか、現金
収納や金券保有の多い所属を対象として、随時の検
査も実施する。

   公正で、正確な会計事務処理を行うため、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
を置いた出納会計事務研修と内部チェック機能を強化
するための出納員を対象とした審査事務研修を行っ
た。
　 会計実務の支援方策及び情報提供として、職員が
日常業務で直面しがちな疑義について対処できるよう
に、行政内部システム内に会計事務問答集を作成して
おり、21年度もこの問答集に質問頻度の高い項目を追
加した。
   また、各所属での出納員委任事務の適正執行の推
進と技術的指導・相談を兼ねた実地検査を行った。

平成21年度実績

平成22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22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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