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第1章 序章（はじめに） 

第1節 事業の背景 

国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、住民等への説明責

任をより適切に果たすとともに、財政の効率化・適正化を図るため、官庁会計に基づ

く現金主義会計を補完するものとして、企業会計の考え方及び手法を活用した発生

主義会計に基づく財務書類等の作成・公表が近年推進されてきた。  

発生主義や複式簿記を採用することで、現金主義・単式簿記だけでは見えにくい減

価償却費や退職手当引当金といったコスト情報、また、資産・負債といったストック情

報の把握が可能になり、財務書類を作成・公表することにより、減価償却費等を含む

コスト情報・ストック情報が「見える化」され、住民や議会への説明責任をより適切に果

たすとともに、財政マネジメント等への活用が期待されている。 

また、統一的な基準では固定資産台帳の整備を前提としているため、資産の情報

を網羅的に把握することにより、公共施設マネジメント等への活用が期待される。 

一方で北海道内の市町村においては、公会計情報の活用が進んでおらず、特に人

員も限られている中小規模の自治体では、その傾向が顕著である。このような中、総

務省「地方公会計の活用の推進に関する研究会」の報告を踏まえ、中小規模自治体に

おいても、毎年度着実に固定資産台帳の更新及び財務書類の作成が行われるととも

に、地方公会計から得られた情報が資産管理や予算編成等において活用されること

が必要と考えられる。 

本町においては、公共施設マネジメントとして個別施設計画を策定する中におい

て、各種の公会計情報と総合管理計画に記載した各施設との情報を、効率的に結び

つける手段がこれまで築かれていなかったことを認識した。そこで、施設マネジメント

を推進する中で公会計情報についても活用のための基盤を整備し、もって本町行財

政の健全な運営に反映したいという背景から当該事業を企画した。 

 

 

第2節 事業の目的 

 今後、人口減少や少子高齢化の急速な進行により、経済が縮小し、税収等が減少す

る一方で、社会保障関係費等の支出の増加が見込まれ、地方公共団体の行財政運営

はより厳しい状況に陥ることが懸念されている。 

また、財政状況の悪化は、職員の削減や、それに伴う行政サービス等の低下につな

がり、地方公共団体の運営に支障をきたす恐れがある。 

このような背景の中で、本町では行財政改革研究会を設置し、自治体規模が小さ

い団体における持続可能な行財政運営の実現に向けた課題の整理や、今後必要とな

る視点を検討するツールとしての、公会計情報の活用方法を検討することを目的と

している。本検討の結果、住民満足のさらなる向上に資する行政評価の仕組み作り
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を実現するための具体的な取組として公会計情報を活用した施設別のセグメント分

析ができている状態を目指すものとする。 

 

 

第3節 本書の構成 

本事業においては、令和 2年 11月から令和 4年 2月までの 1年 4か月におい

て、本町内の公会計情報の活用基盤を整え、令和 4年度以降に公会計情報を活用し

たセグメント分析を実施できる体制を整備することを目的としている。 

令和 2年度は、その前半にあたり、本町内の公会計情報の活用基盤の整備を実施

した。令和 2年度の実施内容は当報告書上、下記の通り記載されている。 

第 1に「第 2章 固定資産台帳の適切な作成に関する検討」と題し、公会計制度導

入時に作成した固定資産台帳の効果的かつ効率的な更新に関する手法を検討した。 

第 2に「第 3章 資産の適正管理に向けた公会計情報の活用に関する検討」と題

し、固定資産台帳・公有資産台帳の統合及び施設マネジメント関連計画（公共施設総

合管理計画及び公共施設個別施設計画）との連携手法を検討した。 

第 3に「第 4章 セグメント別財務書類の作成に関する検討」と題し、固定資産情報

あるいは各種の事業情報と公会計情報を結び付けることで、コスト情報を各施設へ

配分する方法について検討する。なお、本章については、次年度の検討課題であり、

今年度調査分では、主に予算仕訳の検討など、セグメント分析を行う上での前段とし

ての準備に関する内容を検討した。 

令和３年度は、その後半にあたり、令和 2年度に整備した本町内の公会計情報を

実際に活用し、いくつかの施設を選定してセグメント分析を実施した。令和３年度の実

施内容は当報告書上、下記の通り記載されている。 

第 1に昨年度に引き続き、「第 4章セグメント別財務書類の作成に関する検討」と

題し、昨年度整備した固定資産情報と公会計情報の結びつきを利用し、セグメント分

析を行うために分析事業と分析対象範囲を決定した。また当該決定した事業に対し、

セグメント分析を行うための様式の作成手法及びその構成内容を検討した。 

第 2に「第５章 分析資料の活用と他団体比較」と題し、上記で検討したセグメント

分析様式を作成し、作成したセグメント分析資料を資産管理や予算編成に活用する方

法及び、セグメント情報を他団体と比較するための指標等について検討した。 

第３に「第６章 セグメント分析様式の内容」と題し、上記で作成したセグメント分

析様式の構成及び分析指標などを整理した。 

第４に「第７章 財政診断に関する検討」と題し、中小規模自治体において適用可

能な財政診断方法の検討を行い、当町への適用結果を整理した。 

なお、当報告書の最後に当該事業の検討結果をまとめ、来年度以降の運用につい

ての展望を考察する。 
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【表 1＿調査業務の全体像】 

 

【表 2＿情報整理の関係図】 

 

 

 

第4節 鷹栖町行財政改革推進研究会の設置 

 行財政運営においては、限られた行政経営資源のもとで、まちづくりの方針と施策

の方向性を示す必要がある。さらに今後はより一層、具体的に何をすべきかを示す

必要があると思われるが、その際に、住民に対してどのような事業にどれだけのコス

トをかけているのかを正しく説明できなければ、実現は難しくなる。 

 さらに人口減少は、地方財政の課題の震源であり、人口の格差は各種施策を実施す

るうえで自治体間の格差の要因にもなると考えられ、財政マネジメント力の強化が当
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該格差を乗り越えるための有力な手段になり得ることから、本報告書が小規模団体

の持続可能な行財政運営を実現するうえで直面している諸課題を解決するため、地

域の実情に即した問題を分析し、その解決方策を見いだすものになると考える。 

 そこで当該目的を達成するため、大学教授、住民、行政、会計専門家からなる「鷹栖

町行財政改革推進研究会」を設置し、中小自治体における公会計情報の活用につい

て検討を実施する。 
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【表 3＿鷹栖町行財政改革研究会 検討内容】 
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第2章 固定資産台帳の適切な作成に関する検討 

第1節 固定資産台帳更新フローの確定 

１． 課題 

本町では、固定資産台帳更新について、外部委託業者に業務を委託しており、

庁内での明確な固定資産台帳更新フローが確立しておらず、効率的な固定資産

台帳の更新作業ができる体制とはなっていなかった。よって固定資産台帳の更新

に係る各所管課および必要な帳票の流れなどを整理することで、庁内での固定

資産台帳更新フローを定型の業務として確立し、人事異動があっても継続的に業

務を実施できる体制を整えることが課題であった。 

 

【表 4＿現状の固定資産台帳更新フロー図】 

 
 

２． 改善策 

外部委託先に依存せず、庁内で固定資産台帳の管理・更新を行うため、固定資

産台帳更新に係る各所管課への照会事項および必要な帳票の整理を行った。併

せて当該帳票の流れとシステムへの反映についても整理し、業務の流れを固定資

産台帳更新フローとして下記のとおり取りまとめた。なお、本フローは本町で採

用している公会計システムであるトリプルピー（PPP）での作業を行うことを前提

としている。 
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【表 5＿固定資産台帳更新フロー図】 

 

※表中の番号は後記の「表 27＿令和 4年度以降の財務書類作成スケジュー

ル（案）」中の作業番号と対応している。 

 

２．１ 具体的な照合作業の内容 

２．１．１ No14～16「現金支出を伴う固定資産の異動」 

具体的な照合作業内容については、第 3節２．１に記載 

２．１．２ No17～20「現金支出を伴わない固定資産の異動」 

具体的な照合作業内容については、第 2節２．１に記載 

 

３． 成果 

  業務フローを取りまとめて定型的な業務とすることで、外部委託先に依存せ

ず、庁内で公会計システムを用いた固定資産台帳の管理・更新が可能となった。

また、人事異動があっても安定的に毎期の固定資産台帳の更新作業が行える体

制が整備された。 

  なお、作業の内製化に当たっては、当該業務フローに要する作業工数を把握す

るための各課照会を行うなどにより、固定資産台帳更新業務の内製化によって、

追加となる作業負担及び作業実施時期を確定することが重要である。 
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第2節 固定資産台帳更新内容調査様式の作成 

１． 課題 

本町においては、固定資産の異動を個別に各課に照会する形では調査してお

らず、税務関係書類との突合せにより確認を行っていたため、当該書類の対象外

である、土地・建物以外の資産の異動データの把握に抜け・モレが発生していた。

また、現金の支出を伴わない資産異動（寄附受け等）については、都度各課に聞き

取り調査を行う以外に把握するすべがなかった。 

これらの問題を解決し、現金支出の有無にかかわらず毎期抜け・モレなく資産

の異動を把握するための、照会様式の整備が課題となっていた。 

 

２． 改善策 

第 1節で確定した固定資産台帳更新フローに基づき、毎期決まった時期に固

定資産の異動について、包括的な情報を把握するため、固定資産台帳更新に必要

な調査項目を網羅した調査様式を作成した。 

また、当該様式の照会を、類似の照会である決算統計などの決算事務や決算書

における財産に関する調書の作成と同時期（6月）に行うことで、帳票作成の負荷

を軽減することとした。 

照会様式は、固定資産台帳更新の内容を一括して一覧表として整理する「固定

資産台帳更新内容調査」様式と、支出内容と固定資産台帳登載内容の整合性をチ

ェックする「固定資産台帳計上項目按分」様式（第 3節参照）の 2種類の様式を用

いることとした。 

 

【表 6＿固定資産台帳更新内容調査様式（資産異動調査シート）】 

 

 

２．１ 具体的な作業内容 

財務係は、PPPから出力されたマッチングシートを、各所管課別にソート

し、「資産異動調査シート」、「取得原価按分シート」と共に、各所管課に照会し

ます。 

照会を受けた各所管課では、以下の a-b作業を実施します。 

ここでは、「資産異動調査シート」に関する作業を示し、「取得原価按分シー

ト」と「マッチングシート」については、第 3節で示します。 
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a.年度内にあった資産異動の把握 

財務係から照会を受けた各所管課は、一年間の間に異動のあった資産に

ついて、「資産異動調査シート」に一覧として記載します。 

所管課では当該シートの「財産番号」、「財産枝番」、「資産名称」、「所在地」

等（本項目は実際の運用時に入力依頼項目の詳細を決定します。）を入力し

ます。入力にあたっては、有償・無償にかかわらず、全ての資産異動を記入し

ます。 

具体的な異動の区分については以下のとおりです。各項目の定義につい

ては、総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」をご参照くださ

い。 

 

【表 7＿資産異動の区分】 

 

 

なお、有償取得については、財務係において詳細項目の入力および公会計

上の勘定科目分類を行うため、「財産番号」、「財産枝番」、「資産名称」、「所在

地」等（本項目は実際の運用時に入力依頼項目の詳細を決定します。）のみを

入力します。 

 

b.有償譲渡に係る資料の送付 

有償譲渡にあたっては、別途決算整理の作業が必要となります。当該作業

は財務係で実施するため、資産異動調査シートに記載する以外の追加の作業

として、有償譲渡にあたっての必要資料（売買契約書等）を、併せて財務係に

送付します。 

 

c.資産異動調査シートの記入 

本年度増加 有償取得

無償取得

調査判明

評価益

振替増

本年度減少 振替減

売却

除却

無償譲渡

評価減

誤記載減少

本年度末残高

前年度末残高

本年度  減価償却額

差引  本年度末残高
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各所管課から回収した資産異動調査シートについて有償取得以外の項目

は、改修時点で空欄となっている「〇〇」等（本項目は実際の運用時に入力依

頼項目の詳細を決定します。）の項目を入力します。 

有償取得の項目については第 3節 2.1fを参照し作業を実施します。 

 

d.トリプルピーへの取り込み 

cまでの作業で入力が完了したのちの当該様式は、第 3節 2.1fの作業

で使用します。 

トリプルピーの機能により当該様式を取り込むことで、当該様式に記載さ

れた資産科目が固定資産台帳に計上され、併せてその他の自動仕訳が実施

されます。 

 

３． 成果 

現金支出を伴わない資産異動も含め、包括的に資産異動を把握できるように

なり、固定資産台帳の更新漏れや、非資金仕訳の計上漏れリスクを軽減すること

が可能となった。 

 

 

第3節 固定資産台帳計上項目按分様式の作成 

１． 課題 

当町では、固定資産台帳への資産計上にあたり、固定資産台帳の当初整備時は

総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に記載されている簡便法を

使用して処理しており、固定資産の取替部位ごとに分けての資産計上は計上して

おらず、各施設につき 1件としてまとめての登録としていた。整備時以後の固定

資産の取得においても共通経費の按分や、耐用年数ごとに建物付属設備を区分

して、取替部位ごとの取得原価を計算することについて、統一的な基準に基づい

ての処理が行えていなかった。また、財務会計システムからの出力（歳出情報）と

の整合確認の実施ができていなかった。よって、財務会計システムから出力され

た歳入歳出執行情報や工事請負書等の情報から、固定資産台帳への資産計上額

を適切に把握できる様式の整備が課題となっていた。 

 

２． 改善策 

財務会計システムから出力された執行情報と資産所管課が保有する工事請負

に関する諸資料から、固定資産台帳への計上額を算出するツールを（取得原価按

分シート）整備した。固定資産台帳への計上額の算出にあたっては、建物の構造部

位ごと（原則的単位とされている取替部位ごと）に把握できるよう留意した。 
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また、各構造部位に按分することが必要な共通経費についても把握し、それぞ

れの部位に部位ごとの取得原価を基に按分計上できるものとした。 

なお、構造部位ごとの按分にあたっては、個別施設計画工程表（LCC計算）の

各部位との整合をとるためのコードを附番している。 

 

【表 8＿取得原価按分シート】 

 

 

２．１ 具体的な作業内容 

財務係は、PPPから出力されたマッチングシートを、各所管課別にソート

し、「資産異動調査シート」、「取得原価按分シート」と共に、各所管課に照会し

ます。 

照会を受けた各所管課では、以下の a-d作業を実施します。 

ここでは、「取得原価按分シート」と「マッチングシート」に関する作業を示し

「資産異動調査シート」については、第 2節で示します。 

 

a.マッチングシートから資産計上される項目の抽出 

財務係から照会を受けた各所管課は、当町の資産計上基準と、照会を受け

た各執行科目を照合し、資産計上する項目と、費用処理する項目とを峻別し

ます。 

ここで、費用処理する項目には「マッチングシート」の「資産配分額」欄に、

「金額」のみを入力し、作業完了となります。 

資産計上する科目については、以下の b以降の手順へと進みます。 

 

 

大分類 分類コー

ド

中分類 小分類 耐用年数 耐用年数根拠 案分前

取得価額

（税込）

案分対象経費

案分額

案分後

取得価額

（税込）

土地 0 0 0 0

建物 1.2. 47,850,000 321,681 48,171,681

建物付属設備 3 電気設備（照明設備を含む。） 蓄電池電源設備 6 5,500,000 36,975 5,536,975

建物付属設備 3 電気設備（照明設備を含む。） その他のもの 15 0 0 0

建物付属設備 6 給排水又は衛生設備及びガス設備 15 5,500,000 36,975 5,536,975

建物付属設備 5 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備（冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの） 13 0 0 0

建物付属設備 5 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 その他のもの 15 0 0 0

建物付属設備 NA 昇降機設備 エレベーター 17 5,500,000 36,975 5,536,975

建物付属設備 NA 昇降機設備 エスカレーター 15 0 0 0

建物付属設備 7 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 8 0 0 0

建物付属設備 7 エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 12 0 0 0

建物付属設備 NA アーケード又は日よけ設備 主として金属製のもの 15 0 0 0

建物付属設備 NA アーケード又は日よけ設備 その他のもの 8 0 0 0

建物付属設備 NA 店用簡易装備 簡易なもの 3 0 0 0

建物付属設備 NA 可動間仕切り 簡易なもの 3 0 0 0

建物付属設備 NA 可動間仕切り その他のもの 15 0 0 0

建物付属設備 NA 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 18 0 0 0

建物付属設備 NA 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの その他のもの 10 0 0 0

構築物 ① 10 1,100,000 7,395 1,107,395

構築物 ② 0 0 0

構築物 ③ 0 0 0

構築物 ④ 0 0 0

構築物 ⑤ 0 0 0

構築物 ⑥ 0 0 0

構築物 ⑦ 0 0 0

構築物 ⑧ 0 0 0

構築物 ⑨ 0 0 0

構築物 ⑩ 0 0 0

上記小計 65,450,000 440,000 65,890,000

案分対象経費 440,000 0

除売却費用 0 0

物件費（案分対象外経費） 1,210,000 1,210,000

物品 0 0
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【表 9＿マッチングシート（トリプルピー）】 

 

 

b.資産形成に係る歳出、建設仮勘定の様式への入力 

aの作業で資産計上すると判断された支出については、「取得原価按分シ

ート」上部の「執行データ記入欄」に当該執行データを転記します。また、当該

資産を形成するにあたり、既に過年度に実施計画等が行われ、その金額が建

設仮勘定として計上されていた場合には、当該金額も併せて記載します。 

なお、施設マイナンバーが既に附番されている施設に関する工事であれ

ば、併せて施設マイナンバーも記載します。 

 

【表 10＿執行データ記入欄】 

 

 

c.工事請負書項目の様式への転記 

次に工事請負書をもとに、入力表に工事費の内訳を入力します。工事費の

入力にあたっては、摘要欄に取替の単位ごとの区分で項目を入力します。 

摘要欄、金額欄の転記が完了したら、大分類、中分類、小分類の区分で、当

該摘要が公会計上どの勘定項目として計上されるかを選択します。シートで

は、摘要欄の項目に対して典型的な内容が選択されていますが、不明な点は

財務係と協議の上決定します。 

 

  

節 細節 細々節 性質 金額 摘要 伝票No 財産番号 財産枝番 資産配分額 補助項目

15 1 xxx 1,457,000 xxx 3003300118 土地-001 0 1,457,000 001:土地

15 1 xxx 23,410,000 xxx 3003300119 建物-001 0 23,410,000 001:建物

15 3 xxx 3,434,100 xxx 3003300120

15 3 300,000 xxx 3003300121

15 4 59,000,000

マッチング伝票

執行データ記入欄 （当年度or過年度）

伝票番号 支出年度 施設マイナンバー 執行事業名称 金額（税抜き）

11,111 当年度 〇〇工事設計委託料 61,000,000

合計 61,000,000
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【表 11＿入力表】 

 

 

d.工事内訳の各勘定科目への振り分けと集計 

cの作業において大分類、中分類、小分類の区分を入力すると、シートの

「集計表」欄に各勘定科目・耐用年数別の計上金額が算定されます。集計シー

トをすべての資産計上項目について作成し、aで入力したマッチングシートと

共に財務係に送付します。 

 

【表 12＿集計表】 
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e.集計項目のマッチングシートへの転記 

各所管課からマッチングシート及び取得原価按分シートを受け取った財務

係では、これらの様式を参照し、マッチングシートの「財産番号」、「財産枝

番」、「資産配分額」、「補助科目」欄を入力します。 

この際、第 2章で作業を行った「資産異動調査シート」のうち、有償取得に

関する記載内容との整合を確認します。 

全ての項目につき入力が完了したら、マッチングシートの「CSV出力」ボタ

ンにより、PPP取り込み用のデータを出力し、当該データを PPPに取り込

みます。 

これにより、有償取得による資産の取得に関する照合手続きは完了し、

PPP上で仕訳が実行されます。 

 

 【表 13＿マッチングシート】 

 

※資産になる項目は赤枠の中を入力する 

 

f.資産異動調査シートとの整合（有償取得） 

有償取得をした各資産について、各所管課から受領した資産異動調査シー

トでは、勘定科目別の資産分類が実施されていません。よって財務係におい

て、取得原価按分シートの集計表をもとに、資産異動調査シートの有償取得

として処理された各項目の内容を、計上すべき勘定科目ごとに区分（取替の

単位ごと）し、追記・修正を行います。追記の際、行が増える場合はシートマク

ロの「行追加」ボタンより実施します。 

全ての項目につき入力が完了したら、資産異動調査シートの「CSV出力」

ボタンにより、PPP取り込み用のデータを出力し、当該データを PPPに取

り込みます。 

これにより、有償取得以外による資産異動に関する照合手続きは完了し、

PPP上で仕訳が実行されます。（有償譲渡については、別途決算整理が必要

となります。） 

 

  

節 細節 細々節 性質 金額 摘要 伝票No 財産番号 財産枝番 資産配分額 補助項目

15 1 xxx 1,457,000 xxx 3003300118 土地-001 0 1,457,000 001:土地

15 1 xxx 23,410,000 xxx 3003300119 建物-001 0 23,410,000 001:建物

15 3 xxx 3,434,100 xxx 3003300120

15 3 300,000 xxx 3003300121

15 4 59,000,000

マッチング伝票
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 【表 14＿資産異動調査シート】 

 

 

３． 成果 

 当該様式の整備により、財務会計システム、固定資産台帳、個別施設計画の 3

つのシステムの連携・照合が可能となった。また、共通経費の按分などこれまで手

作業で行ってきた作業内容が自動化され、業務の効率性向上が見込めることと

なった。 

 

 

第4節 職員の意識付け（固定資産台帳及び公会計情報の活用に関する研修会の実施） 

１． 課題 

固定資産台帳及び公会計情報の活用にあたっては、職員に追加の作業負担が

生じるため、これらの取組に対する理解を得ることが必要であるが、その意識の

醸成及びどのような作業を今後行う必要があるのかという不安の解消が課題と

なっていた。 

 

２． 改善策 

そのため本町では、具体的な活用事例や活用によるメリットを周知するための

研修会を実施した。研修会の実施方法としては、予算説明会の際に関西学院大学

の小西教授を招き、公会計の制度趣旨から公会計情報の活用の前提に始まり、最

終的には自治体経営のあり方に関する講演を実施いただいた。 
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【表 15＿小西教授説明資料（一部抜粋）】 

 

 

３． 成果 

有識者からの研修及び質疑を得ることで職員の公会計業務に関する認知が高

まり、また質疑の中で自身の所管課が抱える現状も踏まえた質問が出る等、当該

取組における当事者としての具体的な課題意識を職員が持つことができた。 

 

 

第5節 公有資産台帳と固定資産台帳の統合 

１． 課題 

 本町では、公有資産台帳を作成しているが、当該台帳は固定資産台帳との共通

部分も多く、2つの台帳を別個に管理することは非常に非効率であった。また、

公有資産台帳は現状では財務会計システムから自動的に出力される状態ではあ

るものの、更新内容についての具体的な業務フローが確立されておらず、記載項

目も各資産によってばらつきがあった。よって台帳を統合し、必要な情報を固定

資産台帳に集約し、固定資産情報を一元管理することで、効率的な固定資産マネ

ジメント業務を実現することが課題となっていた。 
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２． 解決策 

 台帳の統合にあたり、まず、公有資産台帳に求められる記載事項を調査した。本

町の規則に定められている記載項目については、固定資産台帳に既に記載があ

ったため、本町の規則上、財務会計システムで管理している公有資産台帳を廃止

し、固定資産台帳を、公有財産台帳を兼ねるものとすることに問題は生じなかっ

た。 

 また、公有財産台帳に記載がある非必須記載事項については、決算書における

財産に関する調書の集計単位及び固定資産の管理上有用と思われる下記の項目

を固定資産台帳の記載項目に追加し、統合することとした。 

 

【記載項目】 

✓ 財産分類（土地・建物） 

✓ 建物名称 

 

【表 16＿固定資産台帳（公有資産台帳統合後）】 

 

 

  

固定資産台帳
資産番号 0 財産番号 0

資産名称 補助科目 003

施設 施設類型 所在地

地区 設置場所 階数

地目 会計 01 目的別資産区分

主管課 01010000 執行機関 事業分類

摘要

単価 180,000 時価 数量 0.00 単位

面積 3,089.41 緯度 経度 開始時見積資産 0

取得価額 556,093,800 全体取得価額 所有割合 除売却累計 0 0

期首簿価 111,218,760 減価償却累計額 455,996,916 評価増減等累計 0 当期除売却 0

期末簿価 100,096,884 当期減価償却額 11,121,876 当期評価増減等 0 当期取得額 0

国県等補助金 0 地方債 0 税収等 0 その他 144,584,388

取得年度 昭和52年度 取得日 1977/08/01 完成年度 完成日 供用開始年度 供用開始日

稼働年数 41 売却予定日 売却・除却年度 売却・除却日 資産区分 行政財産 資産登録種別 開始資産

売却可能区分 売却可能資産 新規・中古区分 新規資産 リース・PFI区分 一括 款項目 資産種別

償却対象区分 償却対象 償却開始区分 翌年度から開始 備忘価額区分 1円残しする 耐用年数 50

資産属性 資産用途 資産構造

予備1 予備2 予備3

予備4 予備5

耐震診断状況 耐震化状況 長寿命化履歴

複合化状況 利用者数 稼働率

運営方式 運営時間 職員人数

ランニングコスト

上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

1 建物-000001

鷹栖町役場 建物

有形固定資産（事業用）

一般会計

総務企画課

減価償却累計額(参考額)

庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
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【表 17＿公有資産台帳（更新停止）】 

 

 

３． 成果 

固定資産台帳と公有資産台帳を統合し、一元管理することにより類似の台帳を

2つ管理することがなくなり、作業負担が軽減した。また、情報検索の際には固定

資産台帳のみを参照すればよいことが明示できた。改めて町有財産の情報管理

に必要な項目を検討したことで公共施設マネジメントに必要な台帳記載項目を検

討することができた。今後は公共施設マネジメントに関する全ての情報が、一元

化された固定資産台帳に集約されることとなった。 
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第6節 資産の実在性確認 

１． 課題 

 本町では、平成 27年度に整備した固定資産台帳の整備時に資産が網羅的に

把握できていない可能性及び、数量等を誤って把握している可能性があった。 

よって、当初固定資産台帳計上科目の実在性及び正確性が課題となっていた。 

 

２． 解決策 

 保険証券等の証憑と固定資産台帳の整合を確認することで、資産の実在性の確

認を行った。実在性の確認においては、以下の点を修正した。 

【修正点】 

✓ 鷹栖地区住民センターの面積について、最新の面積に修正 

 

また、数量等の各固定資産の数値の誤謬等については、一括して調査を行うこ

とは業務上過度な負担があることから、当該資産の修繕などのタイミングにおい

て、対象となった資産の面積・構造等を都度確認し、固定資産台帳との整合を確

認することにより逐次見直すこととした。 

よって今後は資産を修繕する際には、固定資産台帳上の記載科目と現況が一

致しているかを確認し、一致していない場合には実態に合わせて固定資産台帳を

修正するというフローが業務に加わることとなる。 

 

３． 成果 

これにより固定資産台帳計上資産の実在性は確認されたことから、公共施設マ

ネジメントとの連動において、大きな齟齬が発生するリスクを軽減することがで

きた。また、修繕更新等、公共施設マネジメント上のイベント発生時に固定資産台

帳の記載内容との整合を確認し、逐次修正を行う体制を確立したことにより、誤

った情報により公共施設の修繕等の検討をするリスクの軽減にもつながることが

期待される。 
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第3章 資産の適正管理に向けた公会計情報の活用に関する検討 

第1節 固定資産台帳と公共施設総合管理計画・個別施設計画の連携（施設マイナンバーの附

番） 

１． 課題 

当町では、公会計情報（固定資産台帳）と公共施設総合管理計画との紐づけが

できておらず、それぞれが別々に管理されており、公共施設マネジメントに公会

計情報を活用する基盤ができていないことが課題となっていた。 

 

２． 解決策 

固定資産台帳に登載されている、各資産と公共施設総合管理計画・個別施設計

画に記載されている各資産を「単一のコード」により紐づけ、公会計情報と公共施

設マネジメントの内容を関連づけることで、情報の連携を図るとともに、効率的

な作業体制を実現した。具体的には、本町固定資産台帳に記載の各固定資産に附

番してあるコード（固定資産台帳上のコード）を個別施設計画策定時に整理した

「資産評価シート」に反映し、両方の帳票間での整合をとった。これにより「単一の

コード」を用いて、公会計業務・施設マネジメント業務双方で資産データが特定で

きることとなった。 

 

【表 18＿施設マイナンバーコードテーブル】 

 

 

３． 成果 

「単一のコード」を設定したことで、データの連携を行う素地を整えることがで

きた。以下の業務の中で作成・取得する公会計情報に対しても、当該コードをもっ

て連携することで、公会計情報を各資産に紐づけて保持することができるように

なった。 

 

  

01010101 01 庁舎等行政施設 01 庁舎等 01 本庁舎 01 鷹栖町役場

01020101 01 庁舎等行政施設 02 消防施設 01 分署・分遣所・出張所 01 旭川市鷹栖消防署　第1分団（鷹栖）

02010101 02 子育て・福祉支援施設 01 子育て支援施設 01 保育所 01 鷹栖保育園

02010201 02 子育て・福祉支援施設 01 子育て支援施設 02 子育て支援センター 01 子育て支援センター

03010101 03 住宅施設 01 公営住宅 01 そよかぜ団地 01 そよかぜ団地　19号

04010101 04 衛生処理施設 01 上水道施設 01 上水道施設 01 春光台配水池マンガン濾過施設

05010101 05 学校教育施設 01 学校 01 小学校 01 鷹栖町立鷹栖小学校

05010201 05 学校教育施設 01 学校 02 中学校 01 鷹栖町立鷹栖中学校

05020101 05 学校教育施設 02 その他教育施設 01 給食センター 01 鷹栖町学校給食センター

07010101 07 社会教育施設 01 スポーツ施設 01 体育館 01 総合体育館

 施設
マイナンバー

コード 名称コード

大区分 中区分 小区分 施設

コード 名称 コード 名称 コード 名称
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第2節 個別施設計画工程表と固定資産台帳計上項目按分様式との連携（執行データと個別

施設計画の整合） 

１． 課題 

当町においては、今後の公会計情報と公共施設マネジメントとの連携を図り、

それを毎期継続的に管理し、個別施設計画（工程表）の進捗管理を実施するため

には、個別施設計画（工程表）と、当町の公共施設関連支出を照合し、計画通りに

工程表に記載された修繕・更新が実施できているか、計画と比べて実績はどの程

度乖離しているかのフィードバックが必要となると考えられた。 

 

２． 解決策 

個別施設計画（工程表）と公共施設関連支出を照合し、工程表の進捗管理に役

立てるため、第 2章で導入した「固定資産台帳計上項目按分様式（取得原価按分

シート）」を用いることとした。当該様式に、「（個別施設計画上での）部位分類コー

ド」を導入することで、工程表で示される部位ごとの支出予定額と実際にその施

設の修繕・更新に使用した部位ごとの支出金額を対比させることで、計画の実

施・進捗状況を管理することとした。 

 

【表 19＿固定資産台帳計上項目按分様式（取得原価按分シート）】 

 

 

  

執行データ記入欄 （当年度or過年度）

伝票番号 支出年度 資産マイナンバー 執行事業名称 金額（税抜き）

11,111 当年度 〇〇工事設計委託料 61,000,000

チェック欄

税込

建設仮勘定 0

伝票合計 0

上記合計 0

下表合計 67,100,000

差異 (67,100,000)

合計 61,000,000 差異Check OK

【集計表】

大分類 分類コー

ド

中分類 小分類 耐用年数 耐用年数根拠 案分前

取得価額

（税込）

案分対象経費

案分額

案分後

取得価額

（税込）

土地 0 0 0 0

建物 1.2. 47,850,000 321,681 48,171,681

建物付属設備 3 電気設備（照明設備を含む。） 蓄電池電源設備 6 5,500,000 36,975 5,536,975

建物付属設備 3 電気設備（照明設備を含む。） その他のもの 15 0 0 0

建物付属設備 6 給排水又は衛生設備及びガス設備 15 5,500,000 36,975 5,536,975

建物付属設備 5 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備（冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの） 13 0 0 0

建物付属設備 5 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 その他のもの 15 0 0 0

建物付属設備 NA 昇降機設備 エレベーター 17 5,500,000 36,975 5,536,975

建物付属設備 NA 昇降機設備 エスカレーター 15 0 0 0

建物付属設備 7 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 8 0 0 0

建物付属設備 7 エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 12 0 0 0

建物付属設備 NA アーケード又は日よけ設備 主として金属製のもの 15 0 0 0

建物付属設備 NA アーケード又は日よけ設備 その他のもの 8 0 0 0

建物付属設備 NA 店用簡易装備 簡易なもの 3 0 0 0

建物付属設備 NA 可動間仕切り 簡易なもの 3 0 0 0

建物付属設備 NA 可動間仕切り その他のもの 15 0 0 0

建物付属設備 NA 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 18 0 0 0

建物付属設備 NA 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの その他のもの 10 0 0 0

構築物 ① 10 1,100,000 7,395 1,107,395

構築物 ② 0 0 0

構築物 ③ 0 0 0

構築物 ④ 0 0 0

構築物 ⑤ 0 0 0

構築物 ⑥ 0 0 0

構築物 ⑦ 0 0 0

構築物 ⑧ 0 0 0

構築物 ⑨ 0 0 0

構築物 ⑩ 0 0 0

上記小計 65,450,000 440,000 65,890,000

案分対象経費 440,000 0

除売却費用 0 0

物件費（案分対象外経費） 1,210,000 1,210,000

物品 0 0
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【表 20＿個別施設計画（工程表）】 

 

 

３． 成果 

個別施設計画（工程表）と公共施設関連支出を、公共施設の部位ごとに照合で

きる体制を構築したことで、両様式を対比させ、計画の進捗状況を照合できる資

料を整えることができた。 

当該成果を活用するため、今後は計画進捗 KPIの設定や、予算編成時の提出

資料などに当該様式を活用するための業務フロー等、引き続きの検討が必要で

ある。 

 

  

年 月 日 年度 2021 2022 2023 2024 2025

改修 耐震改修 87,000 3,089 ㎡ 1977 8 1 1977 2029 0 0 0 0 0

改修 長寿命化改修 211,000 3,089 - - - - 2029 0 0 0 0 0

更新 （解体含む） 400,000 3,089 ㎡ - - - - 80 0 0 0 0 0

修繕 485 3,089 ㎡ 1977 8 1 1977 5 0 1,500 0 0 0

改修 ㎡ - - - - 要検討

更新 5,464 3,089 ㎡ - - - - 20 0 0 0 0 0

修繕 0 3,089 ㎡ 1977 8 1 1977 0 0 0 0 0 0

改修 ㎡ - - - - 要検討

更新 6,414 3,089 ㎡ - - - - 15 0 19,816 0 0 0

保全コスト 維持管理 中規模庁舎 130 3,089 ㎡ - - - - - 402 402 402 402 402

運用コスト 維持管理 中規模庁舎 5,956 3,089 ㎡ - - - - - 18,401 18,401 18,401 18,401 18,401

維持管理 - - - - 0 0 0 0 0

- - - 3,089 ㎡ - - - - 0 0 0 0 0

- - 3,089 ㎡ - - - - 0 0 0 0 0

- - - - - - - - -

修繕 151 3,089 ㎡ 1977 8 1 1977 5 0 468 0 0 0

改修 - - - - 要検討

更新 1,576 3,089 ㎡ - - - - 25 0 0 0 0 0

修繕 176 3,089 ㎡ 1977 8 1 1977 6 0 0 0 0 543

改修 - - - - 要検討

更新 0 - ㎡ - - - - 0 0 0 0 0 0

修繕 0 - ㎡ 1977 8 1 1977 0 0 0 0 0 0

改修 - - - - 要検討

更新 776 3,089 ㎡ - - - - 15 0 2,397 0 0 0

修繕 166 3,089 ㎡ 1977 8 1 1977 5 0 0 0 0 0

改修 - - - - 要検討

更新 2,567 3,089 ㎡ - - - - 15 0 7,932 0 0 0

修繕 38 3,089 ㎡ 1977 8 1 1977 15 0 116 0 0 0

改修 - - - - 要検討

更新 535 3,089 ㎡ - - - - 30 0 0 0 0 0

設備 要 3.受変電

要 4.通信・情報

1

5.空調

要 6.給排水衛生

要 7.消火

運用管理 要

・解体

・譲渡

要

複合化 建物

建物部位 要 1.屋根

要

鷹栖町役場 鷹栖町役場 鉄筋コンクリー

ト

行政系等施設 建物

2.外部

対策 管理対象 修繕・更新等 改修・運用区分
単価

（円／m
2
）

面積 単位
取得年月日 周期・実施

（年）

計画期間（年度）
区分NO. 施設名称 建物名 構造 大分類
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第4章 セグメント別財務書類の作成に関する検討 

第1節 仕訳変換表の改訂 

１． 課題 

本町では、公会計上で区分すべき、資産になる歳出と費用になる歳出との区分

が仕訳変換表上では行われておらず、当該区分を実施するためには、各所管課に

よる歳出内容の個別精査が必要なことが、公会計情報活用上の課題となってい

た。 

 

２． 解決策 

公会計システムに登録されている仕訳変換表について、工事請負費などのその

支出の性質により資産・費用を分けて仕訳すべき項目は、あらかじめ予算上で細

節を区分しておくこととした。 

具体的には下記の項目について細節を設定した。 

✓ 仕訳内容が資産計上・費用計上の別ごとに細節を区分 

✓ 単年度の支出・複数年度の支出の別ごとに細節を区分 

✓ 所有権移転リースの把握のために細節を区分 

✓ 予算科目と複式簿記の勘定科目が対応するように細節を区分 
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【表 21＿新仕訳変換表】 

 

 

３． 成果 

予算の段階であらかじめ公会計の仕訳と結びついた予算科目を設定すること

で、公会計仕訳業務が迅速・簡略化されることが期待される。また、セグメント分

析の実施にあたり、各資産と支出項目の紐づけを行うための基礎情報が整備さ

変更前 変更後
細節 名称 細節 名称

10 需用費 1006 修繕料 1006 修繕料（維持補修）
1010 修繕料（投資） 建物

11 役務費 1107 ＊＊＊ 1107 手数料（資産）
1108 保険料（複数年度）

12 委託料 1204 設計業務委託料 建設仮勘定
1205 設計業務委託料（基本設計）
1206 測量業務委託料 建設仮勘定
1207 測量業務委託料（基本設計）
1208 管理業務委託料（建物） 建物
1209 管理業務委託料（建物付属設備） 建物
1210 管理業務委託料（工作物） 工作物
1211 管理業務委託料（造成） 土地
1212 管理業務委託料（当年度未成） 建設仮勘定
1213 管理業務委託料（維持補修）
1214 管理業務委託料（解体工事）
1215 システム保守管理委託料
1216 システム導入・改修委託料 ソフトウェア

13 使用料及び賃借料 1304 その他使用料 1304 借上料（期間終了後所有権移転）
14 工事請負費 1401 単独事業費（建物） 建物

1402 補助事業費（建物） 建物
1403 単独事業費（建物付属設備） 建物
1404 補助事業費（建物付属設備） 建物
1405 単独事業費（工作物） 工作物
1406 補助事業費（工作物） 工作物
1407 単独事業費（備品取付） 物品
1408 補助事業費（備品取付） 物品
1409 単独事業費（造成） 土地
1410 補助事業費（造成） 土地
1413 単独事業費（当年度未成） 建設仮勘定
1414 補助事業費（当年度未成） 建設仮勘定
1415 単独事業費（維持補修）
1416 補助事業費（維持補修）
1417 単独事業費（解体工事）
1418 補助事業費（解体工事）

16 公有財産購入費 1601 土地購入費 1601 土地購入費（債務負担行為） 土地
1602 土地購入費（その他） 土地
1603 家屋購入費（債務負担行為） 建物
1604 家屋購入費（その他） 建物
1605 権利購入費（債務負担行為） 無形固定資産
1606 権利購入費（その他） 無形固定資産

17 備品購入費 1701 庁用備品費 1701 庁用器具購入費
1702 機械器具費 1702 産業機器購入費
1704 その他 1703 一般機器購入費
1705 施設用備品 1704 船舶・車両購入費
1706 図書購入費 1705 教養・体育機器購入費
1709 事務用備品 1706 標本・美術品購入費

1707 図書購入費
1708 動物購入費
1709 生産品購入費
1710 庁用器具購入費（資産） 物品
1711 産業機器購入費（資産） 物品
1712 一般機器購入費（資産） 物品
1713 船舶・車両購入費（資産） 物品
1714 教養・体育機器購入費（資産） 物品
1715 標本・美術品購入費（資産） 物品
1716 図書購入費（資産） 物品
1717 動物購入費（資産） 物品
1718 生産品購入費（資産） 物品

18 負担金補助及び交付金 1818 負担金（資産形成）
1819 補助金（資産形成）

20 貸付金 2001 貸付金 2001 長期貸付金 長期貸付金
2002 短期貸付金 短期貸付金

21 補償補填及び賠償金 2105 補償金（移転補償） 土地
22 償還金利子及び割引料 2201 償還金 2201 地方債元本償還金 地方債

2202 １年以内償還予定地方債元本償還金 １年以内償還予定地方債
2203 利子及び割引料 2203 地方債利子支払
2204 還付加算金 2204 償還金（過年度分過誤納還付）
2205 還付金 2205 還付加算金（過年度分過誤納還付）

2206 短期借入金元本償還金 その他（流動負債）
2207 長期借入金元本償還金 その他（固定負債）
2208 借入金利子支払

23 投資及び出資金 2302 出資金 2301 出資金 出資金
2302 有価証券購入 有価証券
2303 その他 その他（投資及び出資金）

24 積立金 2401 積立金 2401 その他基金積立金 その他（基金）
2402 財政調整基金積立金 財政調整基金
2403 減債基金積立金（長期） 減債基金（固定資産）
2404 減債基金積立金（短期） 減債基金（流動資産）

節 名称 公会計資産科目
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れた。 

なお、当該仕訳変換表の使用は令和 4年度からであるため、次年度において

引き続き作成様式の運用状況をモニタリングし、精度の向上を目指す必要があ

る。 

 

 

第2節 予算科目と公共施設情報の紐づけの検討 

１． 課題 

当町では、予算上の歳入・歳出科目と、当該歳入・歳出がどの公共施設に対する

ものであるかについて、一部の建物で１：１の紐づけがなされておらず、ある歳出

項目に様々な公共施設に対する支出がまとめて計上されている状態となってい

た。セグメント分析の実施にあたっては、各公共施設に対してどのような経費が

費やされているかを個別に把握する必要があるため、施設ごとの歳出を、予算科

目上で一元的に知る方法がない現状では、個別に所管課に確認する必要がある

ことが課題であった。 

 

２． 解決策 

予算科目の各項目に対し、当該支出がどの施設に紐づいているかを、財務会計

システムでの伝票起票時点で、「整理番号」欄に入力することで、施設別に歳入・歳

出を集計する情報基盤を構築した。 

 

【表 22＿歳出と施設マイナンバーの紐づけ】 

 

  

            
事　　業

大 中 小 枝 1 2 3 4 5
02 01 02 94 13 01 01 庁舎等維持管理事業                                          01010101
03 02 02 31 04 05 01 鷹栖保育園管理事業                                          02010101
03 02 02 31 04 07 01 北野保育園管理事業                                          02010102
03 02 02 31 13 01 01 子育て支援センター管理運営事業                              02010201
04 02 02 81 04 01 01 生ごみ堆肥化施設管理事業                                    04030201
04 02 02 81 05 01 01 リサイクルセンター１号棟管理事業                            04030101
04 02 02 81 05 05 01 リサイクルセンター２号棟管理事業                            04030102
05 01 03 51 06 01 01 農業交流センター管理事業                                    09010303
05 01 04 51 04 01 01 花かいどう管理事業                                          09010904
05 01 04 51 18 01 01 農産加工施設管理事業                                        09010301
06 01 01 94 15 01 01 プラザ・クロス１０管理事業                                  08010201
07 01 01 94 13 03 01 大型車庫管理事業                                            09010101
07 05 03 71 06 01 01 パレットヒルズ管理事業                                      09010403
08 01 01 72 04 01 01 鷹栖消防署事業                                              01020101
09 01 06 11 08 01 01 学校給食管理運営事業                                        05020101
09 02 01 11 09 01 01 小学校管理事業                                              05010101 05010102
09 03 01 11 10 01 01 中学校管理事業                                              05010201
09 04 01 21 02 07 01 旧北成小学校管理事業                                        09010901
09 04 01 23 01 01 01 郷土資料館管理事業                                          07020101 07020102
09 04 02 21 05 05 01 鷹栖地区住民センター管理事業                                08010101
09 04 02 21 05 07 01 北野地区住民センター管理事業                                08010102
09 04 02 21 05 09 01 中央地区住民センター管理事業                                08010103
09 04 02 21 05 11 01 北斗地区住民センター管理事業                                08010104 08010106
09 04 02 21 05 13 01 北成地区住民センター管理事業                                08010105
09 04 03 23 03 01 01 メロディーホール管理事業                                    07020201
09 05 02 22 03 01 01 総合体育館管理事業                                          07010101
09 05 02 22 04 01 01 海洋センター管理事業                                        07010102 07010201

款 項 目 施設別予算事業名
付記する施設マイナンバーコード
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【表 23＿財務会計システムの画面】 

 

 

３． 成果 

予算科目上の各執行項目（細節ごと）に当該歳入・歳出がどの公共施設に紐づ

いているかのキーとなるコードを附番したことで、当該キーを基に仕訳情報を集

計するための情報基盤が整備できた。 

 

 

第3節 予算科目と各事業情報の紐づけの検討 

１． 目的 

当町では、予算上の歳入・歳出科目と、当該歳入・歳出がどの事業に対するもの

であるかについて、総合振興計画の事業と紐づけされているが、個々の執行管理

に重きをおいているため、ある一部の事業に支出がまとめて計上されている状

態となっていた。セグメント分析の実施にあたっては、正確なコストに基づいた評

価へ繋げていくため、より細分化して各事業に対してどのような経費が費やされ

ているかを個別に把握する必要があるため、事業ごとの歳出を、予算科目上で一

元的に知る方法がない現状では、個別に所管課に確認する必要があることが課

題であった。 
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２． 実施内容 

予算科目の各項目に対し、当該支出がどの事業に紐づいているかを、財務会計

システムでの伝票起票時点で、「整理番号」欄に入力することで、事業別に歳入・歳

出を集計する情報基盤を構築した。 

 

【表 24＿歳出と事業】 

 

 

３． 成果 

予算科目上の各執行項目（細節ごと）に当該歳入・歳出がどの事業に紐づいて

いるかのキーとなるコードを附番したことで、当該キーを基に仕訳情報を集計す

るための情報基盤が整備できた。 

今後は、中長期の行政の効率性実現と説明責任を果たすため、全庁的な事業の

あり方を見直す契機とするとともに、そこにつなげていくための職員の意識改革

が必要となる。 

 

 

第4節 分析事業と分析対象範囲の決定 

１． 目的 

当町ではこれまで公会計情報の活用が進んでおらず、公会計情報の作成自体

も外部に委託していたことから、公会計情報の作成体制及び活用に向けての整理

ができていないことが課題であった。 

作成については、令和 4年度以降、自団体での作成を検討する予定であるが、

活用については、そのイメージをつかみ、様式等をあらかじめ整えておくため、令

和 3年度にいくつかの事業を選択し、一部システムに入力できていない項目はあ

るものの、当該部分については手作業で実施することで、施設別財務書類作成に

本年度又は

大 中 小 補正予算額

11           地域ぐるみで魅力ある学校教育                                189,624

11 02         教育課程改善支援事業                                        65

11 02 01 09 01 03 教育課程改善支援事業                                        65

11 03         地域や家庭とともにつくる学校運営の推進                      5,568

11 03 01 09 01 03 学校運営推進事業                                            5,568

11 04         特別支援教育の充実                                          9,735

11 04 01 09 01 03 特別支援教育推進事業                                        9,735

11 05         土曜学習の推進支援                                          117

11 05 01 09 01 03 土曜学習推進事業                                            117

11 06         児童生徒健全育成事業                                        687

11 06 01 09 01 03 児童生徒健全育成事業                                        687

11 07         学校教育管理事業                                            19,226

11 07 01 09 01 01 教育委員会管理運営事業                                      1,494

11 07 03 09 01 02 教育総務管理事務事業                                        2,029

11 07 05 09 01 02 児童生徒教職員健康管理事業                                  3,855

11 07 07 09 01 04 教職員住宅管理事業                                          700

11 07 09 09 01 05 教育車輌運行管理事業                                        7,476

11 07 11 09 01 03 新型コロナウイルス感染症対策事業                            2,178

11 07 13 09 01 03 ＧＩＧＡスクールサポーター配置支援事業                      1,494

事業　　・　　節　　・　　細節　　・　　説明
事業

款 項 目
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よるセグメント分析を実施することとした。 

 

２． 実施内容 

様式の整備及び作業手順の定着を目的として、下記の 3事業についてセグメ

ント分析（施設別財務書類の作成）を行った。 

分析事業の選定においては、当町としての関心が高く、使用料等の収入がある

代表的な 3施設を選択した。 

【分析事業】 

✓ メロディーホール 

【施設概要】 

平成 6年にオープンした文化ホールで、両翼を広げ、悠々と大空を飛んで

いる鷹をイメージした建物。優佳良織工芸館織元の木内綾さんにより、ナ

ナカマドのユーカラ織りをイメージしてデザインされた舞台どん帳と、座席

全 502席(うち 3席は取り外し車椅子 2席)を備えています。 

 

  

 

✓ 総合体育館 

【施設概要】 

総合体育館は、「健康のまち」鷹栖のイメージをさらに高めるため、町民の

健康づくり・体力づくりの場として健康でたくましい活力に満ちた町づくり

に向けた施設です。この施設の中ではバレー・テニス・バドミントン・卓球・

ミニバレーなどいろいろな競技ができるようになっており、青少年教育の

柱として、またスポーツを通してのコミュニケーションの場として広く活用

することができますし、町外の人との交流も一層進むものと考えられま

す。 
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✓ 鷹栖地区住民センター 

【施設概要】 

段差を一切なくしたバリアフリー対応の平屋建て。子どもからお年寄りま

で、誰もが来て、見て楽しめる施設となっています。多彩なイベントで活用

いただけるよう、ホールと各部屋とをつなぐ動線を考慮したつくりとなっ

ており、地域の方が集い、交流できる施設として整備されました。 

併設されている鷹栖町図書室は、旧図書室に比べ広さ、蔵書数ともに大幅

に拡充されています。木をふんだんに使い、全体が見渡せるつくりで、「つ

ながる庭」からの自然光や緑を取り入れた居心地の良い空間です。ゆっく

りと本と向き合える「読書室」、読み聞かせを楽しめる「おはなしのへや」も

備えています。 

 

施設別財務書類の作成における分析対象範囲は、以下の項目の範囲とした。 

【分析対象範囲】 

✓ 貸借対照表 

➢ 資産項目 

 土地 

 建物 

 工作物 

 物品 

 減価償却累計額 等 

➢ 負債項目 

 地方債 

 退職手当引当金 
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 賞与引当金 等 

➢ 差引純資産額 

✓ 損益計算書 

➢ 業務費用 

 人件費（職員給与費、賞与引当金繰入等） 

 物件費（物件費、水光熱費、委託料、維持補修費、減価償却費等） 

 その他業務費用 

➢ 移転費用 

➢ 経常収益（使用料及び手数料等） 

➢ 純経常行政コスト 

✓ 非財務指標 

➢ 期末住民数 

➢ 利用者数 

➢ 運営日数等 

✓ 算定指標 

➢ 詳細は第 7節参照 

 

３． 成果 

施設別の財務書類を作成したことにより、当該施設の保有資産・負債及び、各

施設のフルコスト情報を把握することが可能となった。 

検討初期段階においては、システムへのマスタの登録や各種の紐づけの自動化

を検討していたものの、それらの準備が整わなかったことから、大半の項目にお

いて、それらの事前準備がなくても実施可能な様式を作成することとした。 

結果としては、分析様式がよりシンプルな構造となり、当初予定よりも作業内

容の明確性、様式の理解可能性が向上し、公会計業務担当者が変更となった場合

でも、無理なくマニュアルに従って分析結果が出力できる様式が完成した。 

なお、現状では 1年分の情報しかないため、踏み込んだ分析はできないもの

の、次年度以降継続して実施することにより、時系列分析として情報を蓄積し、運

営の改善に役立てたい。 

また、当該研究成果の公表することで、北海道内の小規模団体が、同一のフォ

ーマットにより各種の分析を行うことが期待される。あわせてそれらの分析結果

が開示されることにより、団体間比較を実施するための情報整備が進展すること

が期待される。 
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第5節 共通費用の按分方法の整理及び基準の決定 

１． 目的 

当町では、セグメント分析の実施において共通費用の按分基準設定等、必要な

前整理ができていないことが課題であった。 

 

２． 実施内容 

一つの費用項目が単一の施設のみに紐づいている場合は、当該費用を対象施

設に集計することで問題ないが、セグメント分析の実施にあたり、一つの費用項

目が複数の事業・施設に配分されている場合（小学校費として一括計上されてい

る各小学校の施設維持費用等）は下記の基準により各施設に按分して分析するも

のとした。 

また、人件費については、各施設において計上される実際の人件費を使用する

と、担当となった担当者の給与単価の変動により、毎年の人件費額が変動し、時

系列データとして望ましくないため、併せて下記のとおりの基準で配布を実施し

た。 

【共通経費の按分】 

✓ 清掃費や修繕費など面積を基に算定される経費(維持補修費等) 

施設の面積割合により按分 

✓ 社会保険料など人数を基に算定される経費（人件費等） 

従事する職員数や児童数など人数比で按分 

職員数に直接結びつく経費については、標準単価×人数で算定（下記人件

費の設定を参照） 

✓ その他 

上記による基準の設定が困難な場合には、総事業費の比率で按分する等

適当な方法によることとした。 

なお、今年度は施設の分析という事で検討を行っていないものの、事業別セグ

メント分析を行う際に、複数事業に係る共通経費を按分する際にも、上記の基準

を用いることが有用と思われる。 

 

【共通資産の按分】 

共通資産の配賦は行わない。 

 

【地方債の按分】 

地方債の配賦は行わない。 

 

【人件費の設定】 
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当該職務を行う職員の標準的な人件費×人数 

（人件費、退職手当引当金や賞与引当金の算定に用いる） 

なお、当年度の分析においては、職員給与費、賞与引当金繰入額、退職手当引

当金繰入額、賞与引当金、退職手当引当金の金額は、それらの全体額（町全体とし

ての費用計上額）を期末職員数で除した平均単価を使用した。 

 

【参考 総務省資料セグメント分析の実施手順②】 

 

 

３． 成果 

基準を策定したことにより、実施上は機械的に判別・計算を行うことができ、複

数施設間で基準が異なる等の問題が生じるリスクを回避することができた。 

これにより、施設間、あるいは今後想定される自治体間での比較においても、

統一的な基準により按分計算が実施されることにより、比較可能性が向上するこ

とが期待される。 

 

 

第6節 非財務情報活用の検討 

１． 目的 

当町では、セグメント分析において、より分かりやすい情報を開示すべく、住民

数に対する割合や、施設利用者数に対する割合などの直感的に理解可能な指標

が検討課題となっていた。 
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２． 実施内容 

セグメント分析を実施する各施設について、分析に有用な非財務情報の検討を

行った。検討にあたっては以下の観点が挙げられた。 

今年度の検討に当たっては、利用者から施設使用料を収受する施設について

の検討を行ったが、その他の施設累計の分析に当たっては、対象となる分析施設

の経営状況の改善に資する情報は何かという観点から、非財務情報を検討する

ことが重要である。 

２．１使用する非財務情報 

２．１．１ 期末住民数 

２．１．１．１ 内容 

期末時点における住民基本台帳登録住民数（3月 31日現在） 

２．１．１．２ 選択理由 

対象施設のコスト負担あるいは施設に対する資産持分・負債負担分

を、それを支える住民数で除することにより、住民一人当たりがどれだ

けの負担をしているかを可視化するため。 

 

２．１．2 利用者数 

２．１．2．１ 内容 

1年間における当該施設の利用者数 

２．１．2．２ 選択理由 

対象施設のコスト負担あるいは施設に対する資産持分・負債負担分

を、それを実際に利用した人数で除することにより、利用者一人当たり

がどれだけの負担をしているかを可視化するため。 

なお、実際には、延べ利用者数ではなく、同一人物について重複のカ

ウントを行わないユニーク利用者数の利用が上記の分析観点からは望

ましいと考えられるが、当町においては、そのような情報が収集されて

いなかったため、延べ利用者数を採用した。 

 

２．１．3 運営日数 

２．１．3．１ 内容 

1年間における当該施設の運営日数 

２．1．3．２ 選択理由 

対象施設にかかる 1日当たりの平均収入や行政コストを把握するこ

とで、1日というわかりやすい単位での分析を行うため。 

 

２．１．4 開館時間 
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２．１．4．１ 内容 

1日間における当該施設の運営時間 

２．１．4．２ 選択理由 

対象施設にかかる 1時間当たりの平均収入や行政コストを把握する

ことで、1時間というわかりやすい単位での分析を行うため。 

 

２．１．5 施設面積 

２．１．5．１ 内容 

対象施設の延床面積 

２．１．5．２ 選択理由 

対象施設の延床面積当たりの平均収入や行政コストを把握すること

で、施設間の規模を補正したコスト構造の分析を行うため。 

 

 

３． 成果 

財務書類以外の情報を用いることで、住民説明にあたり直感的に分かりやすい

指標を用いた公表資料の作成が可能となった。 

なお、分析する施設の内容によっては、上記以外の観点が望ましい場合や、上

記の観点が当てはまらない場合があることから、分析対象とする施設の特性や、

明らかにしたい経営課題などを把握の上、適切な非財務情報を選択することが望

ましい。 

さらに、当町においては、上記のユニークな利用者数の把握はしていなかった

ため、利用者数は延べ利用者数で分析を実施している。当該分析のためにどのよ

うな情報を利用するかという観点のほか、利用する情報をどのように集めるか、

必要な情報がないとしたらどのように対応するか、それは改めて収集するほど価

値のある情報かなど、複数の観点から、コストと便益を加味して収集情報の取捨

選択をする必要がある。 

当町においては、来年度以降、さらなる詳細な分析を実施するため、施設への

指標分析のための基礎情報収集のための照会様式を整備しているところである。 

また、利用者数の把握においては、通年のほか、季節性がある施設もあること

から、月別や四半期別の数値を把握することも考えられる。ここで収集した情報

は公会計情報の活用のための分析のほか、施設の空き時間や空いている時期な

どを可視化し、効率的な施設利用の検討のあり方を決定するためにも有用なもの

となる可能性があるため、情報収集の際には分析を実施する財政担当課だけで

はなく、実際に施設を管理している担当課や指定管理者の意見を聞きつつ設定す

ることが有用であると思われる。 
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第7節 セグメント分析集計様式の検討 

１． 目的 

当町では、上記で検討したセグメント分析の情報を集計・開示するための様式

の整備が課題であった。 

特に、公会計業務に関与可能な人員数も限られており、担当者の変更や移動も

あることから、そのような環境においても継続的に業務遂行が可能な様式の整備

が必要となっていた。 

 

２． 実施内容 

セグメント分析の実施結果を集計・公表するための様式案を作成した（詳細な

資料方法については、附属資料セグメント分析様式マニュアル参照）。 

なお、作成した資料及びその内容は以下のとおり。 

 

２．１ 年度比較（時系列分析） 

２．１．１ 施設別行政コスト計算書 

単一の施設に着目し、3か年分の推移を表示可能な様式とした。 

各施設別の経常費用及び経常収益を集計した行政コスト計算書を作成

した。 

表示項目は、細項目には踏み込まず、経常費用の各項目は、物件費・人

件費のみ内訳項目を表示し、その他の項目はまとめて示している。 

【図１ 施設別行政コスト計算書】 
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２．１．２ 施設別貸借対照表 

単一の施設に着目し、3か年分の推移を表示可能な様式とした。 

当様式は、施設別の資産・負債・純資産を集計した貸借対照表となって

いる。 

表示項目は、細項目には踏み込まず、特に負債と純資産の記載を簡略化

している。 

資産の表示については、有形固定資産の内容を土地・建物・建物付属設

備・構築物・物品に分類している。 
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【図２ 施設別貸借対照表】 

 

 

２．１．３ 施設別非財務情報 

セグメント別の基礎情報として、非財務情報を集計・表示して示してい

る。 

【図３ 施設別非財務情報】 

 
 

２．１．４ 施設別指標分析表 

セグメント別財務書類の情報及び非財務情報からなる指標分析をとり

まとめ、ダッシュボード型のグラフ集として様式を作成した。 
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上記セグメント別貸借対照表及び行政コスト計算書、非財務情報（各 3

年分）を入力することにより、指標分析の一覧がシート上に表示される。 

なお、本年度の分析においては、単年度の情報のみの入力となっている

ため、時系列分析の実施はしていない。 

以下には、参考として来年度以降の分析において使用する分析表（年度

ダッシュボード）を示す。 

【図４ 施設別指標分析表（抜粋）】 

 

 

２．１．５ 年度比較分析指標一覧 

 年度比較の施設別財務書類（年度ダッシュボード）において取り上げた

分析指標とその内容は以下の通りである。 

２．１．５．１ 経常費用 

２．１．５．１．１ 内容 

対象となる施設の運営において 1年間に発生した経常費用の総額



 

３９ 

 

及びその構成を示す。 

２．１．５．１．２ 選択理由 

対象となる施設の運営において 1年間において経常的に発生する

コスト総額とその内訳を把握することで、全体としての費用感の推移

トレンド及びその構成を分析するため。 

業務内容や委託内容の見直し等の検討に役立てることが期待され

る。 

 

２．１．５．２ 人件費 

２．１．５．２．１ 内容 

対象となる施設の運営において 1年間に発生した人件費の総額及

びその構成を示す。 

２．１．５．２．２ 選択理由 

対象となる施設の運営において 1年間において発生する人件費の

総額とその内訳を把握することで、人件費の推移トレンド及びその構

成を分析するため。 

職員給与費のような支出費用のほか、各引当金繰入のような支出

はないものの、発生主義会計から生じる期間費用を合わせて把握す

ることで、いわゆるフルコストの把握による分析が期待される。 

 

２．１．５．３ 物件費 

２．１．５．３．１ 内容 

対象となる施設の運営において 1年間に発生した物件費の総額及

びその構成を示す。 

２．１．５．３．２ 選択理由 

対象となる施設の運営において 1年間において発生する物件費の

総額とその内訳を把握することで、物件費の推移トレンド及びその構

成を分析するため。 

水光熱費のような支出費用のほか、減価償却費のような支出はな

いものの、発生主義会計から生じる期間費用を合わせて把握すること

で、いわゆるフルコストの把握による分析が期待される。 

 

２．１．５．４ 経常収益 

２．１．５．４．１ 内容 

対象となる施設の運営において 1年間に発生した経常収益の総額

及びその構成を示す。 
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２．１．５．４．２ 選択理由 

対象となる施設の運営において 1年間において経常的に発生する

収益総額とその内訳を把握することで、全体としての収入ボリューム

の推移トレンド及びその構成を分析するため。 

その施設においていくらの費用を利用者から回収できているかを

把握する前提資料となることが期待される。 

 

２．１．５．５ 利用者数 

２．１．５．５．１ 内容 

対象となる施設の 1年間の利用者数の推移を示す。 

２．１．５．５．２ 選択理由 

対象となる施設の 1年間の利用者数の推移を把握することで、利

用者数の増減を分析するため。 

また、利用者あたり単価を計算するための基礎資料としても活用す

る。 

 

２．１．５．６ 受益者負担率 

２．１．５．６．１ 内容 

対象となる施設の経常費用に占める経常収益の割合の推移。施設

を維持・運営するためのコストのうち、どれだけの割合が施設利用者

からの使用料により回収されているかを示す。 

２．１．５．６．２ 選択理由 

対象となる施設の受益者負担率の推移を把握することで、施設を

維持・運営するためのコストのうち利用者からの回収がどれだけの割

合かを分析するため。 

受益者負担率を経年で比較あるいは他団体と比較することで、利

用料改定などの議論の基礎資料としての活用も期待される。 

 

２．１．５．7一人当たり行政コスト 

２．１．５．7．１ 内容 

対象となる施設の行政コストを住民数または、利用者数で除するこ

とにより、一人当たりの負担額を示す。 

２．１．５．7．２ 選択理由 

対象となる施設の行政コストが住民あるいは利用者あたりの単価

に直すと一人当たりどのくらいの負担があるのかを把握するため。当

該情報の利用者にとって身近な単位に置き換わることで、施設の現
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状やコスト状況を把握してもらいやすくし、町の施設に対するコスト意

識を深めてもらうことも期待される。 

 

２．１．５．8 一日当たり行政コスト、平均収入 

２．１．５．8．１ 内容 

対象となる施設の行政コスト、平均収入を利用可能日数で除するこ

とにより、一日の負担額を示す。 

２．１．５．8．２ 選択理由 

対象となる施設の行政コスト、平均収入を 1日当たりの単位に直し

て把握する。当該情報の利用者にとって身近な単位に置き換えること

で、施設コスト状況や収入状況を把握してもらいやすくし、町の施設に

対するコスト意識、利用料への意識を深めてもらうことも期待され

る。 

 

２．１．５．9 資産額 

２．１．５．9．１ 内容 

対象となる施設を構成する資産額の推移を示す。 

２．１．５．9．２ 選択理由 

対象となる施設の総額としての資産増減及びその内訳の推移を把

握する。資本的支出や、追加の物品購入などの投資があった際には資

産は増加し、毎年の減価償却によって減少する。資産増減によりどの

程度の投資が行われているかという情報提供も期待される。 

 

２．１．５．10 有形固定資産減価償却率 

２．１．５．10．１ 内容 

対象となる施設を構成する資産にかかる有形固定資産減価償却率

（資産の老朽化がどの程度進んでいるか）の推移を示す。 

２．１．５．10．２ 選択理由 

対象となる施設の老朽化度合いが、資産の種類別にどの程度進行

しているかを把握する。資本的支出や、追加の物品購入などの投資が

あった際には減少し、何もしなければ毎年の減価償却によって減少す

る。比率の増減により資産の種類別に、どの程度の投資が行われてい

るか、どの程度老朽化が進んでいるかという情報提供も期待される。 

 

２．１．５．11 一人当たり資産額（負債額・純資産額） 

２．１．５．11．１ 内容 
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対象となる施設の資産額、負債額、純資産額を住民数または、利用

者数で除することにより、一人当たりの持ち分額を示す。 

２．１．５．11．２ 選択理由 

対象となる施設の資産額、負債額、純資産額が住民あたりの単価に

直すと一人当たりどのくらいあるのかを把握するため。当該情報の利

用者にとって身近な単位に置き換わることで、資産の規模感等施設

の現状やコスト状況を把握してもらいやすくし、町の施設に対する関

心を深めてもらうことも期待される。 

 

２．１．５．12 負債額の推移 

２．１．５．12．１ 内容 

対象となる施設を構成する負債額の推移を示す。 

２．１．５．12．２ 選択理由 

対象となる施設の総額としての負債増減及びその内訳の推移を把

握する。資本的支出や、追加の物品購入などの投資があった際には資

産は増加し、毎年の減価償却によって減少する。資産増減によりどの

程度の投資が行われているかという情報提供も期待される。 

 

２．１．５．13 世代間負担比率の推移 

２．１．５．13．１ 内容 

対象となる施設に関する現在世代と将来世代の負担の割合を示

す。対象となる施設にかかる負債額を対象資産の資産額で除するこ

とによって算定され、世代間負担率は資産額のうち何％が将来世代

の負担となっているかの割合を示す。 

２．１．５．13．２ 選択理由 

対象資産を保有するのに、どの程度を借り入れなどの負債で賄っ

ているかを示す割合であり、負債で賄っている部分は当該資産の整

備等における負担を将来世代に先送りしていることを示している。当

該割合を把握することで、対象施設がこれまでの世代による負担で建

てられている割合と、将来世代の負担を見越して建てられている割合

とを把握する。 

将来の施設への投資においても、過度に将来世代の負担を増やさ

ないなどの観点から、当該指標への影響を考慮して投資判断を行う

ことが期待される。 
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２．２ 他施設比較（施設間・団体間比較分析） 

２．２．１ 比較行政コスト計算書 

施設間比較のため、3施設の横比較が可能な様式とした。 

各施設別の経常費用及び経常収益を集計した行政コスト計算書を作成

した。 

表示項目は、細項目には踏み込まず、経常費用の各項目は、物件費・人

件費のみ内訳項目を表示し、その他の項目はまとめて示している。 

【図５ 他施設比較行政コスト計算書】 

 

 



 

４４ 

 

２．2．２ 比較貸借対照表 

施設間比較のため、3施設の横比較が可能な様式とした。 

当様式は、施設別の資産・負債・純資産を集計した貸借対照表となって

いる。 

表示項目は、細項目には踏み込まず、特に負債と純資産の記載を簡略化

している。 

資産の表示については、有形固定資産の内容を建物・建物付属設備・構

築物・物品・土地に分類している。 

【図６ 比較貸借対照表】 

 

 

２．2．３ 比較非財務情報 

セグメント別の基礎情報として、非財務情報を集計・表示して示してい

る。 

 

 



 

４５ 

 

【図７ 比較非財務情報】 

 

 

２．2．４ 比較指標分析表 

セグメント別財務書類の情報及び非財務情報からなる指標分析をとり

まとめ、ダッシュボード型のグラフ集として様式を作成した。 

上記セグメント別貸借対照表及び行政コスト計算書、非財務情報（各施

設）を入力すると自動的にグラフが出力される。 

なお、分析はフローの観点、ストックの観点およびそれらの組み合わせ

の観点の 3つの観点から実施した。 

【図８ 比較指標分析表（抜粋）】 
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２．2．5 施設間比較分析指標一覧 

 施設間比較の施設別財務書類（他施設比較ダッシュボード）において取

り上げた分析指標とその内容は以下の通りである。 

なお、本年度の分析結果概要では、本年度の業務により算定されたグラ

フを元にどのような解釈が行えたかを簡潔に記載する。 

 

２．2．5．１ 経常費用（総コストの比較） 

２．2．5．１．１ 内容 

対象となる施設の運営において 1年間に発生した経常費用の総額

及びその内訳・構成を示す。 

２．2．5．１．２ 選択理由 

対象となる施設の運営において 1年間において経常的に発生する

コスト総額とその内訳を把握することで、全体としての費用水準の比

較、コスト構成の比較を実施するため。 

費用水準やコストの内訳を比較することにより、良好な運営状態の

施設を見つけ出し、他施設において当該施設の運営を参考にするな

どの活用が期待される。 

２．2．5．１．３ 本年度の分析結果概要 

使用料を収入する施設でもそのコスト感は大きな差があることが

明示された。また、コストの内訳はメロディーホールのようなイベント

を行う施設では物にかかるコストの割合が相対的に多いことが示さ

れた。 

 

２．2．５．２ 人件費 

２．2．５．２．１ 内容 

対象となる施設の運営において 1年間に発生した人件費の総額及

びその内訳・構成を示す。 

２．2．５．２．２ 選択理由 

対象となる施設の運営において 1年間において発生する人件費の

総額とその内訳を把握することで、人件費の費用水準とその構成を

比較するため。 

職員給与費のような支出費用のほか、各引当金繰入のような支出

はないものの、発生主義会計から生じる期間費用を合わせて把握す

ることで、いわゆるフルコストの把握による比較が期待される。 

２．2．5．2．３ 本年度の分析結果概要 
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人件費水準は自営施設と指定管理施設で差があることが示され

た。また、自営施設では、指定管理施設にはない、賞与及び退職手当

の引当金繰り入れが発生することにより、コスト構造も異なっている

ことが示された。 

 

２．2．５．３ 物件費 

２．2．５．３．１ 内容 

対象となる施設の運営において 1年間に発生した物件費の総額及

びその内訳・構成を示す。 

２．2．５．３．２ 選択理由 

対象となる施設の運営において 1年間において発生する物件費の

総額とその内訳を把握することで、物件費の費用水準とその構成を

比較するため。 

水光熱費のような支出費用のほか、減価償却費のような支出はな

いものの、発生主義会計から生じる期間費用を合わせて把握すること

で、いわゆるフルコストの把握による比較が期待される。 

２．2．5．3．３ 本年度の分析結果概要 

物件費水準は施設間での規模間のばらつきのほか、コストの内訳

が大きく異なることが示された。メロディーホールのような文科系施

設では、運営のための経費となる支出が多くなるため、相対的に減価

償却費の占める割合が低く、住民センターのような集会所系の施設で

は、そのコストの大部分は減価償却費によるものであることが示され

た。 

 

２．2．５．4 受益者負担率 

２．2．５．4．１ 内容 

対象となる施設の経常費用に占める経常収益の割合の比較。施設

を維持・運営するためのコストのうち、どれだけの割合が施設利用者

からの使用料により回収されているかを示す。 

２．2．５．4．２ 選択理由 

対象となる施設の受益者負担率を比較することで、施設を維持・運

営するためのコストのうち利用者からの回収がどれだけの割合かを

分析するため。 

受益者負担率を他施設あるいは他団体施設と比較することで、利

用料改定や他施設等と比較した受益者負担割合の見直しなどの議論

の基礎資料としての活用も期待される。 



 

４８ 

 

２．2．5．4．３ 本年度の分析結果概要 

各施設での受益者負担率が異なることが示された。メロディーホー

ルと住民センターの受益者負担率は同水準であるが、総合体育館の

水準はその 3倍となっている。 

使用料改定の議論がある当町においては、この結果も参考とし、他

自治体や類似施設の受益者負担率も考慮の上、料金改定の議論を進

めることを検討している。 

 

２．2．５．5 一人当たり行政コスト 

２．2．５．5．１ 内容 

対象となる施設の行政コストを住民数または、利用者数で除するこ

とにより、一人当たりの負担額を示す。 

２．2．５．5．２ 選択理由 

対象となる施設の行政コストが住民あるいは利用者あたりの単価

に直すと一人当たりどのくらいの負担があるのかを把握するため。当

該情報の利用者にとって身近な単位に置き換わることで、施設の現

状やコスト状況を把握してもらいやすくし、町の施設に対するコスト意

識を深めてもらうことも期待される。 

また、利用者一人当たりの比較では、施設ごとのコスト総額だけで

は見えにくい、実質的な利用者ベースでのコスト比較を実施すること

が期待される。 

２．2．5．5．３ 本年度の分析結果概要 

住民一人当たり行政コストでは、５，０００円から１２，０００円、利用

者一人当たり行政コストでは１，０００円から５，０００円の幅であるこ

とが示された。 

施設維持のために使われている税金が、住民にわかりやすい単位

で算定された。当該情報を開示することで、施設の統廃合や施設マネ

ジメント全般にかかる住民への情報開示が進むことが期待される。 

また、利用者の多寡にもよるが、施設間でのばらつきは大きいた

め、コスト減・利用者増の取り組みのための基礎資料としての利用も

期待される。 

 

２．2．５．6 単位面積当たりコスト 

２．2．５．6．１ 内容 

対象となる施設の行政コストを施設延床面積で除することにより、

単位面積当たりの行政コストを示す。 
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２．2．５．6．２ 選択理由 

対象となる施設の行政コスト、平均収入を 1日当たりの単位に直し

て把握する。当該情報の利用者にとって身近な単位に置き換えること

で、施設コスト状況や収入状況を把握してもらいやすくし、町の施設に

対するコスト意識、施設利用料への意識を深めてもらうことも期待さ

れる。 

また、単位面積当たりでの比較を行うコストの種類を限定すること

で、管理費用など面積に比例すると思われるコストの分析を行うなど

の発展も考えられる。 

例えば、維持管理費用や修繕費用などは施設面積に比例するコスト

と考えられるが、維持管理業務を委託している施設については、単位

面積当たりの維持管理費用を比較することで、維持管理の効率性の

比較が可能となると考えられる。 

２．2．5．6．３ 本年度の分析結果概要 

単位面積当たりコストは施設の種類により大きな差があることが判

明した。 

特に、維持管理等の施設としての機能を維持するコスト以外のコス

トが発生するメロディーホールや総合体育館は、住民センターよりも

高い水準となっている。 

今後の課題として、単位面積当たりのより細分化した行政コスト（維

持補修費のみ、修繕費のみ等）を分析することで、運営面と事業面で

の両方の側面からのコスト分析を行うことも期待される。 

 

２．2．５．7 有形固定資産の構成割合 

２．2．５．7．１ 内容 

対象となる施設を構成する有形固定資産の資産額に占める種類別

割合を比較する。 

２．2．５．7．２ 選択理由 

対象となる施設の構成要素として、土地・建物・工作物・物品がそれ

ぞれどの程度の割合となっているかを把握する。これにより、施設の

うちどの構成要素がその価値の大部分を占めるかを比較し、施設間

の資産構成要素の比較を実施する。 

２．2．5．7．３ 本年度の分析結果概要 

当町においては、ほとんどの施設で建物の構成割合がほぼ１００％

という結果となった。今後固定資産台帳の精緻化や、建物も躯体と設

備で分けて分析するなどの、より詳細な分析につなげることにより、
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資産構成の把握精緻化を目指すことが期待される。 

 

２．2．５．8 有形固定資産減価償却率 

２．2．５．8．１ 内容 

対象となる施設を構成する資産にかかる有形固定資産減価償却率

（資産の老朽化がどの程度進んでいるか）を示す。 

２．2．５．8．２ 選択理由 

対象となる施設の老朽化度合いが、資産全体及び資産の種類別に

どの程度進行しているかを把握する。比率の比較により、対象施設に

どの程度の投資が行われているか、どの程度老朽化が進んでいるか

という情報提供も期待される。 

２．2．5．8．３ 本年度の分析結果概要 

当町においては、ほとんどの施設で建物の構成割合がほぼすべて

であるため、資産の種類別老朽化比率についてはあまり有益な情報

は得られなかったものの、メロディーホールについては、物品のほと

んどが耐用年数を経過しており、入れ替えも行われていないままの状

況であるという事が可視化された。 

当町の大きな施設である、総合体育館とメロディーホールは双方と

も 60%程度の有形固定資産減価償却比率となっており、老朽化は進

んでおり、施設の長寿命化や更新の検討時期となっていることが明示

できた。 

 

２．2．５．9 世代間負担比率・純資産比率 

２．2．５．9．１ 内容 

対象となる施設に関する現在世代と将来世代の負担の割合を示

す。対象となる施設にかかる負債額を対象資産の資産額で除するこ

とによって算定され、世代間負担率は資産額のうち何％が将来世代

の負担となっているかの割合を示す。（純資産比率はその裏返しの指

標であり、純資産額を総資産額で除する、あるいは 100%から世代

間負担比率を控除して算定される。これまでの世代の負担により、施

設を構成する資産のどのくらいの割合が、将来返済の必要がない町

の純資産で保有されているかという割合を示す。） 

２．2．５．9．２ 選択理由 

対象資産を保有するのに、どの程度を借り入れなどの負債で賄っ

ているかを示す割合であり、負債で賄っている部分は当該資産の整

備等における負担を将来世代に先送りしていることを示している。当
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該割合を把握することで、対象施設がこれまでの世代による負担で建

てられている割合と将来世代の負担を見越して建てられている割合

を把握する。 

将来の施設への投資においても、過度に将来世代の負担を増やさ

ないなどの観点から、当該指標への影響を考慮して投資判断を行う

ことが期待される。 

２．2．5．9．３ 本年度の分析結果概要 

当町においては、築後間もない鷹栖地区住民センター以外の 2施

設はすでに起債の償還も終えており、将来世代への負担は残していな

いことが明らかとなった。 

今後の追加投資の際にはこの比率がどのように動く投資となるの

か、シミュレーションを実施することも期待される。 

 

２．2．５．10 住民一人当たり取得原価×有形固定資産減価償却比率 

２．2．５．10．１ 内容 

対象となる施設の取得原価（施設規模の大きさを示す）と有形固定

資産減価償却費率（資産の老朽化状況を示す）の関係を散布図として

示している。 

 

２．2．５．10．２ 選択理由 

取得原価・有形固定資産減価償却比率の関係を明示することで、施

設更新時に要するコストの大きさと、それがいつごろ発生するかにつ

いての示唆を得ることが目的となる。つまりその関係は以下のように

考えられる。 

  有形固定資産減価償却比率 

  小 大 

取

得

原

価 

小 当面の間更新の必要はな

く、更新する際も投資額は

小さい 

更新時期は迫っているものの、

投資額は少ないため、財政状態

に与える影響は小さい 

大 投資額は大きくなるもの

の、施設は新しく、当面の

間更新の必要はない 

投資額が大きく、施設も老朽化

しているため、施設の更新につ

いて至急検討を行う必要があ

る 

分析結果を利用して、優先度の高いエリアの施設を抽出し、町の公

共施設の維持・活用の検討に利用することが期待される。 

また、このような分析を全町の施設に対して実施することで、公共
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施設総合管理計画及び個別施設計画の作成における対策の優先順位

付け等にも活用することが考えられる。 

２．2．5．10．３ 本年度の分析結果概要 

分析結果として、取得原価、有形固定資産減価償却比率の双方が大

きい領域に鷹栖メロディーホールが位置付けられた。 

本施設は投資額も大きく、老朽化も進んでいることがこの分析によ

っても明示されたため、施設の更新等について迅速に検討する必要

があることが改めて明らかとなった。 

なお、鷹栖町総合体育館についても、メロディーホールよりは取得

原価は小さいものの、老朽化の程度はメロディーホールに迫っている

ため、メロディーホールの検討の次は総合体育館についても同様の検

討が必要になるものと考えられる。 

 

２．2．５．11 住民一人当たり資産額×世代間負担率・住民一人当たり負債

額 

２．2．５．11．１ 内容 

対象となる施設の住民一人当たり資産額（減価償却累計額控除後）

と世代間負担率（現在世代・将来世代の負担割合）の関係を散布図と

して示している。 

 

２．2．５．11．２ 選択理由 

資産額と世代間負担率の関係を明示することで、将来世代の負担

を考慮した施設更新の方向性を検討することが期待される。 

資産額が大きく、世代間負担率も大きい場合には、新しい施設を建

てたばかりであり、その大部分は借り入れによっていることを示す。 

資産額が小さく、世代間負担率も小さい場合には、老朽化が進んだ

施設ではあるものの、借り入れの返済は進んでいることを示す。 

この分析については、資産がエリアのどこにあるかも重要である

が、大規模修繕工事などを借り入れにより行う場合、将来世代の負担

及び資産額を引き上げてしまうという動的な関係性の考察が重要と

なる。 

資産額・世代間負担率がともに大きい施設を多数抱えることは、そ

れだけ大きな規模の負担を多数将来に残していることを表しており、

将来の人口動態との兼ね合いから、それらが妥当な負担かを検討し

なければならないと考えられる。 

よって、分析結果の活用に当たっては、このエリアに位置付けられ
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る施設が増加してもよいのかを検討することが主な要因となると思

われる。すでに多数の施設がこのエリアにある場合、追加投資による

起債の増加が、将来世代への過度な負担となる可能性があるためで

ある。 

なお、相手勘定を住民一人当たり負債額とした散布図では、両方の

単位が住民にとってわかりやすい尺度となっており、また対象施設に

かかる資産と負債のバランス感を明示するものとなっている。 

両方のグラフとも、意味合いは似たものであるが、特に後者では債

務超過の状態（資産額―負債額＜０）となっている施設がないかに留

意する必要がある。 

２．2．5．11．３ 本年度の分析結果概要 

分析結果として、住民一人当たり資産額×世代間負担率・住民一人

当たり負債額のすべてが大きい領域に鷹栖地区住民センターが位置

付けられた。 

本施設は新しいため、資産額も大きく、それに伴う借り入れも大き

いためである。 

この領域に大きな施設があるため、その他の施設の更新や長寿命

化を考える際には、将来世代への負担を残す施設が増加することを

考慮したうえで意思決定を行う必要がある。 

 

２．2．５．１２ 面積当たり維持補修費×有形固定資産減価償却比率 

２．2．５．１２．１ 内容 

対象となる施設の単位面積当たりの維持補修費と有形固定資産減

価償却費率（資産の老朽化状況を示す）の関係を散布図として示して

いる。 

 

２．2．５．１２．２ 選択理由 

単位面積当たりの維持補修費・有形固定資産減価償却比率の関係

を明示することで、施設の老朽化度合いと、維持管理費の傾向を明示

することが目的となる。一般的には、施設の老朽化度合いが高まるほ

ど、維持に要する費用は高まるはずであり、右肩上がりの関係（正の

相関関係）となる。 

  有形固定資産減価償却比率 

  小 大 

面

積

小 施設が新しく、そのため維

持補修に要するメンテナン

施設が老朽化しているにも関わ

らず、維持補修に要するメンテ
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当

た

り

の

維

持

補

修

費 

スコストも低い。施設が良

好に保たれていると考えら

れる。 

ナンスコストがかかっていない

状態。施設の不具合を放置して

いる場合や、規模の大きさによ

る維持管理費のディスカウント

など、複数の原因が考えられる

ため、その要因を分析する必要

がある。 

大 施設は新しいにもかかわら

ず、維持補修に要するメン

テナンスコストがかさんで

いる状態。 

特殊な要因や施設特有の

個別的な要因が考えられる

ため、その要因を分析する

必要がある。 

施設の老朽化が進んでおり、そ

れ相応にメンテナンスコストも

増大している状態。 

このまま施設を維持した方がよ

いか、長寿命化や建て替えなど

の対策を実施すべきかなどの

検討を行う必要がある。 

分析結果を利用して、維持補修に要するメンテナンスコストと資産

の老朽化度合いの関係が歪んでいるものについては、その原因を追

究の上、対策を行うことが期待される。 

また、このような分析を全町の施設に対して実施することで、公共

施設総合管理計画及び個別施設計画の作成における対策内容の検討

等にも活用することが考えられる。 

２．2．5．12．３ 本年度の分析結果概要 

分析結果として、老朽化が進む施設の面積当たり維持補修費用が

高く算定された。しかし、メロディーホールについては、ほぼ同じ老朽

化度合いの総合体育館に比べ、倍以上の水準となった。ホールは通常

の公共施設と異なり、メンテナンスコストがかさむことが原因と考え

られるが、今後他団体のホール棟と比較の上、適正なコスト水準を検

討することが期待される。 

 

３． 成果 

セグメント分析情報の集計項目と分析する指標が確定し、様式に備えるべき機

能が確定した。 

各項目においては、時系列比較および他施設・他団体比較が行えるよう留意

し、項目の粒度及び分析指標を検討した。 

また、他施設比較においては、直営施設と指定管理施設を同じ項目で比較でき

るよう、指定管理報告書をもとにした数値の組み換えについても検討を行った。 
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（附属資料セグメント分析様式マニュアル参照） 

今後、当町における各職員の公会計への理解が進む過程において、集計項目や

分析指標は逐次更新し、より高度な分析ができるものになるようにしていく予定

である。 

なお、今回使用・作成した指標分析項目についてはあくまで一例であり、施設の

利用目的や経営課題などにおいて都度分析項目は検討、充実させていく必要が

あると認識している。 

また、本様式は施設の全体感をつかみ、分析の観点を見つけ出す概要把握とし

ての意味合いも強い。様々な施設で当該様式を作成し、優先度をつけた深堀を行

い、効率的に施設の課題を検討していくことが次年度以降の課題となっている。 

 

 

第8節 セグメント分析集計様式の構成 

１． 課題 

本町では、上記までの検討結果をもとに、担当者の異動があっても毎期の通常

業務として最小限の負担で実施できるセグメント分析集計様式の作成が課題と

なっていた。また、セグメント情報を紐づけする各マスタを作成したが、それらを

統合して集計様式に簡便的に集計する集計テーブルの作成が課題であった。 

 

２． 改善策 

上記までの検討結果をもとに、セグメント分析集計様式を作成した。 

詳細な構成及び使用方法については別添の「付属資料セグメント分析様式マニ

ュアル」を参照してください。 

なお、様式の構成は下記のとおりである。（本様式の項目が成果物の構成とな

っている。その他の欄は、当該様式を使用するにあたり必要な他のシステムから

の出力資料との関係を示している。） 

【表 25＿集計の構成図】 

 

入力
フォーマット

仕訳帳兼
集計対応表

【内】年度比較

【内】他施設
比較

【公】本表
ダッシュボード

自動抽出

集計対象マスタ
勘定科目一覧
マスタ

紐づけ

自動集計

入力

自動
転記

自動
作成

P
P
P

（
公
会
計
シ
ス
テ
ム
）

本
様
式

そ
の
他
資
料

仕訳帳

• 年度
• 款項目節細節
• 事業名
• 摘要
• 勘定科目
• 仕訳金額 等

施設情報

• 款項目節細節
• 事業名
• 施設コード
• 施設名
• （仕訳と施設の
対応情報）

公会計財務書類

• 職員給与費
• 賞与・退職手当
引当金

• 引当金繰入額
等

固定資産台帳

分析対象施設の
• 取得原価
• 減価償却累計
額

• 当期減価償却
費 等

その他統計資料

• 住民基本台帳
人口

• 施設利用者数
• 期末職員数 等

指定管理報告書

• 人件費
• 水光熱費
• 委託費
• 修繕費 等

入力

作成

自動作成

入力

入力紐づけ
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当該様式においては、担当者の異動等があっても、最低限の労力で実施可能か

つ、理解しやすい様式の作成を心掛けた。 

本様式は、単にセグメント分析を行うのみならず、簡易なエクセル関数により仕

訳から集計の流れを実装しているため、公会計の仕組みを理解するうえでも役立

つものと考えられる。 

当様式による全体のデータの流れを概説すると以下のとおりである。 

1. 公会計仕訳データの抽出 

既存の公会計システムから仕訳データを出力し、CSVファイル等のテーブ

ルデータの形で準備します。 

2. 公会計仕訳データの取り込み 

１．で準備したデータを「入力フォーマット」に貼り付けます。 

本様式ではトリプルピーによる仕訳帳を想定したひな形としていますが、

その他のシステムのデータの使用も可能です。 

その場合には、「仕訳帳兼集計対応表」にて、必要な科目情報の抽出を実

施します。 

3. 仕訳データへの施設情報の紐づけ 

「仕訳帳兼集計対応表」上で、各仕訳行に対応する施設情報を紐づけて入

力します。 

現状の様式では施設情報を手入力で入力していますが、別途仕訳データ

と施設データを紐づけるマスタテーブルがある場合（本報告書第３章１節、

第４章１節、２節）には、VLOOKUPなどのエクセル関数による紐づけを行

うことで、入力を自動化できます。 

4. 施設別データの集計 

「【内】年度比較」様式に施設マイナンバーを入力することで仕訳データから

自動で行政コスト計算書情報が集計されます。 

5. 仕訳データがない項目の入力 

一部の行政コスト計算書及び貸借対照表項目は、分析の必要上仕訳デー

タから自動で集計が行われないため、「その他資料」欄に記載の各種資料

から必要な情報を入力します。 

これにより施設別の単年度データが完成します。 

6. 指定管理施設のデータ補正 

他施設比較に当たっては、直営施設と指定管理施設で費用の項目の整合

を取る必要があります。 

本様式では、指定管理施設について、指定管理報告書などの費用明細情

報をもとに、指定管理料を直営施設と同じ項目（物件費、維持補修費など）

に分解することで、整合を取っています。 
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7. 成果出力 

上記項目の入力が完了すると、本表・ダッシュボードとして成果物が出力

されます。 

出力結果をみて、各種の分析解釈及び講評のためのコメント入力等を行い

ます。 

（本様式の詳細な使用方法には、別添の「付属資料セグメント分析様式マニュア

ル」をご参照ください。） 

 

なお、本年においては、時間の都合等から各種マスタのシステムへの登録がで

きなかったため、手作業による集計を実施したが、昨年度作成のマスタは様式と

の連携が可能となっており、本報告書第３章１節の施設マイナンバーテーブルで整

理した施設マイナンバーをもとに、固定資産台帳情報（取得原価・減価償却費等）、

第４章１節で整理した仕訳変換表（歳出情報と公会計情報の紐づけ）、第４章２節

で整理した歳出と施設マイナンバーマスタの紐づけを行うことでエクセルの

SUMIF等での関数での集計が可能となっている。 

これらのコードの整備及び様式上での紐づけを実施することで、来年度以降の

業務においてはより手入力個所を減らした自動化が可能となる見込みである。 

 

３． 成果 

集計様式の作成により、最小限の労力で公会計情報活用の第一歩を踏み出す

ための様式が整備された。 

実際のデータの入力に必要な時間は３施設分を手入力で実施しても正味２時

間程度であり、他業務の隙間時間等で十分実施可能なものであった。 

また、データテーブルの作成により、初等的なエクセル関数によりセグメント分

析結果の集計を可能とする基盤を整えることができたため、来年度以降はさらに

集計業務の効率化が図られることが期待される。 
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第5章 分析資料の活用及び他団体比較 

第1節 資産管理及び予算編成へのセグメント情報活用方法 

１． 課題 

本町では、公会計情報を行政運営上活用できる体制が整っていなかったため、

これまで公会計情報の活用は行われておらず、財務書類の公表を行うにとどまっ

ていた。今年度の取組において、自団体内で公会計による財務書類及びセグメン

ト分析書類を整えた後、どのように資産管理及び予算編成に活用していくかが課

題であった。 

 

２． 改善策 

【資産管理への活用】 

固定資産台帳の更新フローを確立し、取得原価按分シートによる資産の部位別

把握を行うことで、これまで把握されていなかった細かな区分での保有資産の把

握を行えるようにした。 

 

【予算編成への活用】 

施設別財務書類を作成することで、対象施設のコスト構成や経年変化、他団体

比較を行うことのできる簡易経営ダッシュボードを作成した。 

 

３． 成果 

 【資産管理への活用】 

本業務では、固定資産台帳の更新フローを確立した。これにより、これまで 1つ

の施設についての資産（建物・建物付属設備等）を構造部位別等に区分せずひと

くくりにして計上していたが、整備した取得原価按分シートを作成することで、総

務省公会計マニュアルの示す原則通り、耐用年数別に取得資産の取得価額を把握

することができるようになった。 

なお、これらの情報は個別施設計画のライフサイクルコスト計算における構造

部位別の分類とリンクしているため、ライフサイクルコスト計算のシミュレーション

の精度向上が見込まれ、個別施設計画の工程表更新作業に役立つものと期待さ

れる。 

また、構造部位別に資産を把握することは、予防保全時期の検討などにおいて

も、細かな単位で資産の状況を検討できるものとなる。こちらも同じく、個別施設

計画の工程表作成の際の基礎情報として有用な活用が期待される。 

 

【予算編成への活用】 
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維持管理・修繕等の検討において、構造部位別の固定資産台帳を整備すること

で、予算編成上、優先度の高い部位等を把握したうえで査定ができるようになる

ことが見込まれる。 

また、セグメント分析を行う施設については、施設のコスト構成や経年変化、他

団体比較を行うことで、コストの削減や、施策の立案等に有用な情報を入手する

ことが期待される。 

あわせて、上記記載のとおり、個別施設計画の工程表の精緻化に活用すること

により、当該工程表を活用した予算要求フローを整備する等、公共施設に関する

予算要求を、個別施設計画と連携した長期的な観点から行うことが可能となると

期待される。 

 

 

第2節 他団体比較手法の検討 

１． 課題 

本町をはじめとして、公会計の取組においては、セグメント分析に関する統一

的な基準及びフォーマットがなく、施設別のコスト構造の比較などの他団体比較

は困難であった。 

 

２． 改善策 

本業務において、各団体が共通して使えるエクセル形式のセグメント分析フォ

ーマットを作成した。（別添資料「セグメント分析様式」） 

様式作成に当たっては、他団体間での施設別財務書類の比較分析が手軽に行

えるよう、統一的な基準となることを念頭に、導入に当たって必要となる検討事

項や、作成作業そのものの作業負荷を減らすことを第一義として検討した。 

道内団体では、財務書類の作成だけで手いっぱいとなり、公会計情報の利用が

進んでいないところが多いと想定される。また、公会計情報の活用に当たっては

各種の検討・導入コストや導入後の作業負担増加が発生するため、導入に踏み切

ることが難しい環境でもあった。今回の取り組みにより、これらの負担を軽減する

フォーマットを整備することで、道内自治体の公会計情報活用へのハードルを下

げ、多くの団体がまず手軽に公会計情報を活用することができることを目指し

た。 

多くの団体が本様式を活用し、手軽に公会計情報活用に踏み出すことで、デー

タが整備され、その結果として他団体比較が可能となるものと考える。 

 

３． 成果 

  エクセルフォーマットを利用し、最低限の作業負担で、統一的なフォーマットを
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もってセグメント分析を行うことができる様式を整備した。 

当該様式の使用方法は別添資料「付属資料セグメント分析様式マニュアル」のと

おりであるが、その特徴として、入力個所を少なく抑え、また費用按分などの判断

事項や人件費単価の設定などについては、本報告書記載のとおり、画一的な基準

を設け、それをエクセルフォーマットにも反映している。 

そのため、団体間での作成方法によるブレを少なくするとともに、セグメント分

析実施前の各種の基準の決定等の前準備にかかるコストを大幅に削減するもの

となっている。 

前準備等の導入コストを大幅に削減すること及び、作成作業自体の実施時間を

抑えること（前章記載のとおり２時間程度）により、公会計情報の活用に新たに挑

戦するハードルを低くすることが可能となったことは本様式の大きな成果と考え

られる。 

挑戦のハードルが低くなったことにより、この様式を利用し、まずは公会計情報

の活用に一歩を踏み出す団体が増加する。そして、この様式を道内団体が広く利

用することで、様々なデータが蓄積される。自治体間でのセグメント分析が広く行

われることにより、結果とし他団体が保有する施設に関する情報が開示されるこ

ととなり、団体間によるデータ比較など、より発展的な公会計情報の活用が可能

になるものと思料される。この成果物が公会計情報活用に関する道内団体が取り

組む一丁目一番地となることを期待したい。 

また、その際にはダッシュボードを利用した可視化が他団体比較の主たる手法

となると期待される。これについても、各団体がそれぞれの工夫を行うことで、よ

り洗練され、有意義な指標分析等を追加することが期待される。 

 

 

第3節 公表様式の検討 

１． 課題 

公会計業務に割くことのできる人数が限られている中、分析結果をわかりやす

く伝えセグメント分析結果を公表するフォーマットの整備が課題であった。 

 

２． 改善策 

別添資料のエクセル様式を整備した。 

 

３． 成果 

  公会計システムからの出力情報（仕訳帳）を活用し、最低限の入力で作成でき

る公表様式の整備を行った。同一のシステムを使用する団体であれば、そのまま

活用することが可能なように作成している。 
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その他のシステムを使用している団体においても、エクセルで仕訳帳を出力し、

SUMIF関数などで必要な情報を集計し、当該様式に入力することで、統一的な

フォーマットでセグメント分析の結果を出力することができるように作成してい

る。 

これにより当該フォーマットで統一的な基準をもってセグメント分析の結果を

公表する体制が道内団体に構築されることが期待される。 

また、当該様式は作成労力をおさえ、まずはやってみることを念頭に置いた簡

易版であるが、使用した団体による工夫を反映し、その様式を広く公表すること

で、年々より良い分析フォーマットとして改修し、道内団体における公会計セグメ

ント分析を発展させることが望まれる。 
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第6章 セグメント分析様式の内容 

第1節 セグメント分析集計様式作成に関するまとめと使用方法 

１． 目的 

本様式の目的は、規模が小さく、公会計の活用に人員を割く余力が少ない団体

においても、簡便的に小さな労力でセグメント分析を実施できる簡易様式を作成

することである。 

現在多くの団体で導入されている公会計システムには、施設別セグメント分析

の機能があるものも多く存在するが、その設定作業の煩雑さ等から、必ずしもこ

れらが活用されている状況とは言いにくい。 

よって最低限の帳票出力及び数か所の手入力でセグメント分析別財務書類の

作成が可能な様式の整備を行うことが公会計情報の活用の第一歩となるものと

考えられた。 

これをもって、まず、公会計情報の活用という舞台に１つでも多くの団体が挑

戦し、公会計情報の活用は簡単に行えるという事を認識していただくことを目指

している。 

よって、精緻・正確な詳細情報を盛り込んだセグメント分析ではなく、決まった

様式に、情報を転記・入力することで、最小限の手間で施設別財務書類とその分

析指標を出力できることを第一に考えている。 

作成した様式は、公会計システムから出力した仕訳帳を転記することにより、大

部分の情報を自動で出力し、仕訳以外の情報（固定資産台帳の情報等）は他の公

会計の帳票から数値を転記することや、町村の基礎情報（人口・利用者数など）を

入力するのみでセグメント分析が完成するものとなっている。 

また、負債の分析を必要としない団体では、その転記を行わなくても大部分の

分析が完了する。 

当該フォーマットを多くの団体が用いることで、統一的な様式での施設別セグ

メント情報を横並びで比較することも可能なように、比較様式も併せて作成した。 

手間なく作成できる様式のため、まずはこの内容で道内団体が広く公会計情報

の活用に取り組めるものとなっている。 

なお、今後道内団体の公会計に関するリテラシーが向上した際には、より高度

かつ詳細な項目を取り入れる等、本様式のバージョンアップや、このコンセプトを

維持し、まったく新しい取り組みを道主導で行うことも考えられる。 

 

２． 様式の内容 

これまでに記載した各種のマスタの連結を行うことで、仕訳情報と施設情報を

紐づけ、エクセルの集計関数で集計する内容となっている。 

また、簡便的に、かつ準備を最低限にしてもセグメント分析の効果を体感でき
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るようにするため、仕訳帳から転記した入力様式に、分析対象となる施設コード

を直接手入力することで、紐づけマスタなどを作成していない団体でも、仕訳帳

さえあれば簡易的にセグメント分析が実施できるような様式とした。 

 

３． 使い方 

  詳細な内容は「付属資料セグメント分析集計様式マニュアル」に詳細を記載し

た。 
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第7章 財政診断に関する検討 

 ここでは、財政学の観点から自治体の財政活動について分析し、財政指標の在り方を整理し

た。財政分析の視点に基づく財政指標を用い、当町の資金収支等の健全性及び近隣市町村と

の比較分析を行った。 

第１節  現金主義会計と発生主義会計 

１． 政府会計としての現金主義会計と借入の制限 

自治体の財務規則は地方自治法によっている。その規定は、国の財務規則を定め

た財政法との整合性があり、自治体の一般会計と、地方公営企業法の適用企業を除

く特別会計の財務規則は現金主義会計に基づいている。 

歳出予算には拘束性がある。すなわち、議定科目の範囲では、歳出に計上された額

を超えて支出することも流用することも原則としてできない（一方、税収入などの歳

入予算には上限に制限はない）。すなわち、一般会計の歳出予算は、議会が予算を承

認することを通じて、自治体の長に対して歳出権限を付与するものである。予算を議

決するかたちで事前に統制することには、自治体という公権力を民主主義のルール

に基づいて制御する意味があり、民主主義国家では必要な政府に対する制限であ

る。事前統制という意味では、現金主義会計の方が発生主義会計に比べて優れてお

り、そこから政府会計は現金主義会計に拠ることの妥当性が導かれる。 

諸外国において、決算情報を発生主義会計に基づいて調製することはあるが、予

算については、現金主義会計が主である。現金主義会計にあわせて発生主義会計に

基づく予算を調製することはあっても、発生主義会計に基づく予算のみしかないケー

スは、主要先進国では存在しない。 

一方、それらは政府会計であっても一般会計に該当することであり、公営企業会計

等では、発生主義会計が決算だけでなく予算にも適用されることがある。企業である

ことから収益の確保が求められているからである。企業活動は、公権力の行使とは

言えない部分が多いことから、事前統制になじまない。したがって、地方公営企業に

おいては発生主義会計に基づく予算の議決はあっても、弾力条項が設けられること

で、統制機能は、事実上、緩和されている。 

現金主義会計によって財政活動を制御する際に問題となるのが、借入とその償還

などの会計年度である 1年間で完結しない活動に対してである。借入金は現金主義

会計では歳入に区分されるので、それを制限しなければ、現金主義会計が収支均衡

であったとしても、借入金の残高が累増することで将来期間になってから財政状況

が悪化することが起こりうる。 

19世紀のドイツ正統派財政学は、その問題に対して、建設公債主義（投資的経費

の財源としてのみ借入を認める）の原則を確立した。その考え方は、わが国の財政法

第 4条にも取り入れられ、自治体財政においては、「地方債の制限」を定めた地方財
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政法第 5条において次のように規定されている。 

第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなけれ

ばならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とする

ことができる。 

として、第 1号から発行対象を列挙し、その第 5号で、 

五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港

湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費（公共的団体又は国

若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施

設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。）及び公共用若しくは公

用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費（当該土

地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。）の財源とす

る場合 

として、一般会計における建設事業等への起債を認めている。 

地方財政法は、さらに、「地方債の償還年限」を定めた地方財政法第 5条の 2にお

いて次のように償還期間の制限を定めている。 

第五条の二 前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償

還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を

超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同

様とする。 

この償還期間への制限は、国の財政法にはなく地方財政法に限っている。この規

定に基づいて、地方債の償還期間は、耐用年数（すなわち理論的な意味での減価償却

期間の上限）を下回るように求められている。一方、財政法ではそのような規定はな

く、すべての建設国債の償還は 60年とされており、当然、発行対象施設等の減価償

却期間が終わっても、国債の償還がなおも続いていることも想定される。地方財政

法の規定の方が建設公債主義の趣旨をより徹底されているといえる。 

 

２． 建設公債主義の下での貸借対照表 

 地方財政法第 5条と第 5条の 2の規定に沿って、投資的経費の財源だけに地方

債が発行できないうえに、償還年限が耐用年数を超えないように設定した場合、耐用

年数と減価償却期間が同一であるとすれば、資金不足が生じていない限り、資産が

負債を常に上回ることとなり貸借対照表は常に資産超過となる。自治体の貸借対照

表のイメージは、次の図のように書ける。 

 



 

６６ 

 

【図９ 自治体における貸借対照表と純資産】 

この図は、ある自治体が設立して直近までの間で、取得した資産を、充当する財源

（国庫支出金、一般財源、地方債）に区分して示している。左側ほど新しく取得した資

産を示している。減価償却が行われた結果、保有する総資産は、未償却資産と歳計現

金（繰越金および基金）を加えたものである。一方、負債である地方債残高は HBCD

であり、これは地方債に対する未償却額の HBFG を下回っている。償還期間が、耐

用年数を下回っているからである。DCFG は純資産の一部を形成する。また、国庫

支出金の未償却額は資本剰余金、一般財源のみ償却額は利益剰余金として、それぞ

れ純資産を構成する。したがって、純資産は ABCDGE で囲まれたカギ型で示され

る。 

図で、b/a は補助率、d/c は地方債の充当率を示している。また e/f は減価償却

期間に対して地方債の償還期間がどの程度早いかを示す比率である。この 2 つの比

率と、歳計現金の大きさが自治体の貸借対照表を決めている。いいかえれば歳計現

金を除けば、自治体の貸借対照表は、投資的経費をどこまで執行し、それにどこまで

地方債を充当したかといった、自治体による財政運営の結果というよりも、地方財政

制度の制度的要因（補助事業の補助率、地方債の充当率および償還期間など）によっ

て決まる部分が大きいことを意味する。すなわち、貸借対照表から読み取られる情報

が、当該自治体の財政運営の判断による帰結ばかりでないことに特に注意が必要で

ある。また、既述のように、どのような投資的経費や地方債発行を選択したとしても、

貸借対照表は債務超過には基本的にはならない 

第2節 財政指標のあり方 

１． 従来の財政指標 

自治体の財政診断では、財政状況資料集に掲載されているように、さまざまな財

政指標が使われてきた。一般会計等ないしは普通会計における財政指標の代表的な
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ものは以下である。 

現金収支を示す指標：形式収支、実質収支、単年度収支、実質単年度収支、 

実質収支比率（実質赤字比率）、連結実質赤字比率 

財政力を示す指標：財政力指数（地方税収が財政需要に対して 

どこまで大きいかを示す） 

硬直度を表す指標：経常収支比率 

公債費の重さを示す指標：実質公債費比率、将来負担比率 

※下線を引いたのは自治体財政健全化法における健全化判断比率 

自治体財政は現金主義会計であるから、現金収支を示す指標が中心となるのは当

然のことである。それ以外の財政指標は、自治体の財政活動のさまざまな特徴を捉え

たものであり、それぞれ有益な指標であるが、それらがどのような論理によって導か

れているかの財政分析の理論的な枠組みがなく、経験知に基づいているところが特

徴的である。 

なかでも経常収支比率については特に注意が必要である。経常収支比率は、経常

一般財源が、人件費や物件費、扶助費、公債費、補助費、繰出金の経常経費にどのよ

うに充足されているかを示している。いいかえれば、投資的経費や基金造成などの建

設的ないしは資本的な支出に充足できる一般財源の大きさの割合を示している。経

常収支比率は、財政運営の硬直度を表しているなどと言われるが、そこでは経常的な

経費を義務的経費とみなして、それらに経常一般財源があまり大きな割合で充当さ

れると、政策的経費である投資的経費に充当する財源が確保できないことをもって

「硬直的」と表現していると思われる。 

しかし、自治体がそのような財政運営を行っていたのは、昭和 50年代後半に始ま

る資金余剰時代以前のことである。当時は、社会保障給付なども低く、財政運営に主

役は地方公営企業を含めた投資的経費であった。それに対して、現在は、地方債の充

当率が引き上げられたことと、そもそも財政運営の主役が投資的経費から社会保障

給付に交代したことから、投資的経費の執行にはそれほど多額の一般財源は必要で

ない反面で、投資的経費の執行による財政負担は公債費として経常経費の増という

かたちで表れる。そのことは、かつて、経常収支比率は 75％程度が適当と言われた

のに対して、現在は 90％程度であれば、自治体間の相対比較として、けっして高すぎ

るとはいえないことに表れている。経常収支比率は、自治体の財政運営の実態が変わ

った結果、財政指標としての重要性はどちらかといえば小さくなっている。いいかえ

れば、経常収支比率医の推移を昭和 40年代から比較するような長期の時系列分析

にはほとんど意味がないことを示している。 

 

２． 財政分析の視点に基づく財政指標 

それでは、財政分析の視点に基づく財政指標とはどのようなものか。以下では次の
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3つの財政指標が有益とみなしている。 

①現金主義会計の健全性を中心にした分析である「1年間の資金収支の健全性」  

→実質収支＋財政調整基金等が一定程度あるかどうか  

②発生主義会計の要素を取り入れた健全性の分析である「中長期の資金収支の健

全性」  

→債務償還可能年数（総務省が定める債務償還比率と基本的に同じであるが、

定義はやや異なるところもある）が平均償還期間を下回っているか  

③地方交付税制度の趣旨に沿った健全性の分析である「地方債の償還財源の健全

性」  

→留保財源と留保財源で対応すべき公債費等とのバランスが適切であるかどう

か 

自治体の財政分析では、すでに述べたように現金主義会計の収支を中心とすべき

であるが、それを上記①で示した単年間の短期だけでなく、②で示した中長期的にも

分析する必要がある。中長期的な財政診断では、借入とその償還について分析するこ

とになるので、発生主義的な観点が部分的に取り入れられる。 

①の単年度の資金収支とは、実質収支に基金（財政調整基金などの流動性の高い

基金）を加えたものの大きさによって説明できる。逆にいえば、財政調整基金の適正

規模とは、赤字決算を回避するために所要となる額ということになる。それらのこと

を反映した健全性の尺度が、3つの健全性のうち①の「1年間の資金収支の健全性」

である。 

それに対して、中長期的な意味での資金繰りでは、自治体の資金収支が悪化する蓋

然性は、基本的に公債費、あるいは準公債費等であることに着目して、債務の償還に

充てることが可能な財源を用いて借金を返済するために必要となる期間＝債務償還

可能年限と、実際にその年に債務の償還に充てた額で借金の返済をするために必要

な期間＝地方債の平均償還期間を比較している。前者の方が後者よりも短ければ健

全、逆に長ければ不健全と判断することができる。すなわち、債務償還可能年限が平

均償還期間より長い場合には、最終的な返済までを見据えた場合に、返済に必要とな

る財源を現実の償還期限までに安定的に確保できていない状況にあり、将来的に返

済財源確保のための資金繰りが苦しくなる可能性があることを示唆している。それ

が、3つの健全性のうち②の「中長期の資金繰りの健全性」である。 

このように、財政診断は、基本的にこの 2つだけでよいはずであるが、自治体財政

の実態をみた場合に、なお十分とはいえない。自治体の場合には、事務配分が法令に

よって所与とされ、それに対して地方交付税等によって財源保障される仕組みがある

ので、そうした制度的な観点での分析が必要になる。地方交付税による財源保障は、

基準財政需要額に算入されているか、算入されていないか（一部ないしは一定割合が

算入されないことも含む）によって大きく異なる。そこで、公債費・準公債費のうち非
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算入部分が、その償還財源である留保財源で対応できるかどうかは、1つの重要な財

政診断のポイントである。それが③の「地方債の償還財源の健全性」である。 

これらの 3つの財政指標と従来の財政指標との関係を整理したものが次の図であ

る。3つの財政指標は、何らかの意味で従来の財政指標と関係している。すなわち、

従来の財政指標が有効であるのは、自治体の財政現象の何らかの側面を捕捉してい

るので、提案している 3つの財政指標に対して、従来の財政指標が対応するものが

存在しないのであれば、3つの財政指標では不十分だということになる。次の図では

それがないことが示されている。 

 

【図 10 ３つの健全性と既存の財政指標の関係】 

 

第3節 ３つの財政指標に基づく鷹栖町の財政状況（時系列分析） 

１． 鷹栖町の時系列分析 

鷹栖町の平成 24年度から令和元年度までの 8年間について、3つの財政指標

に基づいて財政状況を示したものが次の表である。 
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【表 26＿鷹栖町の時系列分析】 

従来の財政指標でみれば、平成 24年度から令和元年度までの間に、経常収支比

率は 82.7％→88.2％、実質公債費比率は 12.5％→5.0％、将来負担比率は

24.9％→31.6％となっており、いずれも大きく悪化しているとはいえない。 

3つの財政指標のうち、①１年間の資金収支の健全性でみると、平成 24年度から

令和元年度までの間に 33.5％→21.7％に低下している。時系列の変化でみると、

平成 28年度まではほぼ一定で推移してきたが、その後、連続的に低下している。そ

のことは、実質単年度収支が平成 29年度以降、3年間連続して赤字であることの

反映である。 

1年間の資金収支の健全性とは、財政調整基金を中心とする実質的な意味での繰

越金の額を示している。基金のあり方について、近年では議論されることが多いが、

地方財政法第 4条の 3や第 4条の 4に照らすと、その基本的な考え方は、基金は
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明確な明確を持って造成されるべきであり、単に財政余剰を持つことは本来的に望

ましくないというものである。公共施設等整備基金は文字通り公共施設等の建設改

良に用いる基金であり、減債基金は公債費の一時的な増加に対応するための基金で

あるのに対して、財政調整基金は、赤字決算を避けるために、予期せざる歳入の減少

や歳出の年度途中での増加などに備えるものと位置づけられる。企業の撤退による

地方税の減収や、災害等で住民の救援・救済に緊急に必要となる経常経費（災害復旧

などは主に投資的経費であるので対象外である）などを想定して造成しておく必要

がある。鷹栖町の場合には、大きな固定資産税を負担する企業が撤退するなどの影

響は想定しなくてよいので、主に災害時等（感染症対策なども含まれる）において所

要となる財源を、一種の被害想定として見積もり、それに応じた額を財政調整基金と

して造成しておくべきである。実際には、災害時等の場合には、財源として特別交付

税が交付されたり、感染症の拡大では新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金が交付されたりするなど、別途、財源手当が設けられることが期待されるが、

それでも自ら財源の備えておくことが望ましい。 

鷹栖町においてどのような災害を想定するかによって、確保しておくべき財政調

整基金等の規模は変わってくるが、経験的にみて、あるいは他の団体の事例などを

みると、標準財政規模の 2割程度（規模の大きな都市の場合には 1割程度）という

ところである。鷹栖町の場合、近年になって財政調整基金が減少しており、2割の水

準に近づいている。これ以上、実質単年度収支の赤字が続き、財政調整基金の減少

が続くことは避けるべきである。令和 2年度や 3年度では、新型コロナウイルス感

染症対応のために、どちらかといえば全国的に見ても財政調整基金は増加する傾向

があり、鷹栖町も同様の傾向にあるとみられる。コロナ禍が過ぎて、財政運営が平年

度化した段階で、財政調整基金の適正規模の確保ができているかどうかの検討が必

要である。 

なお、ここでは、表 26の 5行目「1年間の資金収支の健全性(一般会計等）」のみ

に着目してきた。仮に、一般会計等以外の特別会計において資金不足が発生してい

る場合には、別表 6行目の「1年間の資金収支の健全性(全会計純計)」に着目する

必要があるが、3行目の連結実質収支が 2行目の実質収支を上回り、特別会計等の

純計で資金余剰が生じているので、5行目にだけに注目することで問題がない。 

②中長期の資金繰りの健全性は、表 26の 27行目の債務償還可能年限と 29行

目の地方債等平均償還期間の比を示したものである。地方債等平均償還期間は概ね

10～11年程度で推移している。非公募団体であって、財政融資資金や地方公共団

体金融機構資金などの公的資金を中心に調達している団体の場合、平均償還期間を

意図して長期にしたり、逆に短期にしたりすることはできない。鷹栖町の水準は、公

募団体では平均的な水準の範囲といえる。 

一方、債務償還可能年限は、債務の残高、債務の償還に充当できる基金との資産、
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償還財源の 2つの要素から決まってくる。総務省は債務償還比率という指標を用い

ており、その考え方は基本的にここで算定した債務償還可能年限に同じものである

が、債務と相殺する基金の範囲が、将来負担比率の定義に沿って相当広い（公共施設

等整備基金なども該当する）。自治体の財政運営において余剰資金として認識され

るのは財政調整基金であって、債務と相殺できる基金はどの他に減債基金のみであ

るので、債務償還の実質的な能力という意味では、基金の範囲を限定して定義する

ことの方が実態に即している。 

鷹栖町の債務償還可能年限は、4.5年から 6.8年の範囲で推移している。けっし

て高い水準ではなく、表 26の 30行目の中長期の資金繰りの健全性は、適正水準

である 1を大きく上回っている。もっとも直近年度では上昇傾向にあるのがやや気

になるところである。実質公債費比率は低下傾向が続いているので、債務償還可能

年数の直近年度の上昇は、債務の増加ではなく、財政調整期基金の減少と償還財源

の縮小に拠っていると考えられる。 

償還財源は、経常一般財源のうち、人件費や物件費などの経常経費に充当される

部分を除いた債務償還に充当できうる財源を示したものである。その定義は、表 26

では 

臨時財政対策債等を含めた経常一般財源 

―経常経費充当一般財源等計 

＋元金償還金（経常経費充当一般財源等） 

＋公営企業債の元利償還金に対する繰入金 

＋組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等 

＋債務負担行為に基づく支出額（公債費に準ずるもの） 

としている。経常収支比率でいえば、100から経常収支比率を差し引いたうえで、経

常一般財源のうち地方債等の元本償還に充当された部分を加えたものを比率で示し

たものが、償還財源比率ということになる。 

鷹栖町の場合、経常収支比率が、平成 24年度から令和元年度の間にやや上昇し

ている一方で、実質公債費比率は低下傾向である。したがって、新規の起債の抑制に

よって実質的な債務償還額は減少している反面で、経常一般財源充当経費が増加し

ていることから、「100－元本償還分を除く経常収支比率」として表される償還財源

の比率は低下傾向にあると推論できる。それが債務償還可能年数を引き上げている

原因と考えられる。 

これらのことから、鷹栖町の財政状況は、現状でひっ迫しているとはいえない。起

債を抑制することで債務償還に伴う財政悪化は生じていないものの、公債費以外の

経常経費が直近年度では増加傾向にある。それが財政調整基金の減少につながるな

どを通じて、財政指標をやや悪化させている状況にあるといえる。 

③地方債の償還財源の健全性は、簡単に言えば、基準財政需要額に非算入の公債
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費・準公債費と、その償還財源である基準財政収入額に非算入の地方税収入である

留保財源との比率である。すなわち、留保財源の多寡を示す財政力指数に対して、実

質公債費比率がどの程度までならば、公債費や準公債費の償還財源がひっ迫するこ

とがないかを示している。 

自治体財政は、平成 16年度地方財政ショックで大きく痛んだところがある。その

原因は、財政力指数が低く留保財源が小さいにもかかわらず、実質公債費比率が高

いために、普通交付税で財源保障されない公債費・準公債費が膨らんでいた状態で、

地方交付税＋臨時財政対策債が大幅に減少した結果、収支均衡ができない状態に陥

ったことが要因として大きい。すなわち、その時期までは、財政力指数に対して実質

公債費比率が大きすぎる、オーバーローンの状態の自治体が、特に比較的小規模な

町村を中心に数多く存在していた。 

その後、自治体では財政再建を進め、地方債の発行に対して特に警戒感を強める

こととなった。近年では過度に起債を抑制して、基金造成に努める傾向があり、それ

が強すぎて、デフレ体質に陥っている自治体まで出現している。町村の将来負担比率

では、債務残高が基準財政需要額に算入見込額と基金で相殺されて分子がマイナス

となることで「―」と表記される団体の方が多くなっている。 

鷹栖町は、将来負担比率は「―」ではないが、十分低い水準であり、財政力指数が

0.3程度で推移する一方で、実質公債費比率は低下して直近では 5％であることか

ら、留保財源は基準財政需要額に非算入の公債費・準公債費を上回る。その結果、表

26の 49行目の地方債の償還財源の健全性は、平成 24～25年度こそ 1を下回

っていたが、その後に 1を超え、近年になるほど改善されている。鷹栖町の財政力指

数が現状の 0.3程度で推移している限り、実質公債費比率は１桁に押さえることが

望ましいといえる。 

第4節 近隣市町村とのクロスセクション分析 

１． 周辺１市６町との比較 

次の表は、近隣の市町村である旭川市、東神楽町、当麻町、比布町、上川町、東

川町、愛別町の１市６町と鷹栖町の財政指標を比較したものである。 
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【表 27＿周辺１市６町との比較】 

１市６町では、旭川市の人口規模が 30万人超と突出して多く、それ以外の６町は

3,000～10,000人程度であり、鷹栖町は 7,000人とやや多い方である。旭川市

は、中核市であることから財政力指数が高い反面で、実質公債費比率や将来負担比

率が高いなど、他の 6町と際立って異なる特徴を示している。 

①1年間の資金収支の健全性では、人口の多い都市の特徴として旭川市が 6.1％

であって他の団体よりも相当低い。鷹栖町の 21.7％は、他の６町と比較すると４番

目であって中位である。 

一方、債務償還可能年限で比較すると、鷹栖町の 6.8年は６町のなかでやはり 4

番目の中位である。地方債等平均償還期間の 11.8年は６町では長い方から 2番目

である。地方債等平均償還期間を債務償還可能年限で除した②中長期の資金収支の

健全性で比較すると、鷹栖町の 1.74は、６町と比較すると５番目であって、やや下
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位に位置している。 

③地方債の償還財源の健全性では、鷹栖町の 1.65は６町と比較するともっとも

よい水準にある。実質公債費比率でみると、鷹栖町は 5.0％であって、６町では最小

の水準にある。それに対して、６町のなかに、財政力指数では鷹栖町の 0.30よりも

低いのにもかかわらず、実質公債費比率が 10％を上回っている場合があり、留保財

源だけでは、基準財政需要額に非算入の公債費や準公債費を賄えない状況となって

いる。 

以上のように鷹栖町と近隣６町を比較すると、鷹栖町では先の時系列分析で示し

たように、借入の抑制には成功しているが、単年度の資金収支に問題を抱えている

一方で、周辺６町では、借入がやや過大である町が散見され、直面する財政運営上の

課題が異なっていることに注意したい。 
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第8章 全体を通じての考察とまとめ 

第1節 令和 2年度研究結果のまとめ 

 本研究の目的は第 1 章で示したとおり、本町を含む自治体規模が小さい団体にお

ける持続可能な行財政運営の実現に向けた課題の整理や、今後必要となる視点を検

討するツールとしての公会計情報の活用方法（セグメント分析導入までの手順及び手

法）を検討することである。 

その実現のための具体的な取組として、公会計情報に基づいた財政マネジメント

を、限られた人員で効果的かつ効率的に行うことができるよう、実施基盤を整備する

ために必要な事項を調査研究し、それを実現するための実施手順書及び各種の様式

整備を行うことが本事業の成果となる。 

令和 2 年度の研究においては、令和 3 年度業務においての検討の前段として、ま

ず現状の固定資産台帳更新体制について検討を行った。本町の固定資産台帳更新に

ついては、これまで外部委託業者が管理・更新を行っていたものの、今後の行財政運

営のことを考慮すると、セグメント分析（施設別財務書類の作成）実施にあたっては、

各施設の情報は庁内で管理することが重要ととらえ、これを内製化するために固定

資産台帳更新フロー案の検討及び固定資産台帳更新に必要な各種の帳票整備を行

った。 

次に、公会計情報と公共施設マネジメントの一体的推進のために、これまで別個に

管理されており、連携がなされていなかった両情報を紐づけるための様式及び資料

を整備した。具体的には、公共施設マネジメントで使用する総合管理計画及び個別施

設計画に記載されている施設の施設番号と、固定資産台帳に記載されている施設の

施設番号を一元化し、当該コードにより両情報を紐づけて管理する「施設マイナンバ

ー」を設定した。これにより、施設マイナンバーを通じて、公会計情報と公共施設マネ

ジメントに関する各資料・計画を紐づけるための基盤が整備された。 

最後に、セグメント分析実施のための事前準備のため、令和 3 年度の予算の各歳

入・歳出科目に、当該歳入・歳出項目と事業あるいは施設をリンクさせる情報を付加

した。当該情報の付加により、歳入・歳出執行情報・公会計情報・公共施設マネジメン

トに関する情報（総合管理計画及び個別施設計画）の三者が、全て集計のキーとなる

情報で結ばれることとなった。これにより来年度整備するセグメント分析の集計・公

表様式において、当該集計キーを基にした公会計情報のセグメント別集計を行うた

めの基盤が整備された。 

以上により、本年度業務では、公会計による固定資産台帳更新及び財務書類作成

を自団体で実施するための基盤整備及び、公会計情報と各種の施設マネジメント情

報を紐づけるための情報連携基盤の整備が主な成果となった。 
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第2節 令和３年度研究結果のまとめ 

令和 2 年度業務により、自団体内部で公会計による固定資産台帳の更新やセグメ

ント別財務書類作成を行うための基礎的基盤を整えることができた。一方で、平成

28 年度に地方公会計の新制度が導入されて以来、本町においては公会計業務を一

括して外部委託していたこともあり、公会計業務に関する庁内の理解が不足しており、

公会計リテラシーが十分に浸透しているとは言えない状況であった。 

また、自団体内で業務を実施するにあたっては、財務係のみならず、各所管課に追

加の資料作成依頼等を含む業務依頼が増加することが見込まれている。この業務量

増加に対応できる組織体制の構築ができておらず、どの程度の業務量増加に対応可

能かは現状では不明である。よって公会計業務の実施により、各所管課にどの程度

の業務量増加が見込まれるか、また当該業務の実施が技術的・時間制約的に実現可

能なのかについては、今後業務量調査を行うなど、業務の負荷に関する情報整理が

必要である。また、実際に業務量が増加することについては、あわせて庁内に周知・

説明し、理解を求めていく必要もある。 

さらに、開始時に整備した固定資産台帳の正確性や、当該情報が今後の公会計情

報の活用に耐えられるレベルとなっているかについても課題がある。これについて

は、改めて固定資産台帳を検証していく必要があると思料される。その際には、固定

資産台帳計上において、会計的・処理的な誤りがないか（計上科目の相違、金額の相

違、個別の計上名称等の相違）、網羅的に固定資産台帳計上項目が計上されている

かを、当町の公的台帳等との整合をとることにより確認する必要があると認識して

いる。本年度においては、保険証書などとの突合せにより、固定委資産台帳の網羅性

の検証を実施したが、上記のとおり、計上科目相違や金額相違については確認でき

ていない。これらの確認については、各資産の修繕・更新等のタイミングで、それら試

算に係る情報を調査する必要が発生した際に、逐次調査・修正を行うこととした。 

一方、令和 2 年度業務において、これまで外部委託をしていた公会計業務を内製

化し、公会計情報を活用するための課題及び当該課題への対処方法が把握され、自

団体内で業務を行うための作業フロー及び作業事項が整理されたことは大きな成果

であったと考えられる。 

上記を踏まえ、令和 3 年度業務においては、公会計財務書類の作成については、

自治体規模が小さい団体においても限られた職員で公会計業務を内製化し、職員の

人事異動があっても公会計業務を継続的に実施可能な業務手順を取りまとめ、各団

体が自分たちで公会計業務を実施できるよう、業務の標準化・マニュアル化を進める

ことを検討していたが、実務上は職員数の制約から、現時点で庁内での公会計業務

を単独で実施していくことは困難と判断した。公会計業務の内製化については、課題

は整理されたため、引き続き次年度以降もその検討を進めていくこととしたい。公会

計情報の活用については、公会計業務情報の活用成果の公表様式として、少ない労
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力で、集計・分析可能なセグメント分析（施設別財務書類）のフォーマットを作成した。 

当該フォーマットに基づいてセグメント分析資料を公表することで、北海道内の小

規模団体間で、各施設に関するコスト情報等の比較分析が、容易となるような情報基

盤を整えたことは本調査における大きな成果となったと考えている。 

また、関西学院大学小西教授のご提案による財政診断の枠組みを導入し、当町に

適用したことにより、当町の現状を改めて認識するとともに財政運営における各種

指標の算定及び当該指標の活用について示唆を得られた。これらの情報をもとに、

今後も、当町の財政状況の健全性や、財政調整基金の適正規模の把握のための指標

としたい。 

なお、本町においては、令和3年度の執行情報からセグメント分析に関する情報が

財務会計システム上の歳入歳出執行データに付与され、これらの情報が自動で付与

された帳票が出力されることとなる。本研究で示したセグメント分析は令和 2 年度

のものを手作業で集計した結果であり、システムにより効率化を図った分析結果の

成果は令和4年度中に公表することを目標としている。今年度の作業結果を踏まえ、

令和 4年度に実施する分析がより有用なものとするよう努力したい。 

 

第3節 今後の課題と展望 

今年度の取り組みを踏まえた今後の課題と展望は下記である。 

 

1. 自前での財務書類作成体制構築 

当町では公会計に係る財務書類作成業務をすべて外部業者に委託して

おり、自団体内での作業は実施していない。 

そのため、これまで当町における公会計業務は、委託先への資料提出及

び成果物の検収に限られていた。 

しかし、本年度の取り組みに当たり、公会計情報を活用し、これを自治体

の行財政改革へと反映させるためには、公会計情報が何を意味している

かを深く理解する必要があると感じられた。 

この取り組みにより、公会計情報の活用にかかるハードルが高くはない

ことは実感できたものの、出力された結果を見て、どこに課題があるのか、

なぜその課題が発生しているのか、それはどのように解決していけばよい

かという問題解決のプロセスを回していくためには、公会計情報がどのよ

うに作られているのかを把握することが不可欠である。 

よって、現状では公会計業務のすべてを委託しているものの、町内に公

会計の知見が蓄積されるよう、まずは一部の業務だけでも町内で実施す

るなど、段階を踏んで公会計業務の内製化を進める必要があると考える。 

そのためには、公会計業務と深く関連する公共施設マネジメント業務な
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どと一体的に取り組みを進めていく必要があり、これを踏まえた組織体制

を検討する必要があると思われる。 

2. 自走した業務実施体制の構築 

本年度の業務においては、研究会の主導により、課題案の構築・解決方

法の提示を行ったが、本来であれば町内の課題がどこにあるかは町内で

検討すべきである。 

よって、次年度以降は、分析の前提として、「どこを分析するべきなの

か」、「なぜ分析するべきなのか」という問題の設定が町内で行えるよう、

課題を洗い出せるような組織体制が必要と思われる。 

例えば少人数のワーキンググループ等の形で、ざっくばらんに課題出し

から簡易分析が行える実施体制を作ることが考えられる。 

3. 分析を踏まえた施策提案 

上記実施体制を確立した後には、当該グループで検討した課題及び分

析結果を具体的に施策に落とし込むことが重要となる。 

分析を分析のまま終わらせるのではなく、その結果を町の施策として繁

栄していくことが、行財政改革につながると考える。 

よって、実施体制が確立したのちは、これらの提案が行われる機会を定

期的に設け、施策検討の一要素として加味されることが望まれる。 

4. PDCAサイクルの確立 

施策が採用されたのちには、その施策の効果を測定し、評価することが

重要である。 

そのため、本年度の取り組みにおいては、詳細の検討はできなかったが、

施策における公会計数値のKPIなどの目標数値を用いた管理体制を構築

することにより、実施施策の費用対効果を検討する取り組みの推進を目指

す。 

具体的には、施策 KPIの設定、業務の実施、KPI達成度の確認、達成度

合いを踏まえた施策の改善という PDCA サイクルを回していくことが必

要となる。 

来年度以降においては、まず実施体制の確立など、当面の課題・タスク

は多いものの、最終的な形としては自立した分析・施策提案までこの取り

組みをつなげていきたいと考えている。 

 

 

第4節 来年度の取組内容 

今年度の取り組みを踏まえた来年度の具体的な取り組みは下記のとおりである。 
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1. 公会計業務の内製化に向けてのスケジュール検討 

当町における公会計業務は、最終的には表 28に示すスケジュールで自

団体内で完結させることを目的としている。 

一方で、庁内体制の整備等の都合もあり、令和4年度から完全に公会計

業務の内製化を行うことは現実的には困難である。 

よって、令和 4 年度においては、いつごろまでに内製化を完了させるか、

何年度にどの業務を内製化するかのスケジュールを検討することを目標

とする。 

2. 自走した分析の実施体制構築 

本年度は、研究会の開催により、有識者との意見交換のもと、分析対象

施設や分析内容を決定した。 

令和 4 年度以降は、当該研究会は開催されない予定のため、町内での

検討体制、分析の実施体制を構築する必要がある。 

よって、令和 4 年度に、当該体制の参加メンバーを確定し、実施体制を

構築することを目標とする。 

3. 様式の改良 

本年度は、利用料収入のある施設を分析対象とし、作成したセグメント

分析集計様式も、そのための項目を準備している。 

一方で、当町の施設別セグメント分析を今後広げていくにあたり、利用

料収入のない施設や、その他の財務指標が有効な施設の分析も行うこと

が想定される。 

令和4年度においては、上記観点を踏まえ、今年度作成した様式を改良

し、バージョンアップし、施設に適するように分析様式を拡張することを目

標とする。 

4. セグメント分析の経年比較 

本年度の分析では、２０１９年のデータのみの分析となっているが、来年

度は 2020年のデータも使用可能となる。 

よって、経年比較が 2 年度ではあるが可能となることから、経年比較分

析を実施し、ダッシュボードを作成する。 

5. 上川管内自治体、道内自治体への広告と類似団体比較 

本年度の成果を北海道市町村振興協会の研修事業を活用して全道に普

及する活動を実施する。 

その他、上川管内での集会の際などにも当該様式を活用した公会計情

報の分析について周知・普及に努めるものとする。 
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また、当該様式を活用して施設別財務書類を作成した団体のデータをも

とに、当町との類似施設分析を実施することを目標とする。 

 

第5節 当該作成様式及び今年度内容を踏まえた公会計情報活用の今後の発展の方向性 

 最後に本件取り組みの成果のうち、セグメント分析を今後どのように生かし、発展

させていくか、当該様式を利用してすぐに実施可能なものと、当該様式及び公会計

の考え方を踏まえ、拡張すると可能になるであろうものとに分けて検討・示唆し、本

報告書の終章としたい。 

１． すぐにできるもの 

1. 施設別経常費用（内訳）の計算 

本様式では、施設別に経常費用の内訳を検討した。この、内訳の検討に関

して以下の観点から追加的な分析が可能となる。 

⚫ 指定管理と直営のコスト差分分析 

⚫ フルコスト情報を利用した適正な指定管理料の判断 

 

２． 拡張が必要なもの 

1. 受益者負担の在り方、コスト回収に関する考え方の整理 

本様式では受益者負担率を計算しているが、実際にはどこまでのコスト

を利用者に負担してもらい、どこからは公的負担とするべきかは正解のな

い検討テーマとなる。 

本様式の考え方を活用し、以下の観点から、どのような費用は最低限利

用者から回収すべきかを検討することが可能となる。 

１． １ 費目別分析 

費用は、費目別の観点から、消耗品や光熱費などの「運営コスト」と

修繕費や減価償却費などの「維持補修コスト」に大別される。 

この区分を利用し、例えば、消耗品等の「運営コスト」は利用者から

回収すべきと考え、「維持補修コスト」は好況で負担するなどの考え方

を整理することにより、適正なコスト負担を検討することができると考

えられる。 

 

１． ２ 管理可能・不可能分析 

施設ごとに発生したコストは、所管部署において「管理可能か」、「管

理不可能か」という観点で大別することも可能である。 

つまり、所管部署の判断により、削減等が可能なコストは「管理可能」、

所管部署の判断では当該コストの削減等が不可能なコストは「管理不

可能」と分類し、集計を行うことで、所管部署の責任をもって提言可能
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なコストはどこまでであるかを明示することができる。 

当該考え方に基づけば、所管部署の責任において、管理可能なコス

トに関する決定権を付与することで、行革的な観点から施設のコストマ

ネジメントを行うことができると考えられる。 

なお、当該方法を実施する場合、現状の様式は費目別にコストを集

計していることから、新たに管理可能・不可能のフラグ付けを行い、別

に集計を行う必要がある。 

 

2. 施設建て替えの検討 

施設の建て替えにおいても公会計情報の活用は可能である。 

施設の建て替えは経済的には、現在の施設を維持するコストが建て替え

を行いそのあとの施設を維持するコストの合計額よりも大きくなった際に、

決定される。 

つまり、施設の老朽化等により、現在の施設を維持するコストが高額と

なり、建て替えコストを加味しても建て替えた後の施設を運営した方が安

上がりとなるポイントが建て替えの実施時期となる。 

この検討における現状施設のコスト情報の把握については、施設の行政

コスト計算書情報が利用できる。また、今後他団体での作成が進んだ際に

は、建て替え後の標準的なコストがどれくらいになるかなどは、都度最新

の事例を検討することである程度把握が可能となる。 

以上から本様式の考え方の普及は施設建て替えの検討にもある程度有

効と考えられる。 

なお、現実の施設建て替えの検討に当たっては、公会計上のフルコスト

情報だけではなく、安全性を欠いた施設を維持することによるリスクなど

も考慮しなければならないため、単純な数値の比較のみでは行われないこ

とを付記しておく。 

 

3. PFIに関する検討 

最後に、PFIの検討における VFM算定においての活用を検討する。 

VFM 算定においては、より詳細な情報を求められることもあり、必ずし

も当該様式の情報が役立つとは言い切れない。一方、現状のコスト情報や

運営情報は、施設のサービス水準を検討するうえで必要不可欠な情報で

あり、このような情報を整理・明示しておくことは、PFI の検討の際にも役

に立つものと考えられる。 

また、施設別の情報集計などを日常から行うことにより、職員の財務リ

テラシーが向上し、PFI の複雑な検討に当たっても、役立てられるという
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面を通して、間接的に当該取り組みが役立つことも考えられる。 
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【表 28＿令和 2年度以前の財務書類作成スケジュール】 

 

No 作業名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 資産負債内訳簿作成データ収集

2 有形固定資産（※）

3 投資及び出資金基金

4 未収金及び長期延滞債権

5 未払金及び未払費用

6 預り金、歳計外現金

7 地方債

8 引当金

9 補助金

10 決算の確定

11 決算の確定

12 固定資産台帳の更新

13 現金支出を伴うもの

14 照会様式の発出

15 様式の記入

16 システムへの入力

17 現金支出を伴わないもの

18 照会様式の発出

19 様式の記入

20 システムへの入力

21 資産負債内訳簿の完成

22 資産負債内訳簿の完成

23 仕訳の実施

24 自動仕訳の実行

25 複数仕訳の修正

26 非資金仕訳の入力

27 内部取引の相殺

28 内部取引整理表の抽出

29 内部取引データの入力

30 精算表の作成

31 精算表の作成

32 一般会計等財務書類の作成

33 一般会計等財務書類の作成

34 整合性の確認

35 整合性の確認

36 注記情報の作成

37 注記情報の作成

38 附属明細書の作成

39 附属明細書の作成

40 公表資料の作成

41 公表資料の作成

42 セグメント分析の実施

43 分析対象セグメントの決定

44 財務数値の集計

45 非財務情報の照会

46 分析・考察

47 公表資料の作成

48 予算要求

49

50 財政係による統合

51 予算ヒアリングの実施

52 予算査定

53 予算管理

54

55 LCCシートとの照らし合わせ

56 修繕積み残し実態の把握

57 予算科目マスタの見直し（仕訳変換表改訂）

58 マスタの見直し

個別施設計画の見直し（LCCシートの更新）

施設別行政コスト・資本的支出集計

見直ししていない

作業していない

予算要求と連動していない

分析していない

作成していない

作成していない

業者委託

業者委託

業者委託

作成していない

業者委託
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【表 29＿令和 4年度以降の財務書類作成スケジュール（案）】 

  

No 作業名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 資産負債内訳簿作成データ収集

2 有形固定資産（※）

3 投資及び出資金基金

4 未収金及び長期延滞債権

5 未払金及び未払費用

6 預り金、歳計外現金

7 地方債

8 引当金

9 補助金

10 決算の確定

11 決算の確定

12 固定資産台帳の更新

13 現金支出を伴うもの

14 照会様式の発出

15 様式の記入

16 システムへの入力

17 現金支出を伴わないもの

18 照会様式の発出

19 様式の記入

20 システムへの入力

21 資産負債内訳簿の完成

22 資産負債内訳簿の完成

23 仕訳の実施

24 自動仕訳の実行

25 複数仕訳の修正

26 非資金仕訳の入力

27 内部取引の相殺

28 内部取引整理表の抽出

29 内部取引データの入力

30 精算表の作成

31 精算表の作成

32 一般会計等財務書類の作成

33 一般会計等財務書類の作成

34 整合性の確認

35 整合性の確認

36 注記情報の作成

37 注記情報の作成

38 附属明細書の作成

39 附属明細書の作成

40 公表資料の作成

41 公表資料の作成

42 セグメント分析の実施

43 分析対象セグメントの決定

44 財務数値の集計

45 非財務情報の照会

46 分析・考察

47 公表資料の作成

48 予算要求

49 個別施設計画の見直し（LCCシートの更新）

50 財政係による統合

51 予算ヒアリングの実施

52 予算査定

53 予算管理

54 施設別行政コスト・資本的支出集計

55 LCCシートとの照らし合わせ

56 修繕積み残し実態の把握

57 予算科目マスタの見直し（仕訳変換表改訂）

58 マスタの見直し



 

８６ 

 

第9章 その他 

第1節 参考文献 

総務省「地方公会計の推進に関する研究会報告書」（令和元年 3月） 

総務省「セグメント分析に関するワーキンググループ資料」（平成 30年 8-10月） 

総務省「地方公会計の推進に関する研究会報告書」（平成 30年 3月） 

総務省「地方公会計の活用の促進に関する研究会報告書」（平成 29年 3月） 

総務省「地方公会計の活用のあり方に関する研究会報告書」（平成 28年 3月） 

総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」（令和元年 8月改訂） 

総務省「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」 

（総務省大臣通知）（平成 27年 1月） 

総務省「今後の地方公会計の整備促進について」（総務省大臣通知）（平成26年5月） 

総務省「今後の地方公会計の整備促進について」 

（自治財政局通知）（平成 26年 4月） 
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