パブリックガバナンスの
発展のために

トーマツからの提案
有限責任監査法人トーマツ
パブリックセクター

パブリックガバナンスの発展に貢献するために
国や地方公共団体の財政状況が厳しい中で、今、日本の成長のために様々な取り組みが進んでいます。公会計・非営利会計の分野

では、
これまでの
「作る会計」
から
「生かす会計」へのシフト、内部統制システムの構築による独立行政法人等の効率的な運営、新たな
会計領域の法制化の動き、地方公共団体公会計を用いた住民への説明責任の拡大などがますます注目されてきます。

また、
パブリックセクターにおけるアドバイザリー分野では、IoTやビッグデータによる産業構造改革、人口減少・高齢化という社会課

題に対応するため、効率的で世界に誇れる社会インフラの改革・再構築や日本の質の高いインフラ制度の海外への展開、更には、自
律的で持続可能な地域経済の創生などを今後の成長分野として、官民一体での取り組みが展開されています。

有限責任監督法人トーマツ
（以下、
トーマツ）
では、監査及び会計に関する高度な専門性と民間セクターにおける最先端のノウハウ

を駆使したコンサルティングの経験を活かし、高度な知的サービスを提供しています。

パブリックセクター成長のリーダーとして、常に国や地方公共団体を取り巻く経営課題に対して真摯に向き合い、話し合い、
デロイト

トーマツ グループの持つ総合力を発揮できるチームを編成し、最適かつ有効なプロフェッショナルサービスを提供し、日本の、世界
の、
パブリックガバナンスの発展に貢献していきます。

監査・会計

・会計監査・会計指導
・非営利組織体（地方公共団体を
含む）
の内部統制システム構築

・公的組織への管理会計の導入
・包括・個別外部監査

・監査委員監査機能の強化
・地方公会計の利活用
・公営企業経営改革
・地方公営企業法の適用（法適化）
・地方独立行政法人化

アドバイザリー

・総合計画策定
・行政評価制度の導入・再構築
・自治体版BPR
・公共施設マネジメントの導入・推進
・PPP／PFIアドバイザリーサービス

・地方創生
・観光マーケティング・DMO関連サービス
・公共ITアドバイザリーサービス
・ODA・インフラ
・防衛・安全保障
・教育セクター関連サービス

監査・会計
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会計監査・会計指導
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会計監査・会計指導

品質を何よりも優先し、
信頼される会計監査を提供します

非営利分野全体に対する会計監査、会計指導

会計監査の業務内容

トーマツでは、
金融商品取引法や会社法に基づ
いた会計監査だけではなく、非営利分野にお
いても、幅広く会計監査を実施しています。会計

監査では、単に監査意見表明をするにとどまら

ず、財務会計上・内部統制上の問題点、諸課題

監査計画の立案

などを
「監査覚書（マネジメントレター）」
として

書面で法人の長に提示し、組織運営に役立つ
助言も行っていきます。

非営利組織体の会計監査は、営利目的ではな

いが故に、重要性や財源に応じた会計処理へ

の対応など、企業監査とは異なる考え方を反

内部統制の検証

映した監査計画を立案します。

また、監査過程や日々の経理処理などの中で

発生する疑問等についても適時に相談に応じ、
関与先の抱える課題を期末決算まで引きずら
ないよう解決を目指します。

さらに、会計監査以外に、会計指導業務も実施

しています。

独立行政法人

国立大学法人

地方独立行政法人

学校法人

公益法人

社会福祉法人

医療法人

NPO法人
労働組合など

関係法令に基づく法定監査に加え、法令に準

じた任意監査も実施しています。
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期末監査手続の
実施

関与先に関する様々な情報の分析、
理事者とのディスカッション等を通して、
実施すべき監査の計画を立案します。関与先におけるリスクを適切に認
識し、効果的でムダのない監査計画を立案します。

監査計画に基づいて内部統制の有効性の検証を行います。検証の過程で
発見された内部統制上の課題については、
その改善方法を含め関与先が
対応すべき事項を提示します。

期末監査では、監査計画に基づいて実査・確認等の実証手続を行い、決

算数値の検証を行います。監査手続の実施過程で発見された会計上の問
題点等については、関与先と協議の上、解決方法を模索します。

決算書の表示の
検討

決算書（財務諸表、計算書類等）
の表示の検討を行い、監査の対象である

監査意見表明

実施した監査手続の結果に基づき、
監査意見を形成し、
監査報告書を作成・

監査結果報告

決算書が適正に作成されていることを確かめます。

提出します。

監査の実施結果について、報告を行います。実施した事項の概要、監査の
過程で発見された問題点、
その検討結果を報告します。
また、今後対応が
必要な課題等について、監査覚書（マネジメントレター）
を提出し、関与先
の経営や管理状況の改善に資する指導・助言を行います。

トーマツの会計監査の特徴

適正な財務報告やガバナンスの向上に

全世界のデロイト メンバーファーム共通の監査アプローチであるDeloitte Auditにより、
リスクに

トーマツは、関与先の適正な財務報告やガバ

施します。会計基準や監査基準を形式的に当てはめて監査手続を行うのではなく、
ビジネスを深

全かつ持続的な成長に資するという使命感を

徹底したリスク・アプローチによる効果的な会計監査業務の実施

フォーカスした監査（リスク・アプローチ）を徹底し、問題点を絞り込んだ効果的な監査業務を実

貢献する監査の実施

ナンスの向上に貢献する監査の実施により、健

く理解した上で、関与先の直面するビジネスリスク、地域特性、規模、運営や業種の特性に応じ、 保持しています。監査の過程で識別された会

計および内部統制の課題は、適時に関与先と

最適な手続を立案し、適用します。

協議し、改善提案を行います。

＜監査におけるリスク・アプローチの概要＞

虚偽表示のリスク
（虚偽表示が存在するリスク）
固有リスク

■
■

×

統制リスク

×

関与先の業務特性に応じた監査チームの編成

リスクにフォーカス
した 監 査 手 続 の
選択・実施

■

監査チームメンバーの固定化による関与先の
業務への理解の蓄積

理事者から実務担当者レベルまでのあらゆ
る階層との緊密なコミュニケーションによる、
関与先の業務への深い理解

■

発見リスク
（監査手続の
範囲・方法）

⇒虚偽表示のリスクの適切な識別・評価

■

不要な手続の削減
によるムダの排除

チーム内でのリス
ク共有による虚偽
表示の未然防止

■

=

監査リスク
（虚偽表示を
看過するリスク）

■

■

高品質の監査を
最短距離で達成

確保できた資源で
業務改善提案等
付 加 価 値の高い
サービスの提供

会計監査へのアナリティクスの活用

（Audit Analytics）

会計監査業務そのものにアナリティクスを活
用することによって、関与先の理解の深化や徹

底したリスク・アプローチの実践を図っていま

す。
これまで培った監査の知見を基盤として、
監査の各プロセスに高度な分析手法や最新の

テクノロジーを積極的に取り入れ、関与先の

内外に存在する大量のデータを分析・活用す

ることによって、
より有効な監査を提供してい
ます。

パブリック領域に特化した専門家集団に
よる監査業務・会計指導業務の実施

トーマツのパブリックセクター・ヘルスケア

充実した品質管理体制による信頼のある監査

パブ
経営理念に基づいて、常に品質を重視した監査業務を行っています。監査業務は高度に社会性を （PSHC）事業部に所属する公認会計士は、
持つ業務です。
その監査を適正に行うために、監査法人の品質管理体制に関する最終的責任を リックセクター・ヘルスケア領域に特化した専
負っている包括代表の指揮のもと、契約の締結から監査報告書の発行に至る監査の全プロセス

において品質管理の方針・手続を整備し、運用しています。全世界のデロイト メンバーファームが
遵守すべき方針やルールに基づき、全世界共通の高品質で信頼のある監査業務を提供します。

事前

実施時

①契約締結・更新の審査

③個別業務の審査

②社員ローテーション規程に
準拠した業務執行社員お
よび審査担当社員の決定

事後

⑤品質管理体制および個別
業務の定期的な検証制度

計指導業務の提供を実現しています。
指導的機能の発揮を重視した

付加価値のある会計監査の実施

どまらず、
監査覚書
（マネジメントレター）
を通じ

ての発見課題に対する改善提案のほか、
経理財

務部門に対する全般的会計指導、
会計基準改訂

コンプライアンス
（独立性・職業倫理の確保、インサイダー取引防止、情報管理等）

●

マニュアルの整備

専門家との連携により、深度ある会計監査・会

会計監査においては、
指導的機能の発揮を重視

重要事項については
本部審査部門等で対応

●

理士法人との連携による税務対応や、
システム

し、単に決算書が適正かどうかの意見表明にと

審査担当社員

④テクニカル・
コンサルテーション

経営理念の徹底

持っているため、非営利組織体の特性に応じ

た適切な会計監査・会計指導業務を提供でき

ます。また、必要に応じて、
デロイト トーマツ税

監査業務の品質管理体制

●

門家の会計士であり、
この領域の会計監査、
ア

ドバイザリー業務の経験・ノウハウを十分に

●

人材育成

の動向等に関する最新情報の提供、
役員などに
対する勉強会の実施等、
関与先の財務経理処理

への理解を高めていくことへの様々なニーズに

対応した会計指導も行います。
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非営利組織体（地方公共団体を含む）
の
内部統制システム構築
内部統制システム構築により、
非営利組織体としての
「ミッション」達成を支援します

独立行政法人における内部統制の法制化

地方公共団体においては、同様に多種多様な

により、独立行政法人では独自の内部統制シ

における内部統制システムを先例としつつ、住

行政法人の業務の適正を確保するための体制

事務とコンプライアンス、効率的・効果的な事

経験と内部統制の知見の双方を有する専門家

独立行政法人通則法改正（平成26年6月13日） 行政事務・事業を実施する独立行政法人制度

が、会計業務プロセスに限らず、臨床業務や診

民への説明責任を果たす観点から、特に財務

内部統制システム構築に関する指導・助言も

ステムが法制化されました。総務省では『「独立

等の整備」について』
（平成26年11月28日総務

務執行に重点を置いて、構築を進めていくこと

省行政管理局長通知）
を発出し、
その要求水準

が重要となります。

この取組みは、国立大学法人にも同時期に導

効率的な内部統制システム構築プロセス

を示しています。

入されており、今後は地方独立行政法人にも
導入されることが想定されます。
地方公共団体への波及

「地方公共団体における内部統制のあり方に

トーマツでは、内部統制システム構築のための
効果的かつ効率的なプロセスの開発にも、引

き続き取り組んでいます。人員や予算の制約が

一層厳しくなる中、行政サービスを実施しつつ

療情報管理、
医療情報システム管理業務に係る
行っています。

非営利組織の内部統制構築手法の確立

トーマツでは、
「独立行政法人における内部統
制と評価について」
（独立行政法人における内

部統制と評価に関する研究会 平成22年3月総

務省）を踏まえつつ、諸外国の非営利組織体に
対する内部統制や評価手法などを参考に、地
方公共団体も含めた非営利組織が、内部統制

有効な内部統制システムを構築するには、事

方公共団体における内部統制構築の進め方に

の６つの構成要素の相互作用を組織全体に機

そこでトーマツでは、構築のスタートであるリス

が示されました。

織体の内部統制チェックリスト」を開発してい

に向けた効果的な助言を行います。

関する研究会」
（平成21年3月総務省）
では、地

ついて、民間企業の取組事例を通じて考え方

また、
「人口減少社会に的確に対応する地方行

務負担を最小限に抑えていくことが重要です。 能させることに主眼を置いた独自の
「非営利組

ク評価を重視し、
メリハリのある内部統制構築

政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」 内部統制におけるICT対応
その事務の有効性
（平成28年3月16日 第31次地方制度調査会） どのような組織においても、
では、
「 地方公共団体においても、地方公共団

及び効率性を確保するためには、もはやICT

ます。非営利組織体が持つそれぞれの
「ミッショ

ン」の達成に向け、個々の内部統制をつなぎ合

わせて組織全体レベルで機能させるとともに、

内部統制の全体像のデザインも可能となる指
導・助言を行います。

品質管理体制

体における事務が適切に実施され、住民の福 （Information and Communication Technology） 内部統制構築手法の波及
そのため、内部統制シス このような手法は、独立行政法人や国立大学
祉の増進を図ることを基本とする組織目的が 活用は欠かせません。
達成されるよう、事務を執行する主体である長 テム構築に当たっては、ICTへの対応の良し悪 法人、地方独立行政法人のみならず、地方公
自らが、行政サービスの提供等の事務上のリス

クを評価及びコントロールし、事務の適正な執

しが、
キーになります。ICTの知識はもちろんの

共団体や民間の非営利組織である医療法人、

関する実務的な理解と関連するリスクを発見

組織体への活用が可能です。

こと、そのICTが使われている業務プロセスに

行を確保する体制（以下「内部統制体制」とい
う。）を整備及び運用することが求められる。」 する力も重要です。また、ICTへの対応を念頭
に、情報システム整備そのものを内部統制シス
とされました。
一方で、地方公共団体は複雑な組織構造及び
事業計画構造を持ち、実施する行政事務・事業

も、教育や福祉など多種多様であるとともに、

テム
（ガバナンス）
の一環として位置づけること
も重要になってきます。

営利組織ではないことから民間企業の内部統

特定機能病院では内部統制を要件化

地方公共団体では、民間企業の内部統制を部

おいて、特定機能病院の承認要件として、医療

内部統制全体をデザインしていくことになります。

明示されました。
トーマツでは、
臨床現場の実務

制をそのまま取り込むことはできません。

分的に参考にしつつ、非営利組織として独自の
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医療機関では、
平成28年4月の診療報酬改定に
安全管理に係る内部統制を機能させることが

学校法人、社会福祉法人など、あらゆ非営利

トーマツの支援体制

独立行政法人・国立大学法人から地方公共団体・非営利組織全般へ波及
医療法人

公認会計士、政策評価専門家、ICTの専門家、
医療機関経営支援の専門家、医師、看護師、

社会福祉法人

学校法人

民間企業JSOX担当経験者など多彩な人材

公益法人

NPO法人

独立行政法人・国立大学法人の
内部統制システム構築の方法論

が、内部統制の切り口で、支援する体制を整え

政府

ています。

地方公共団体

地方独立行政法人
特殊法人など

非営利組織の内部統制システム構築ツール

自律的循環に向けて、内部統制の６構成要素

士等を配置し、政策評価、ODA評価や学校評

指導・助言を行います。また、
これらのツール

す。
これらの手法は、組織の活動が社会によい

トーマツによる支援の基礎となるものは、
「非営

をバランス良く識別し、有機的に機能するよう

する各種のツールです。

により、
高い水準でのアドバイスが可能となって

利組織体の内部統制チェックリスト」
をはじめと

価等に用いられる各種の手法を活用していま
変化をもたらしているかを検証するものです

個々の内部統制を識別することは容易ですが、 います。

が、
この過程は、いわゆるビジネスリスクを識

し、どのように他の内部統制と結びついている

利組織体のリスク評価に有効です。さらに、政

識別した内部統制が６構成要素のどれに該当

かを体系化する手法が明確ではなく、内部統制
が理解されにくい原因ともなっていました。

トーマツは、
独自開発したツールにより、
各部署

のリスク評価→リスクに応じた統制活動→マネ
ジメント層によるモニタリング→マネジメント層

による改善指示→各部署のリスク見直しという

リスク評価に政策評価等の手法を活用

効率的・効果的でかつ継続的に運用可能な内

部統制システム構築のためには、的確なリスク
評価による、
メリハリをつけた取組みが欠かせ

別・評価する過程と非常に良く似ており、非営

策評価等は行政機関のみならず、公益法人等

でも実施しており、
その機能等をリスク評価の

際に活用することで、
より高い効果を求めてい
ません。
トーマツでは、非営利組織体において、 きます。
より精緻にリスク評価が実施できるよう、
リスク
評価の際には、日本評価学会が認定する評価

非営利組織体における内部統制システム全体像のイメージ
非営利組織体の
内部統制チェックリスト

非営利法組織体の
文書化例（雛形）

ICT内部統制
チェックリスト

⑤日常的モニタリング
（進捗管理等）

④情報と
伝達

法人の長
マネジメント層

リスクコントロール
マトリックス

監査

監査委員・監事など
⑤モニタリング
（独立的評価）

①統制環境
各部署

各部署

業務記述書

業務フロー図

リスク
アセスメントシート

業務記述書

業務フロー図

②リスク評価

リスク
アセスメントシート

各部署

業務記述書

業務フロー図

リスク
アセスメントシート

内部監査

⑤モニタリング
（独立的評価）

リスクインテリジェンス
マップ

リスクアセスメントシート
（政策評価等の視点）

③統制活動
（リスク対応）
⑥ICT
（情報システム等）
の利用

内部統制の構築には、全体像のデザイン力と実現のための確固たる方法論が求められます
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公的組織への管理会計の導入

行政コストの適切性を納税者に説明するため、
ツールの導入・活用を支援します

公的機関における管理会計の必要性

現は難しくなっていくでしょう。

議会制民主主義制度のもとでは予算による

また、公的組織への内部統制システムの導入

あり、議会による予算審議の過程を通じて、説

る説明責任を全うするには「管理会計」の考え

ency）の確保がなされることになります。また

そのため、新公共経営（New Public Manage-

行政の使命となります。

有効性を高めるために、発生主義会計情報を

「事前統制」
という意味での管理会計が基礎で
明責任（Accountability）、透明性（Transpar-

決定された予算を厳格に執行していくことが
しかしながら、行政経営という観点からは、政

策・施策等の有効性や効率性を判断するため

には「事後統制」という意味で、政策的意思決

にあたっても、特に財務会計・財務事務に関す

を提供しているという予算と実績の比較情報な

ど、
「管理会計」
の導入は確実に拡大しています。
トーマツが提供するサービス

方を用いなければ、納得感は得られません。

トーマツでは、多くの株式上場支援で培った管

ment）
の考え方に基づき、行政経営の効率性・

国立大学法人の会計監査、半数を超える地方

活用する管理会計を導入し、十分な説明責任

を果たしていくことが必要です。

理会計導入ノウハウに加え、独立行政法人や
公共団体に対して提供してきた公会計や公営

企業会計の導入の助言などの会計を融合さ

せ、公的組織の管理会計に求められる設計プ

ロセスと導入効果について、
その導入段階→活

の導入は進んでいる
定を支援し、
かつ事後の評価を踏まえたより一 「管理会計」

用段階→展開段階→評価段階にいたる各過程

層の改善をしていくための、予算とは異なる管

平成25年12月24日の閣議決定「独立行政法人

をPLAN-DO-CHECK-ACTIONのサイクルとして

加えて、我が国の財政状況からは、増税の必要

活用等により自律的マネジメントの実現を図

を提供します。

理会計情報が必要となります。

改革等に関する基本的方針」
では、
「管理会計の

性が高まると思われますが、
その際に、国民に

る」
とされました。
正しく行政コストを集計すると

かけているのかを正しく説明できなければ、実

政サービス価格の設定や効率的に行政サービス

対してどのような事業にどれだけのコストを

いう概念に加え、
原価計算の考え方を用いた行

管理会計情報による評価
■

・独立行政法人評価への活用
・事務事業評価への活用
管理会計情報による展開

個別政策への管理会計の活用による展開
（事例）

■

・地方交通における路線別の収支シミュ
レーション

・道路・学校・橋梁等のインフラ資産などの
施設別維持管理コストシミュレーション
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有用な管理会計情報の生成

政策的意思決定へのフィードバック

・政策評価への活用

捉え、様々な公的組織に対して各種のサービス

■

管理会計情報システムの導入

・管理会計システムの設計（要件定義、基
本設計、詳細設計）
の助言

ACTION
PLAN

・システムベンダー選定の助言
・システム導入前後の研修等
管理会計情報の活用

CHECK
DO

■

現金主義会計データのより一層の活用

■

発生主義会計データの活用

・セグメント別予算などの精緻化について
の助言

・政策・施策・事務事業別コスト情報の活
用についての助言

包括・個別外部監査

地方公共団体のガバナンス強化へ、
監査人として貢献します

地方公共団体を取り巻く環境変化

自治体における外部監査

行政サービスの確実な提供、不適切な予算執

加え外部監査人による包括外部監査と個別外

住民との直接間接的な対話を通じ、常に高度

Ｅなどの視点から監査人の見解を表明します

包括外部監査制度は制度定着時期に入ったも

ことや地方公共団体職員の意識改革に貢献す

監査委員による監査に
地方公共団体を取り巻く環境変化への対応、 地方公共団体の監査は、
行への説明責任の全うなど、地方公共団体は
なガバナンスを求められています。

のの、
こうした状況変化を受け、最新の地方公

共団体に関する情報や地方公共団体の経営感

部監査があります。
包括外部監査は、
合規性や３

が、
そのなかで行財政改革に有用な提言を行う

ることも重要な役割のひとつと考えています。

覚を意識した外部監査への変革が必要になっ トーマツの包括外部監査
ています。
包括外部監査は自然人が就任しますが、
トーマツ
は所属公認会計士の包括外部監査人就任、
また

地方公共団体を取り巻く環境変化

人口減少社会・高齢社会
地方分権改革による責任領域や自己決定権の拡大
■ 事務の多様化・
マイナンバー導入
■ 効率的効果的な行政サービスの提供
■ 住民の情報開示要求の高まり
■
■

対応すべき課題

限られた人材資源の有効活用・連携
自律した適正な事務執行の確保
■ 実情に即したガバナンス機能の確保
■ 行政の透明性の確保
■ 情報セキュリティの確保など

その補助者として公認会計士などを配置する

ことで、地方公共団体へのガバナンス支援を
行っています。
これまでも包括外部監査人に多

数就任するとともに、その補助者も数多く輩
出しています。また、公会計導入支援や行政

経営改革支援等についても多くの実績を持つ

包括外部監査人や補助者は、公認会計士とし

ての独立性と専門性を発揮して外部監査を実

テーマ選定にあたっては、
それぞれの地方公共

団体の置かれている外部・内部環境の現状を
十分に理解し、首長・監査委員等との意見交換

を行った上で、適切な監査テーマを選定し、監
査を行います。

トーマツの個別外部監査

首長等の要求による個別外部監査

包括外部監査同様に、個別外部監査人への就

任、補助者の配置を通じて、首長等から求めら

れた監査テーマに応じて合規性の監査を行うと

ともに、問題点や課題の分析を通じて、監査の
結果を報告します。

財政健全化法による個別外部監査

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率、資金不足比率などの悪化要因の分析をも

とに、必要な調査を実施し、監査の結果を報告

します。

施することができます。

■
■

地方公共団体監査における

合規性の視点

財務に関する事務の執行及び経営に関する
事務の管理が法令・条例等に準拠して行わ
れているかどうかの「合規性」の視点で監査
を行います。

３Ｅの視点

経済性（Economy）、効率性（Eﬃciency）、
及び有効性（Eﬀectiveness）
の観点も重視し
た監査を行います。

内部統制の視点

非営利組織特有の内部統制の考え方を取り入
れ、財務事務の執行においては民間企業の監
査経験等を活かし、内部統制の構築やその運営
について監査し、改善方策について提言します。

独立性・専門性に対する
関心の高まり
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監査委員監査機能の強化

アウトソーシング、監査共同組織組成で、
地方公共団体の監査機能強化に貢献します

監査共同組織組成による監査

には、
次のような課題があると言われています。

な課題があると言われています。

一般的に、
財政援助団体に対する監査委員監査

従来からの監査委員監査には、主に次のよう

的に、
そして効率的に経営されていくことは、住

民の関心の高いところです。また、地方公共団

体からの派遣職員の縮減などにより、実質的に

契約職員やアルバイトが中心となって運営され

ている財政援助団体等も増えており、不正防止
の観点を含め適切な内部統制システムの構築
が急務となっています。
さらに指定管理者制度

導入から10年以上が経過し、その効果を検証

する必要性も高まっています。
トーマツの指導・助言内容

トーマツでは、包括外部監査や民間企業、公益

法人などに対する会計監査で培った高品質の

監査と多数の行政経営改革支援などの経験を
活かし、監査委員事務局による定期監査など

に加え、財政援助団体等の監査に対する指導・
助言を実施しています。その際には、包括外部

監査業務などにおいて蓄積されている補助金

受領団体や指定管理者などへの十分な知見を
生かしていきます
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特に小規模地方公共団体においては、上記の

B

ような課題を単独で解決することは困難であ

監査

り、業務の有効性や効率性を高めるため、複数

の地方公共団体による監査共同組織を組成す

る解決策が総務省でも議論されています。
監査共同組織とその効果とは

監査共同組織とは、複数の地方公共団体が職

員や財源、情報などの資源を出し合い、共同で

それぞれの地方公共団体の監査を実施する組
織を組成されるものです。監査委員監査の課

題の多くを解決する手段として、第30次地方制
度調査会の監査制度のあり方が検討される中

で提案された考え方です。

監査協同組織を組成することにより、主として
次の効果が期待できます。

・監査実施者の独立性の強化

・組織的監査、専門性の向上、リスクアプローチ
の導入等を可能にする組織体制の充実

トーマツの指導・助言内容

トーマツは、国内初の監査共同組織を設置・運
営した地方公共団体の設置準備に際して、
初期

監査
委員

共同設置
事務局
書記
書記
書記

補助

か、出捐・出資している財政援助団体等が経済

査の重複が生じている。

監査
委員

指揮命令

地方公共団体の財政状況が厳しさを増すな

部監査人）
の監査機能分担がわかりにくく、監

指揮
命令

財政援助団体等に対する監査の重要性

いては、内部監査（監査委員）
と外部監査（外

市

可能性がある。

・包括外部監査を実施する地方公共団体にお
各部署

に遠慮してしまい、必要な指摘が行われない

共通マニュ
アル等によ
る効率化等

市長

・監査委員事務局職員が同団体内の同僚など

方公共団体間で統一されていない。

補助

提案が行われない可能性がある。

・統一した監査基準に基づく、監査の手法が地

監査
委員

情報交換

部統制システムの水準を意識した業務改善

職員の専門性が育ちにくい。

監査

監査
委員

共通マニュアル等に
よる効率化等

・少人数で構成される被監査団体に適した内

各部署

れない可能性がある。

・短期間に人事ローテーションが行われるため

指揮
命令

務経理に関する問題点の指摘が適切に行わ

外観的な独立性の確保が難しい。

市長

事務局職員の理解が不足することが多く、財

Ａ市

・各団体に適用される会計基準への監査委員 ・監査実施者が、被監査組織体に属しており、

監査共同組織イメージ図
指揮命令

財政援助団体への監査委員監査

事務
局長

段階から複数の公認会計士を研究委員として
派遣した経験・知見を有しており、設置時に生

じる多くの課題に対して経験に基づいた効果
的な指導・助言を行います。

・規約の制定
・執務場所の決定
・共同設置事務局職員の人選及び身分取扱い
の決定

・監査等の目的と確保すべき水準のすり合わせ
など

その他の監査委員監査のアウトソーシング

・地方公営企業に対する業務

多数の地方公営企業会計制度移行業務から

得ている制度に対する十分な理解を生かし

て業務を実施します。

・財政健全化法審査における業務

健全化判断比率などの算出基礎をふまえ、財

務分析の十分な経験を生かして業務を実施

します。

地方公会計の利活用

「作る」
から
「利活用」へ、
行財政改革に向け、公会計の新たなステージに貢献します

利活用に向けた地方公共団体の取組み

利活用の一丁目一番地は情報の精緻化と財務

く取組みの中で、地方公共団体においては「統

トック情報は、従来の公会計制度では重視さ

地方公共団体で公会計による財務情報を行政

れまでの収支情報に加え、資産負債等のストッ

コスト等を考慮した施設マネジメントなどで利

ていきます。

また、行政サービスに関するコスト情報は、営

較することで、
ストック、
コスト情報の一層の分

利用率等の成果指標など
（非財務情報）と関

「見える化」
に向けた公会計の取組み

国全体のさまざまな情報を
「見える化」
してい
一的な基準」による地方公会計が整備され、
こ

ク情報や行政コスト情報などが明らかになっ

これらの情報を経年で比較したり、団体間で比

析が可能となり、限られた財源でどのように効
果的な行政サービスを提供していくかなど、利
活用面での取組みにつながっていきます。

「地方公会計の活用のあり方に関する研究会

公会計の取組みを行う中で明らかとなるス
れにくかった固定資産現物管理、将来の維持

活用が進むと考えています。

を高め、利活用のための検討時間を十分に確
なければなりません。

そのためには、全庁的な方針や体制のもと、予

これらの利活用は、財務書類作成部署だけで

より財務書類を作成することが重要となり、民

の利活用の流れも想定されます。

なく、関連する部署と連携して全庁的な取り組

トーマツでは、行財政運営に関する幅広い業

活用できることが述べられています。

に基づく財務書類の作成の助言を行うだけで

務実績・ノウハウも踏まえ、単に統一的な基準

算執行の都度仕訳変換を行う日々仕訳方式に
間企業でも行われている月次での財務情報活
用も可能となります。

トーマツでは、日々仕訳方式による財務書類の
作成、財務会計システム更新の際の公会計機

能の効果的な導入に関する助言・提案はもと

はなく、非財務情報を加味したさまざまな利活

より、非財務情報を考慮した新たな利活用の

の整備に関する助言・提案など、利活用に向け

整備に向けたアドバイスを行います。

用方法や、
それらを実現するための、庁内体制

た総合的なアドバイスを行います。

作成体制整備

課題

・財務書類を効率的に作成したい
・公会計に対応した

財務会計システムを導入したい

分 析・公 表

・固定資産台帳を適時・

適切に更新できる体制を構築したい
・債権管理体制を構築したい

活用

・財務書類に基づく分析をしたい
・住民に説明責任を果たしたい

・財務書類の分析結果を、財政運営の

財務情報の粒度を事務事業単位など利活用

する目的に応じた単位に細分化してその精度

連づけられ、ワンステージ上げた行政評価へ

統一的な基準による財務書類が、地方公共団

トーマツの指導・助言内容

評価や予算編成などに利活用するためには、

利を目的としない地方公共団体においては、 保するために早期に作成できる体制を構築し

報告書」
（ 平成28年10月総務省）においても、 みとして進めることがポイントです。
体のマネジメントやガバナンスのツールとして

書類作成の早期化

目標設定の検討など予算改革に活用したい
・施策別、事業別、施設別の財務書類を作成し、
マネジメントに活用したい

指導・助言項目

・財務書類作成のための指導・
助言

・財務会計システム更新のため
の指導・助言

・固定資産台帳更新、財務データ
活用のための指導・助言

・財務書類分析・公表のための指
導・助言

・財務書類を活用した内部管理

（マネジメント）に関する指導・
助言

取組みを念頭に置いた財務書類作成体制の

内容

各地方公共団体の置かれた状況を踏まえ、統一的な基準に基
づく財務書類作成に関する指導・助言を行います。

財務書類の作成体制に適した公会計に関する機能の洗い出し
など、財務会計システム更新時に必要な検討作業に関する指
導・助言を行います。

固定資産台帳の更新に向けた手順やしくみ、また、財務会計
データを用いた債権管理体制の整備や見直しに関する指導･助
言を行います。
財務書類作成後の分析･公表方法について、非財務情報の活用
も念頭に置いた指導･助言を行います。

施策別、
事業別、
施設別の貸借対照表・行政コスト計算書の作成、
財務指標を活用した財政目標の設定、財政計画（財政見直し）
に基づく将来バランスシート作成などの活用に向けた指導・助
言を行います。
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地方公営企業経営改革

限られた経営資源を活かした、
地方公営企業の更なる経営改革の推進を支援します

事業を取り巻く環境と経営改革の必要性

経営改革の立案・実践

投資・財政シミュレーションの作成

朽化に伴う大量更新期の到来や人口減少に伴

の見直し、ICT活用など多面的な観点から検討

ミュレーション作成に際して効果的な指導・助

が求められています。

新料金体系の検討

経営審議会等の運営

うため、地方公営企業経営改革のための各種

で、適切な料金設定の考え方などについて、助

作成等に関する助言・提案を行います。

トーマツの支援内容

広域的連携の検討・実践

地方公営企業を取り巻く環境は、施設等の老

う料金収入の減少等により、厳しさを増しつつ
あり、
より一層の経営健全化に向けた取り組み

また、
将来にわたって安定的に事業の経営を行
取組みが推進されています。
経営診断による現状分析

豊富な事例をもとにした経営診断の実施によ

り、現状の経営課題を明らかにするための助
言・提案を行います。
調査・分析

現状分析による経営診断

・類似団体等との比較や経年比較

による経営指標の分析
・施設・設備等の老朽化状況の把
握
・今後の見通しの把握
・事例調査や視察による有益な情
報の収集等による経営課題の抽
出

民間の資金・ノウハウの活用、組織・人事・労務

を加え、
効果的な助言・提案を行います。

投資・財政シミュレーション結果を検討した上
言・提案を行います。

施設老朽化
状況分析

今後の見通し
の把握

他事例等による
有益な情報

経営健全化等を審議する会議体の運営や資料

新料金体系への移行、経営改革の立案・実践

地域の実情をふまえ広域的な課題を把握・整

の際には、
その背景や必要性について住民・議

もとに、
課題を解決するための実現可能な手段

となるため、
これらに活用する資料等について、

理し、
また事例調査等により得た有益な情報を

について、
効果的な助言・提案を行います。
経営改革の検討と実践

経営改革の立案・実践

新料金体系の検討

・組織・人事・労務の見直し
・民間資金・ノウハウの活用
・ICTの活用 等

・財務シミュレーションを

踏まえた適正水準の検討
・人口減少時代に対応し
た料金体系の検討 等

財務シミュレーション

会の皆様へ分かりやすく説明することが不可欠

デザイン面を含めた助言・提案を行います。

審議会の運営

経営改革の
取組み
新料金体系
の検討

需要量予測

将来需要予測
将来費用予測
設備投資計画

住民・議会説明

広域的連携

・現状分析、アンケート等に
よる広域的な課題の把握
・実現可能な経営改革手
法の検討 等

・給水収益、投資計画、企業債、繰入金の状況を踏まえた財務シミュレーションの実施

人口予測

経営課題
の抽出

言を行います。

住民・議会への説明

・運営方針の決定、日程調整、方向性のとりまとめ、審議会資料の作成
経営指標分析
（類似団体・経年）

各種経営改革の裏づけとなる、実現可能なシ

経営の見える化

・経営戦略・ビジョン等の作成
・広報・配布リーフレットの作成 等

等

等

財務シミュレーション
（例）

経営戦略・
ビジョン
（例）
リーフレット
（例）

財源計画

これらをとりまとめて、実現可能性・実行可能性の高い経営改革の立案・実践に向けた助言・提案を行います。
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地方公営企業法の適用（法適化）
健全経営実現に向けた第一歩として、
公営企業会計の
「見える化」
の実現に貢献します

法適化の概要

を通じて、保有している資産負債の状況を明ら

地方公営企業法の適用に向けて

かにでき、法適化前より幅広い情報を把握する

総務省は、平成27年度から平成31年度までを

ことで、公営企業の経営戦略の策定や精緻化、

簡易水道事業を
「重点事業」
と位置づけていま

整備することができます。

ついては基本的に法適化が必要とされ、人口3

トーマツの支援内容

化を、その他の事業についても実情に応じて

地方公営企業の経営が厳しくなることが予想

法適化の「集中取組期間」とし、下水道事業、 将来の健全経営実現に向けた財務インフラを
す。都道府県および人口3万人以上の市町村に
万人未満の市町村についてはできる限り法適
法適化することが望ましいとされています。
法適化の効果

経営改革にもつなげる視点でのアドバイス

「見える化」された財務情報を的確に把握・活
用していくことが重要です。

合理的、
能率的な経営を確保するための経営組

ノウハウを活かして、法適化プロセス完了を公

用により、公営企業の経営状況が
「見える化」
さ

トと位置づけた指導・助言を行います。

例えば、公営企業が生み出した利益が的確に

法適化プロセス全体にわたるアドバイス

水準（繰入金）を的確に把握・検討することが

け、
次の内容を中心とした助言・提案を行います。

れることが効果として挙げられます。

把握され、料金水準や一般会計との経費負担
可能になります。また、固定資産台帳の整備等
基本計画の策定

対象事業の決定
全部適用・一部適用の決定
■スケジュールの策定
■ 固定資産登録単位の決定
■ 先行事例研究
■ 職員研修

づけを明確にしたロードマップ作成 など
固定資産台帳の整備

■

法適化後の経営に関連する財務数値への影

共団体全体に対する数多くの支援実績による
営企業の抜本的な経営改革を実現するスター

にも配慮した整備 など
各種システムの整備

■

される中、経営改革を進めていくためには、

トーマツでは、公営企業だけではなく、地方公

織の設置を可能とし、
さらに公営企業会計の適

将来の健全経営実現に向けた法適用の位置

響や固定資産台帳更新に関する事務フロー

公営企業が提供するサービスの対価による持

続的な独立採算の実現に向けた、
企業体として

基本計画の策定

■

■

固定資産台帳整備方針の策定
資産情報の整理
■ 固定資産台帳整備結果の確認
■ 法適化後の台帳更新の検討

・多岐にわたる関係部局との調整

・単純に積上予算を組み替える方法ではな

く、法適化後の財務シミュレーションを踏ま
えた予算編成

・議会住民等の外部に対する法適化による

各種システムの整備

既存システム構成の整理
必要機能の選定
■ 導入システム仕様の決定
■マスタ設定、
データ登録

移行事務

・職員数に応じた経営組織、職務分掌

各プロセスにおいて、
法適化後の健全経営に向

固定資産台帳の整備

公共システム専門家を配置し、全体のシステ

ム構成のバランス等を考慮した整備 など

効果や法適化後の経営状況の説明 など

移行事務

関係部局との調整
勘定科目等の設定
■ 予定開始貸借対照表の作成
■ 新予算の編成
■ 打切決算
■ 財務シミュレーション

■

■

■

■

■

■

■

■

合理的・能率的な経営を
確保できる経営組織の設置

「見える化」
された
財務情報の的確な活用
公営企業の
健全経営の実現
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地方独立行政法人化

幅広い知見と業務実績をもとに、
スケジュールを守り的確にサポートします

増えつつある地方独立行政法人化

地方独立行政法人化の方向性と準備項目

て、民と同等の経営の質が自治体病院に求め

システム構築等の領域に相互に関連する各準備項目を、限られた準備スケジュールの中で、網羅

地域医療の機能の見直し、再編の流れにおい

られつつあり、地方独立行政法人化を選択す

る自治体病院が増えています。また、さらなる

地方独立行政法人設立の目的を達成するには、組織、目標評価制度、人事制度、財務会計制度、
的かつ効率的に遂行することが求められます。

地域活性化を目指し、公立大学や公設試験研

住民から期待される役割に対する安定的かつ効率的な遂行

究機関等の地方独立行政法人化が進展してい

ます。近年は学校法人を地方独立行政法人化

する事例も増えています。
地方独立行政法人の対象

迅速な意思決定による
経営企画力の強化／自律的運営

地方独立行政法人の設立が認められている対
象は以下の通りです。

大学

公営企業
（病院など）

社会福祉事業者

介護老人
保健施設

博物館、美術館
など

トーマツのサービス特性

全国における先行法人の移行準備において、

トーマツは数多くのアドバイザリー実績を有して
います。

その背景には、会計・人事・システムのそれぞれ
の分野に精通した実務経験者（公認会計士、社
会保険労務士、公認情報システム監査人）
の配
置と、先行法人での事例など業務を通じて蓄

積された知見・ノウハウの全国的な共有があり

ます。
全国各地の豊富な事例と経験を持つ担当

者ネットワークを通じて、全国規模のデロイト

トーマツ グループでのサポート体制を構築して
います。
また、移行準備の段階から、法人化後の

円滑なスタートを見据えた、有益なアドバイス

を行っています。
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情報の透明性／運営状況
への説明責任

中期目標・中期計画の策定

領域
組織整備

地 方 独 立 行 政 法 人 化への準 備 項 目

試験研究機関

専門的
人的資源の確保

目標評価
制度構築

人事制度
構築

財務会計
制度構築

システム
構築

趣旨

主な準備項目

・目標を実現するための組織の整備
・地方独立行政法人法に準拠したガ

・定款、業務方法書作成
・理事長、理事、監事の責任と役割の

・ＰＤＣＡサイクルによる運営を実現す

・中期目標、中期計画、年度計画の策

・人的資源確保のための給与・人事

・人事制度の設計、報酬制度詳細設

・地方独立行政法人会計基準に準拠

・出資範囲、運営費交付金／運営費

バナンス体制の整備

るための目標・計画の策定、評価制
度の構築

制度構築
・労働基準法に準拠した労務管理制
度の整備

した会計制度の構築
・権限委譲による効率的な会計事務
（契約事務等）
の構築

・システム構築による業務効率化
・地方独立行政法人化後の管理業務
プロセスの再構築

定義

・経営企画力を強化する事務局組織
の整備

定（自己収入拡大策の検討含む）

・評価委員会の設置と運用
計、人事評価制度導入

・就業規則等の人事関連規程の策定
負担金の交付基準の決定

・退職給付引当金等の新たな会計処
理方針の検討

・地方独立行政法人会計基準に対応
した財務会計システムの導入

・人事給与計算システムの導入

総合計画策定

総合計画を住民とのコミュニケーションツールや、
庁内マネジメントの中核として位置づけた支援を行います

総合計画策定義務の撤廃と策定上の課題

また、人口減少や少子高齢化、
産業構造の変化

自体が職員の人材育成の場である、
住民との協

化しているため、計画策定後、目標達成に向け

要です。

策定義務の撤廃と近年の動向

や景気の変動に伴い、住民ニーズは刻々と変

おける基本構想の策定義務は撤廃されました。

た進捗管理の仕組みを構築することも住民や

平成23年の地方自治法改正により、市町村に

働の場であるととらえた、策定のプロセスが重

議会から求められています。

トーマツの支援内容

に、現状とのギャップ（課題）を認識し、課題解

策定にあたっての課題

制、首長の意向、住民意識（行政への参加意

り、そのためには真に実効性のある総合計画

画を策定すること自体がゴールとなってしまい、 る必要があります。

しかし、地方公共団体における経営資源が限

られている状況では、あるべき姿を示すととも
決に向けた方針を明確にすることは必要であ

を策定する意義は失われていません。最近で

は、総合計画策定の義務付けが廃止されたこ

とにより、各地方公共団体の特色を出した計画

策定にあたっては、策定期間、予算、事務局体

総合計画の策定にあたっての大きな課題は、
計

策定した計画を効果的に活用・運用できていな

トーマツではこれまでの様々な規模の地方公

策定することに終始してしまい、関係者の理解

分析（社会潮流等）
や内部環境分析、政策体系

いことです。
これは、行政主導、企画部門主導で

が増え、従来の横並びから、計画の階層・構造、 が得られず、当事者意識が醸成されていないこ
計画期間、策定プロセスも多様化する傾向が
見られます。

とが原因となるケースが多くみられるためです。

そこで、住民等の庁外はもちろんのこと、庁内
職員への働きかけを十分に意識し、計画策定

内部
環境分析

定量（指標等）

財務

非財務

定性（アンケート等）

住民

首長

フェーズ
Ⅰ．多面的な現状分析

Ⅱ．目標（あるべき姿）
の設定

Ⅲ．行動指針・内容の策定

職員

共団体における支援経験を活かし、外部環境

の構築、指標の設定、人口推計・財政推計、市

民参画、職員研修など、各団体のニーズや課題

に応じたサービスをトータルに提供します。

Ⅱ．
目標
（あるべき姿）
の設定
Ⅱ．
目標
（あるべき姿）
の設定

Ⅲ．
行動指針
・
内容の策定
Ⅲ．
行動指針
・
内容の策定

政策体系の構築（ロジックツリー）

行動指針・取組内容の策定（財政面との整合性）

指標の設定（ベンチマーク）

住民意見の反映（住民協働の提案）

目標（値）
の設定（個別計画との調整）

進捗管理の仕組みの構築

内容

外部環境分析（社会潮流等）
内部環境分析
（定量的、定性的）
（財務情報、非財務情報）
政策体系の構築
指標の設定
人口推計・財政推計

行動指針の策定
（各課ヒアリング等）
住民意見の反映
（パブリックコメント、審議会）

実効性のある総合計画

Ⅰ．
多面的な現状分析
Ⅰ．
多面的な現状分析
外部環境分析

向）、職員意識、団体規模など諸条件を勘案す

支援の特長
豊富な総合計画策定支援実績に基づく的確な分析
公会計制度導入支援の実績に基づく財務面の詳細かつ多面的な分析
豊富な行政評価制度構築・運用支援実績に基づく指標設定の提案
財務面の多面的な分析を踏まえた財政推計手法の提案
地方公共団体の施策・事務事業に精通したスタッフによるヒアリングの実施、
ヒアリング
を通じた人材育成（研修会等の開催）、意識水準（聴取したい情報や参加者の構成メン
バー、策定フェーズ等）
に応じた住民参画手法の提案および適切なファシリテート
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行政評価制度の導入・再構築
住民満足のさらなる向上に資する、
行政評価のしくみ作りを支援します

行政評価制度の現状および課題

地方公共団体が抱える課題

総務省の調査によると、数多くの地方公共団体
団体のほとんどが導入する一方、小規模な団
体では3割程度の導入状況となっています。

また、導入済みの地方公共団体においても、評
価作業を休止したり、対象を縮小させている事

評価目的

で行政評価が導入されていますが、大規模な

例や評価を継続して実施していても、
それをマネ
ジメントにうまく活用できていない事例も見受

けられます。

通して見受けられる課題およびこれらへの対応
策は右表のとおりです。

評価手法

行政評価制度の導入・再構築の全ての場面で共

トーマツの支援内容

行政評価制度の導入・再構築に当たっては、
以

下のプロセスに取り組むことが有効と考えられ

トーマツでは、
100を超える地方公共団体におけ
る行政評価制度の導入および再構築の支援実

績を有しており、
豊富な経験にもとづくノウハウ

を有するコンサルタントが、
上記の課題を踏まえ

た有効に機能するしくみ作りをサポートします。

工程

支援
内容

ポイント
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評価結果

ます。

対応策

・行政評価を実施すること自体が目的に

・評価目的の見直し（①業務改善、②予算

や労力が不当に費やされ、行政評価に
対する意識・意欲が低下している。

・職員研修の実施（評価の趣旨、方法、結果

なっており、制度の趣旨・成果に対する意
識が醸成されていない。

・その結果として、職員の評価に係る時間

・評価指標がデータ取得の容易さだけで

設定されており、事業目的が曖昧なまま
評価されている。

・また、事後評価にばかり重点が置かれて
おり、評価結果として見えてきた課題を
次年度に活かしきれずにいる。

・行政評価の結果と業務改善、あるいは予

算編成・組織見直しが十分に連動してお
らず、
マネジメントに活用できていない。

・その結果として、業務の反省や課題が業
務効率化や予算に反映されず、行政課題
が蓄積され続けることになる。

編成、③事業の改廃など）

・評価目的に応じた制度設計（①事務事業
評価、
②施策評価、
③外部評価など）
活用の理解促進）

・評価指標の適切な設定（社会統計指標、
アウトカム指標、
アウトプット指標など）

・上位階層（政策・施策）の目的を意識した
評価

・事前評価、事中評価の適切な導入（外的

環境も踏まえた総合的な観点からの事業
見直し）

・行政経営マネジメントシステムの再構築
（計画、評価、予算の適切な連動）

・事務事業の改廃・新設基準の導入（評価
シートへの反映）

・予算連動システムの導入（事前評価・実

施計画の導入、総合計画の目的体系化
など）

現状分析・課題の抽出

制度の設計

制度の構築・導入

運用・見直し

現行制度の整理

評価目的の定義

目的体系化

担当部署の評価サポート

マネジメント体系の評価

制度全体像の構想

評価ツールの設計

外部評価

課題の抽出・整理

評価基準・対象の整理

指標設定／職員研修

課題抽出・次年度提案

行政評価制度だけではなく、
総合計画、予算編成などマネ
ジメント体系の全体像から課
題を抽出します。

新たな評価制度の導入ありき
ではなく、行政経営の課題解
決につながる制度設計を行
います。

継続的・自律的な運用が可能
な効果的かつ実行可能な評
価ツールを設計し、職員の理
解を促します。

一 次 評 価（ 担 当 部 署 ）の サ
ポートだけではなく、専門的
知見からの評価（外部評価）
を行います。

自治体版BPR

人口減少など社会構造の変化に対応した、
質の高い公共サービスを提供するための業務改革を支援します

業務最適化と定員配置適正化の必要性
社会的な背景

各自治体では、総務省の指針も踏まえて適正

な定員管理に取り組まれていますが、
採用の抑

制（退職者不補充）を主要な施策としている

ような状況においては、
市町村間の広域連携に

の抑制には、
外部のデータセンターの活用や自

シェアードサービスの展開

運用コストの抑制を行うことが有効です。

治体クラウド等の導入により、業務の標準化や

複数の組織で共通で実施されている間接業務

ケースが多く見られます。
しかしながら、
コスト、 等については、ICT等を活用することで集約・統

多様化する住民ニーズへの対応、
政策動向変化、 合化し、
スケールメリットによってコストを抑え
地域固有の課題への対応など、
自治体は従来の

るシェアードサービスによる効率化が進められ

られており、
業務量は増加する一方です。

は、BPR等によって間接業務を可視化し、共通

行政事務以外に様々な課題に取り組む必要に迫

このような状況において、採用の抑制に頼った

量的な手法を用いるとともに、
各地方公共団体

クラウドサービスの活用

業務運営の継続性に対する危惧等、深刻な問

一方、
情報システムに係るコストを抑制する取組

したがって、行政サービスレベルを保ち、
かつ職

員のモチベーションを維持しながら定員適正
化を実現するため、業務の効率化を含めた抜

本的な見直しを行い、業務量をスリム化するこ

とが不可避といえます。

また、業務最適化にあたっては、業務に必要な

体制（人員数）
を明確化し、ICTや外部委託等を
積極的に活用することが有用です。加えて、最

適な業務方式を確実に定着させ、維持向上し

ていくための仕組みづくりやPDCAサイクルの
整備も重要なポイントとなります。

業務最適化における今後の方向性
市町村間の広域連携

人口減少社会において、行政コストが増大する
中、行政サービスを安定的、持続的、効率的か

つ効果的に提供するためには、
行政サービスを
単独の市町村だけで提供することが困難にな

りつつあります。特に小規模団体においては、
事務量が限られることから、
外部委託先等の確
保が困難となるケースも発生しています。
この

現に向けて、BPR手法をベースにした支援を行

化・標準化を行いながら業務を集約していくこ

の増大、
人手不足に起因した行政サービスレベ
題につながる可能性があります。

トーマツでは、実効性のある業務最適化の実
います。

とが求められます。

ルの低下、
メンタルヘルス問題の発生、将来の

トーマツの支援内容

ています。シェアードサービスの展開において

職員数縮減が進めば、業務量と業務運営体制

（職員数）のバランスが崩れ、職員の業務負荷

も求められています。
情報システムに係るコスト

よる行政サービスの提供が有効です。

現状分析や改善施策の検討では可能な限り定

に固有の業務背景等も勘案するため、
現場への

インタビューやディスカッションを十分に行いま

業務改革においては、ICTの活用が求められる

す。
また、業務マニュアルの整備やシステム見直

し等の改善施策実行に向けた総合的な助言を
行うことで、
改革の実効性を追求します。

業務改革の流れ
Step1

調査・分析

Step2

改善施策の策定

Step3

実行・定着化

・詳細かつ正確な業務把握（業務 ・サービスの抜本的な見直しを含めた在り ・確実な現場適用と維持向上を支

量調査、職員アンケート、
インタ 方の検討等、
ゴールを意識した議論
援する業務ツール
（マニュアル、
ビュー等）
・根本的な業務効率化や廃止、強化すべき システム等）の整備
・事例調査や視察による有益な情 業務の検討
・必要に応じた調達の実施
報の収集
・職員が実施すべき業務と外部委託や移譲 ・PDCAサイクル等の仕組み
業務範囲の検討
・業務の可視化、定量分析
・職員マインド変革に向けた取り
組み
（研修等）
・定量的な効果を重視した施策の評価
・部門横断での窓口業務改革（総合窓口等）
・広域連携やシェアードサービス、クラウド
化の検討

業務把握の観点
業務

必要な事務事業
（業務項目）

実施手法

× （実施者・運営方法・体制） ×

業務量
（工数）

・効率性の高い最適な業務方式及び業務量の実現
・業務量と人員体制のバランスが取れた計画的な定員配置適正化の実施
・住民サービスの継続的な維持向上

15

公共施設マネジメントの導入・推進

「公共施設等総合管理計画」
に基づく、
公共施設マネジメントやその関連施策の推進を支援します

公共施設マネジメントは
「実行」
の時代へ

公共施設の老朽化等による事故を防ぐため、
全

国の地方公共団体は、公共施設等の総合的か

つ計画的な管理に関する計画（公共施設等総

合管理計画）を策定しました。今後、各地方公
共団体は、
この計画に掲げた中長期的な方針

④ 民間活力導入可能性調査の実施

民間事業者へのサウンディング調査、
定量評

新や整備における民間活力導入の有効性、
可能性の検討を支援します。

公共施設マネジメントを契機によりよいまちへ

わせて、公共施設マネジメントを着実に実行す

都市経営の契機となります。

るための体制・組織の構築・運営に注力するこ
とも必要となってきます。
このように、公共施設

マネジメントは本格的に「実行」の段階に入っ
たと言えます。

地方公共団体が抱える課題とトーマツの支援

■

■

■

全体の方針は立てたものの、どのように実行

していけばよいのだろうか？

既存施設の維持管理はどのように効率化す

べきだろうか？

施設更新に民間活力を活用できるだろうか？

トーマツは、
これらの課題解決に向けた公共施
設マネジメントを支援します。

① 公共施設再編計画の策定支援

公共施設等総合管理計画で示された方針に

公共施設の再配置とともに土地利用等につ

価、
リスク分担の検討等を通じて、施設の更

に沿って、施設の再配置、保全、統廃合等の具

体的な取り組みを推進することになります。あ

① 立地適正化計画の策定支援

いても見直し、
立地適正化計画の策定や、
コン

パクトシティの実現に向けた助言を行います。

② 交通計画の策定支援

公共施設の再配置やコンパクトシティの実

現に向けて、拠点間の連携強化や施設アク

公共施設マネジメントの実行は、まちづくりや
例えば、施設の集約による拠点の形成が、
コン

パクトシティの契機となります。
また、新たな施

セスの向上を目指した地域公共交通網形成

計画等の各種交通計画の策定を支援します。

③ 公共施設を核とする地域の活性化支援

例えば道の駅の整備を契機とする地域組織

設が誕生することで新たな人の流れや新たな

の立ち上げ・運営支援、
プロモーション、
資金

活動が生まれ、地域活性化の契機となります。

さらに、公共施設マネジメントを地域との協働

計画の検討等、公共施設を核とする地域の

活性化を実施していくための支援を行います。

で行うことで、住民主体のまちづくりの契機と

トーマツでは、
この他にも、公共施設の跡地活

トーマツが支援する“公共施設まちづくり”

た豊富な知見・人材ネットワークを活かし、各

契機とした“公共施設まちづくり”の検討に関する

合わせた公共施設マネジメントを支援します。

なります。

トーマツでは、公共施設マネジメントの実行を
各種支援を行います。

用の検討、施設更新時の基本構想・基本計画

の策定、保留床の買い手の調査等、民間も含め
地方公共団体や各地域における個々の事情に

トーマツの提供する公共施設マネジメント関連サービス

沿って、各所管部局に対するヒアリング等を
通して類型別・地域別の公共施設の再編方

法や整備目標の設定等を整理することで、
公
共施設再編計画の策定を支援します。

② 個別施設計画策定支援

国からは平成32年度までに個別施設計画の策

定が求められています。
個別施設計画は、
学校

や公営住宅といった類型ごとに策定する必要

があります。
各施設の利用方法や劣化度を検

討する等、
個別施設計画の策定を支援します。

③ 公共施設保全計画の策定支援

これからも維持する公共施設等を持続的か
つ安心・安全に利用してもらえるよう、効率
的かつ効果的に施設等を維持管理する施策

を提案します。
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“公共施設まちづくり”の支援

立地適正化計画の策定支援
交通計画の策定支援
公共施設を核とする地域の活性化支援 など

公共施設マネジメントの実行支援
公共施設再配置計画の策定支援
個別施設計画策定支援
公共施設保全計画の策定支援
民間活力導入可能性調査の実施

PPP／PFIアドバイザリーサービス

PPP／PFIの案件形成を、自治体内部の体制整備段階から、
モニタリングの実施までトータルで支援します

PPP／PFIの導入促進
社会的背景

昨今、地方公共団体の財政状況が厳しくなる
中で公共施設等の整備・更新等を着実に進め

ることが課題になっています。
この課題に対し
ては、公共施設等の整備等に民間の資金、経

営能力及び技術的能力を活用していくことが
有効であり、同時に、民間ノウハウを活用し新

PPP／PFI導入までの流れ
事前準備

導入
可能性の検討

庁内体制整備

基本構想・基本計画
の策定

たな事業機会の創出による地域経済の活性化

も求められています。
このような状況の中で、内

導入可能性調査
の実施

閣府民間資金等活用事業推進室（PFI推進室）
は、
PPP／PFI推進アクションプランを示し、
平成
25～34年度の10年間で事業規模を従来の10～

12兆円から21兆円へ上方修正し、民間活力の
活用を積極的に推進しています。
また、
この推進

の一環として、自治体や施設の状況に応じて多

様なPPP／PFI手法
（官民連携手法）
を適用でき

るように法改正等が行われています。
期待される効果

民間活力の導入促進により、地域経済の好循

入札
・
契約

実施方針の
策定・公表
事業者の募集・
評価・選定
契約書等の締結

事務実施

モニタリング

・庁内でのPPP／PFI案件リスト、ガイドライン作成
・PFI専門組織の設置、プラットフォーム形成
・事業発案・企画
・導入手法検討
・基本的事業スキーム検討

・事業スキーム（事業範囲・期間・リスク分担等）の構築
・デューディリジェンス（資産、法務、財務）の実施
・財務シミュレーションによる事業採算性・安定性の検討
・VFM（Value For Money)の評価、事業費算定
・民間企業ヒアリングの実行
・実施方針、官民リスク分担表等の各種必要資料の作成
・公表後の質問回答等の対応
・市場調査（マーケット・サウンディング）の実行

・事業選定プロセス（入札手法、評価基準・選定体制）の設計
・事業者募集要項等の各種必要資料の作成
・入札説明会等の開催、審査・評価委員会の設置
・契約条件等のリスク分析・軽減化検討支援
・PFI事業契約、金融機関との協定締結に向けた協議・交渉

・モニタリング制度・評価基準の設計、実行体制の構築
・PFI事業者の契約履行状況・財務状況等のモニタリング実行

環を実現するとともに、公的負担の抑制を図

トーマツの支援内容

までの黒字化を目指す経済・財政一体改革に

PPP／PFI手法の導入に向けて、
庁内における、 た具体的な入札・契約内容の検討が必要です。
案件形成に必要となる情報収集、ガイドライン 実施方針の策定・公表では、
方針の策定支援だ

り、国及び地方の基礎的財政収支の2020年度
貢献することが期待されています。
地方公共団体における取組状況

各地方公共団体においても、優先的検討規程

事前準備

の作成、専門部署の設置、地域プラットフォーム
の形成・運営に関する支援を行います。

の策定の義務付けや地域プラットフォームを通じ

導入可能性の検討

ています。
PPP／PFI事例が幾つか動き始めたも

けて、基本構想・基本計画の策定から詳細な

この検討スピードを上げるためには、庁内にお

基本構想、基本計画の策定では、候補となる導

た案件形成に向けた先進的な取り組みが始まっ
のの、
全体としての歩みは緩やかな状況です。

ける優先的検討プロセスの導入と推進するPFI
専門部署の設置が効果的と言えます。
また、地
元事業者のPPP／PFIに対する理解の促進や、
広

くアイディアを募るために、
地域プラットフォーム
を形成することも考えられます。

対象となる公共施設等へのPPP／PFI導入に向
導入可能性調査を支援します。

入手法と基本的な事業スキームの検討を支援

します。導入可能性調査では、基本構想・基本

入札・契約

導入可能性調査の実施後には、
案件形成に向け

けでなく、民間企業からの質問対応等に関する
助言も行います。また、事業者の募集・評価で
は、事業者の選定プロセスや募集要項の策定

支援を行うとともに、
入札説明会、
審査、
民間企

業との競争的対話の実施に関する助言を行い

ます。契約書の締結に当たっては、優先交渉権

者と契約条件の検討に関する助言を行います。
業務実施

業務開始後、民間事業者の行う業務を管理・監

計画の結果を元に、事業スキームの詳細化や、 督を行うことは地方公共団体にとって非常に重
現状把握のためのデューデリジェンス、VFM等 要です。
トーマツでは、
モニタリング制度や評価

の定量評価を行うとともに、民間企業へのヒ

アリングの実施支援を行います。

基準の構築に関する助言を行うとともに、
モニ

タリングの実施に関する助言も行います。
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地方創生

官民連携の推進、地域の
「創り手」
の形成と、
イノベーションの支援により、地方創生の実現に貢献します

地方創生の現状

平成26年度にまち・ひと・しごと創生本部が設置

人材の育成・確保については、地方創生人材支

援制度、地方創生カレッジ創設などの施策が

「 創り手」の形成につ
され、
人口減少・高齢化という社会課題に対し、 推進されています。また、
いては、
次の
「創り手」
の形成を集中的に支えて
各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持
続可能な社会を創生する取組みが推進されてい

ます。
たしかに、
一部の地域では、
事業化マインド
を持った創り手によって先進的な事例が着実に

生み出されつつあります。
一方、
大企業が新規ビ
ジネスの実証、
あるいはCSV（Creating Shared

Value：共通価値の創造）
実現の場として地域に
関心を持つ動きが、
また、
ベンチャー企業も地域

資源の魅力の磨きあげを通じて、
ビジネス機会を
創出しようとする試みが増え始めています。

これからの課題は、現実には、多くの地域で、事

業家や民間資金が不足しているなかで、
このよ

うな先進的事例や動きをいかに横展開して浸透
させていくかにあると考えられます。

国の動向

国は、
まち・ひと・しごとの３要素のうち、地域の

「しごと創生」を目指した取組みに対し、第一

に、
先進的事例を発掘・育成するともに、
その横

展開を支えていくこと、第二に、
「創り手」
となる

事業主体を担う人材の育成・確保に取り組むと

ともに、
「創り手」
となる組織の作り方を地方と
共に考え、
その形成を支えることとしています。

いくことで、
地域しごと創生のモデルとなる事例
の横展開を進めていくこととしています。

①共益的事業を担うパブリック・ベンチャーの育成

DMO、地域商社、まちづくりの「担い手」とな

る組織など、共益的事業を行うパブリック・ベ

ンチャー事業の育成

②地域経済を支える中核的企業の育成

より地域価値を高める事業を創出できる強

力な中核的企業の育成・発掘と、同企業を核

とした新たな地域企業間の連携
トーマツの強み

トーマツでは、
パブリックセクターに加え、ベン
チャーや地域金融など関連する知見を有する専

門家が協業し、
地方創生の実現に取り組んでい

トーマツの支援内容

トーマツは、下図のとおり、総合戦略の策定に

始まり、
「担い手」の立上げ、官民連携プラット

フォームの構築、
さらに中核企業の事業化やイ
ノベーション・エコシステムの構築などの実行
フェーズまで、伴走した支援を行っています。

トーマツはこれまで官・民双方に対するアドバイ
ザリー業務のなかで培ってきた次の知見・スキル

を活かして
「創り手」
の支援に取組み、一つでも
多くの先進的事例の創出につなげていきます。

・アクションプラン策定・KPI設定とモニタリング
・官民連携スキーム／ファイナンス・スキーム
の構築

・ガバナンス及びアカウンタビリティの整備
・イノベーション・エコシステムの構築・運用
・地域中核企業の事業化
・人材育成／事業プロデューサーの派遣

ます。
地方創生を推進していくためには、
官民連

携によるプラットフォームの構築が必要であり、
官民双方の立場を理解して支援できることが

トーマツの特色です。また、グローバルネット
ワークと国内の各地域に拠点を有しており、グ
ローバルな視点で、
かつ地域密着によりサービ

ス提供できることも強みです。

計画策定 ⇒ スキーム構築 ⇒ 実行の一連のフェーズに伴走型アドバイザリーを実施

1

基本構想／各種計画策定
■ 総合戦略・人口ビジョン策定
■ 観光戦略策定
■ 官民連携フィージビリティ
・
スタディ
（実行可能性調査）／
基本構想策定
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2

官民連携プラットフォーム／
事業スキーム構築

官民連携プラットフォーム
（DMO／CCRC／地域商社／
まちづくり協議会等）
の立上げ
及びアクションプラン策定
■ PPP／PFI等官民連携構築
■

3

施策／事業実行フェーズ

PMO（事務局機能）
事業プロデューサー派遣による
地域中核企業の事業化推進
■ イノベーション
・エコシステム構築
■
■

観光マーケティング・DMO関連サービス

「観光振興」への貢献のため、観光マーケティング、
戦略／計画の策定、日本版DMOの組成／運営を支援します

日本版DMOに対する期待

人口減少が進む地域においては、地域の定住
人口減少に伴う域内消費の低下、域内での雇

用機会の喪失、新たな雇用機会確保のための

都市部への人口流出、更なる人口減少という

に関する詳細なマーケティングを実施し、官民

トーマツの強み

トーマツは、観光に関する専門的知見に加え、 連携による効果的な打ち手の検討を行う取組
豊富な実績をもとにした、
マーケティング／アナ みも行っています。
リティクス、事業戦略構築／計画策定、組織の
新規立ち上げやマネジメント・ガバナンス機能

観光戦略／計画策定

負のスパイラルに陥っている現状が見られま

の強化等、今後の地域の観光振興のために必

マーケティングデータを活用し、地域の特色を

を増加させることによる消費拡大、雇用機会の

また、さまざまなインダストリーに特化した専

DMOの成長にあわせた中長期的なビジョン・

ために、観光振興への期待がかつてないほど

る観光地域づくりに必要な知見を有する専門

略の柱にも掲げられ、観光を我が国の基幹産

サービスを実施できることも強みです。

す。
こうした中、地域の魅力を発信し、交流人口

創出を通じた持続可能なまちづくりの実現の

に高まっています。
この観光振興は国の成長戦
業へと成長させるべく、
「観光先進国」
という新

たな挑戦に踏み出しています。

この観光振興を強力に推進し、観光地経営を

須となる専門的知見・ノウハウを有しています。
門的なサービスを提供しており、官民連携によ
家が連携し、ワンストップでコンサルティング

いかした観光戦略／計画策定を支援します。
計画の策定、KGI、KPIといった評価指標の設

定、PDCAサイクルの導入から運用に至るまで

の支援を実施します。狙いを持ったターゲット
設定や、
ターゲットに訴求する効果的な打ち手

を多様な主体毎にアクションプランに落とし込
むことが可能です。

トーマツの支援内容

DMOの組成／運営

果たす地域の担い手として、日本版DMO（Des-

トーマツでは、パブリックセクターが民間セク

tion）の形成が求められています。日本版DMO
は、
マーケティングによるエビデンスベースの戦

営を果たし、
ワイズ・スペンディング
（賢い支出） 域の各単位の論点を踏まえてサポートします。
DMOに必要な機能や人材要件、必要となる財
を実現するための各種支援を行っています。

を一貫して行う司令塔機能、民主導で地域の

観光マーケティング

ルティングを実施します。また、DMOに求めら

のプラットフォーム機能を有しており、地域が

ンスベースでの施策立案や、効果検証を行うた

連携の具体的方策、新規事業創出の仕掛けづ

化を守ることとの両立を図る
「観光地経営」の

含む）を対象とした需要側と、目的地となる受

tination Management／Marketing Organiza略立案・実行、PDCAサイクルの導入・運用まで
多様な主体の巻き込みを図る舵取り役として

「稼ぐ」
ことと、地域の魅力を支える暮らしや文
実行主体となることが期待されています。

ターと連携して観光振興、
持続可能な観光地経

観光
マーケティング

観光戦略／計画策定

DMOの組成／運営

源を明確にし、検討フェーズにあわせたコンサ

統計データなどの科学的根拠に基づくエビデ

れるプラットフォーム機能を果たすための官民

めの取組みとして、観光客（潜在的な観光客を

くりや、自主財源獲得のためのビジネスモデル

入側（サービス供給側）
とを組み合わせたマー

ド組成支援等を行います。

ケティングを実施します。特定の市場やテーマ

トーマツの観光マーケティング・DMO関連のサービス
テーマ

日本版DMOの組成を、広域連携、地域連携、地

検討、事業化支援機能の一形態としてのファン

主なサービス内容

・各種統計データや、地域経済分析システム（RESAS）、SNS等のビッグデータを活用した定量的マーケティング
・アンケート調査や、民間事業者、各国旅行エージェント等へのヒアリングを通じた定性的マーケティング
・特定の市場（国籍、顧客属性等）やテーマ（クルーズ、医療、食等）に関するマーケティング・リサーチ
・マーケティングレポートの作成等、対外的な情報発信に関する支援

・地域の特色をいかした観光戦略/計画の策定（戦略に沿ったターゲット毎、主体毎のアクションプランの策定）支援
・策定プロセスにおける各種会議体、セミナー・シンポジウム、グループワーク等の運営支援
・計画・事業の不断の見直しを行うための指標の設定や、PDCAの仕組み・ルール形成とその運用に係る支援
・PDCAサイクルの運用とあわせた、マーケティングプランの策定支援
・DMOの機能の明確化、人材要件、必要な財源等の検討を通じたDMO組成支援
・DMOの財源強化のための自主事業/収益事業のビジネスモデル検討支援
・ガバナンス及びアカウンタビリティ向上のための組織内外の機関設計、情報開示のルール形成支援
・事業化支援機能の強化策としてのファンド組成支援や観光関連ベンチャー企業とのマッチング支援
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公共 ITアドバイザーサービス
情報システムライフサイクルの、
道程を見据えた効果的な支援を行います

公的機関における情報システムの現状

これらに対して、
有効な対策を講じるためには、 幅広い公的機関への支援実績

おいても、情報システムの利用は日々の業務運

要素となります。
トーマツでは、情報システムの

ICT技術の飛躍的な進歩によって、公的機関に
営に必要不可欠なものとなっており、
その重要

情報システム特有の知識や業務経験が重要な

トーマツでは、公的機関に幅広くサービスを提

ライフサイクルの様々な場面におけるサービス

わたり、
各システムに精通したメンバーがそろっ

供しています。支援した情報システムも多岐に

ています。
トーマツがこれまでにサービス提供
性、影響度は年々増している状況にあります。 を提供しています。
特に、
システムベンダーから独立した立場にあり、 した実績のある公的機関は以下のとおりです。

その一方で、情報システムに関連する予算は限

られ、削減傾向にあるケースも存在します。
こ

のため、各機関では情報システムに関してより
一層効率的・効果的な運営が求められます。

情報システムライフサイクルにおける各種支援

情報システムについては、その企画、導入から
次期更新までいくつかの過程が存在します。
これ

ら一連の過程（情報システムのライフサイクル）

想定する課題
トーマツの支援項目・内容例
事例
20

者的観点から公正かつ公平な支援が可能です。
例えば、
次のような課題解決のために、
これまで

に培ったノウハウを活用し、
支援を行います。

トーマツの支援内容

においては、
様々な検討課題があります。

システム監査やセキュリティ監査と同様に、
第三

■
■

■

■
■
■

新規で業務システムの導入を企画している

■

り多くのベンダーのシステムを検討したい

■

特定のベンダーのシステムだけではなく、
よ

運用経費が高止まりしている

■

■
■

地方自治体
（都道府県、
市区町村）

地方公営企業
（上下水道、
病院、
ガス事業）

地方独立行政法人（公立大学、公立病院、公
立試験研究機関）

学校法人

独立行政法人
国立大学法人
中央省庁

その他非営利法人 など

基本構想

企画・調達

設計・開発

運用・保守

・システム化企画の策定に十分な時間・

・仕様に対する発注者とベンダー間の

・組織の要求と異なるイメージのシス

・運用・保守費用が高止まりしている。
・高額な運用・保守費用に対して、ベ

工数をかけることができていない。

・要求された予算の妥当性が判断でき
ない。

PMO支援

・CIO補佐官支援、情報システム調達プ
ロセス改革に関する助言

予算精査支援

・情報システムの整備及び管理に係る
コストの適正化に関する助言

・調達ガイドライン作成支援
・個別業務システム予算精査支援
・情報システムの投資に関する調査・
分析支援

解釈にズレが発生する。

・提案価格にばらつきが発生している。
・契約内容が適切なものかどうか判断
がつかない。

情報システム最適化計画策定支援

・システム化の目的や課題、必要性

の明 確 化 、実 現 方 法の十 分 な検
討、適正品質の見極め、情報収集・
見積取得・比較検討に関する助言

調達仕様書作成支援

・調達仕様書の作成に関する助言
・評価基準書や評価方法に関する助言
・業者選定に関する助言

・情報システム最適化のための統合
運用支援

・情報システム再構築に関する支援

テムになる。
・不具合が多発する。
・進捗遅れが発生する。
・組織が行う作業が計画どおりに進まない。
工程管理支援

・進捗管理に関する助言
・リスク・課題管理に関する助言
・設計・開発事業者が提示した各種
成果物に関する助言

ンダーが何をしているのか分からな
い
（運用のブラックボックス化）。

運用経費調査・見直し支援

・稼働維持費用に関する助言
・リスク・課題管理に関する助言

BCP（事業継続計画）構築に関する支援

・BCP分析及び策定に関する助言
・BCP導入に関する助言
各種研修

・各種研修（予算要求、調達、セキュリ
ティなど）
の実施

・システム改修工程管理支援
・システム工程管理支援

・運用業務見直し支援
・コンプライアンス研修
・情報セキュリティ研修

情報セキュリティ対策の必要性

トーマツの支援内容

社会的な背景

情報セキュリティ対策の構築に関する支援

ものになっています。情報システムで管理する

等は、公的機関として国民が期待する情報セ

現在、情報システムは組織の運営に不可欠な
情報は膨大な量となり、その中には個人情報

や組織の機密情報等が当たり前のように含ま

れるようになりました。情報の漏洩や情報シス

テムの停止などは、組織のブランド低下を招く
だけでなく、莫大な損害賠償を支払うリスクを

背負うことになります。
このため、情報セキュリ

ティを確保することは、組織やそのステークホ

ルダーにとって極めて重要な課題となります。

公的機関においてもこれは例外ではなく、平成

27年に特殊法人で発生した大規模な個人情

報漏洩事案を受け、国では様々な対応策を求
め始めました。

情報セキュリティの基本的な考え方

桶の縁のもっとも低いところから水が漏れる

ように、情報セキュリティに係るインシデントは

独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体

トーマツでは、情報セキュリティ対策の水準を

キュリティ対策を実施するとともに、その状況

います。

を維持・向上することが求められます。

1

情報セキュリティマネジメント
システムの構築

組織における自律的かつ継続的な改善を指向したPDCA
サイクルを機能させるためのマネジメントシステムの構築

2

情報セキュリティ対策の
整備運用の見直し

政府統一基準群への準拠や現在の対策の不備の是正を目的
とした情報セキュリティ対策の見直しの実施

3

CSIRTの構築

情報セキュリティインシデントが発生することを前提とした
インシデント対応体制（CSIRT）
の構築と運用

4

脆弱性診断及び対応

情報システムに内在する脆弱性の検出及び是正措置の実施

5

内部監査※

情報セキュリティマネジメントシステムや情報セキュリティ対
策の整備運用状況を目的とした内部監査の実施支援

※公認会計士法の定めにより提供できない場合があります。

組織のもっとも脆弱な部分において発生する
可能性が高くなります。
したがって、組織におけ

向上させるための以下のサービスを提供して

る情報セキュリティ対策の水準を効果的かつ

独立行政法人等向けサイバーセキュリティ基

■

な部分から対策を講じることが重要です。

キュリティ監査への対応

■

恒常的な見直しの必要性

キュリティセンター（NISC）が示す政府統一基

ば完了というものではありません。ICTの高度

トーマツでは、
この適用状況について、
マネジ

まう場合があります。そのため、組織において

の視点で監査サービスを提供いたします。

効率的に向上させるためには、もっとも脆弱

本法に定める「施策の評価」に準じた情報セ
独立行政法人等においては、内閣サイバーセ

組織の目的と特性に応じた規程類の整備とそ
の運用

政府統一基準群が定めるマネジメントシステ

ム及びコントロールへの準拠状況

準群の適用が求められています。

ペネトレーションテスト

メント監査及びペネトレーションテストの2つ

での調査を支援します。

的に組織のリスク評価の見直しを行い、
その結

マネジメント監査

■

備することが必要になります。

対策の整備運用状況を評価します。

情報セキュリティ対策は、一度環境を整備すれ
化、複雑化に伴い、既存の対策が無効化してし
は、社会の状況や技術の動向を踏まえて、定期

果に基づいた情報セキュリティ対策を検討、整

組織の目的と特性に応じた情報セキュリティ

組織の状況

・組織の目的や特性の理解

P ・リスク評価
対応計画の策定
・

関連規程の整備運用
D ・
・教育研修

自己点検
C ・
・情報セキュリティ監査（内部監査）

実際に情報システムに侵入できるかという観点
■

外部インターネットから情報システムへの侵
入の試行

内部ネットワークへの侵入を想定して、
さらな

る侵入拡大が可能かの調査

1

組織の目的と特性に応じた
規程類の整備とその運用
情報セキュリティ規程等

A ・発見事項の是正措置
政府統一基準群

2

政府統一基準群が定めるマネジメントシステム及びコントロールへの準拠状況
マネジメント
システム

コントロール

（情報セキュリティ対策）
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ODA・インフラ

旺盛なインフラ需要に応える、
ODA・新興国インフラビジネスの推進に貢献します

「質の高いインフラパートナーシップ」への貢献

様々なプロジェクトへ対応するサービスライン

案件実績例

は膨大です。人口増加や都市の高度化、
グロー

を中心とし、海外メンバーファームのプロフェッ

供しています。

は、
自国のビジネスや都市活動を支えるあらゆる

経済分析やその他様々なインダストリーのプロ

現在、新興国を中心とした世界のインフラ需要

バル化により経済活動が活発化した新興国で
日本国政府においても、我が国の成長戦略の

一環として積極的に取り組む姿勢が強調され

ており、
官・民を挙げてのインフラ輸出への動きが
活発化しています。我が国の知見、経験を活か

し、
新興国へ
「質の高いインフラパートナーシップ」

ショナル、
グループの主要サービスである財務・

フェッショナル等、
デロイトの豊富な人材・ネッ

トワークを活用し、様々なフェーズに合わせた
支援を行います。

ODA・インフラビジネス専門家によるサービス

官公庁、民間企業問わず、多様なサービスを提

官公庁・外郭機関
向けサービス

インフラへのニーズが高まっています。

ODAやインフラビジネスに強みを持つメンバー

を提供するにあたっては、
市場情報やニーズ情報、
世界各国とのネットワーク、事業展開に関する

情報収集・
基礎調査

クさせ、効果的な政府提案や進出戦略を立案

することが大切です。

新興国各地と連携したサービス

世界150ヶ国以上に展開するデロイトは、
新興国・
途上国にも多数事務所を設置しています。
民間企

マスタープラン フィージビリティ
作成
スタディ

ビジネスプラン
策定

財務分析・
経済分析

政策提言
検討

体制構築・
事業パートナー選定

提案書
作成支援

プロジェクト
マネジメント

民間企業
向けサービス

知見や公的スキームの知見などを有機的にリン

業のみならず、
国内・海外の政府官公庁とも広い
展開をインサイトな目線からサポートします。

■

ODA事業後も持続的なインフラ運営・ビジネ
スを目指した支援

■

East/
Central
Asia

Africa

South
East/
South
Asia

官・民が連携したインフラ輸出を促進

Oceania

Latin
America

グローバルネットワーク・
インダストリープロフェッショナルとの連携
各国専門家との
連携による
分野別支援

多様なプロフェッショナルサービス・

インダストリーとの連携

デロイトに在籍する多様なサービス・インダスト

リーの専門家と柔軟に連携し、様々なニーズに
お応えします。
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対象国制度・規制面の
情報提供・分析

現地概況の調査・
情報提供

ODAを活用した
民間企業支援サービス

ネットワークを保有しており、
情報収集やビジネス

財務分析・経営改善支援

政府機関 電力会社の運営管理体
制にかかる情報収集・確認調査

日本から当該国に対する電力セク
ターへの支援拡大に向けた、当該
国の国営電力企業に対する経営
体制・事業実施体制の調査・分析

企業海外展開支援
（民間企業からの受注）

大手インフラメーカー 市場性探索
基礎調査に関するアドバイザリー
サービス

インフラメーカーの途上国展開に
向けた対象国の概況調査、市場性
調査、
競合情報の収集およびアドバ
イザリー

民間企業海外展開支援
（公的スキームを利用した事業）
中小企業海外展開支援事業

途上国の開発上の課題解決に資す
る製品・技術を有する中小企業に
向けた、海外展開支援スキームへ
の提案書作成支援、ビジネスモデ
ル検討、
フィージビリティスタディ・
案件化調査・普及実証の実施、
プロ
ジェクトマネジメント支援

防衛・安全保障

防衛・安全保障領域の国際化と、
複雑化に対応する多様なソリューションを提案します

防衛装備品移転三原則の策定

サプライチェーンリスク の高まり

安全保障戦略」に基づき、策定されました。防

部材の混入、財務不安によるサプライヤーの撤

2014年4月、防衛装備品移転三原則が「国家
衛装備品の適切な海外移転により、国際平和

協力、国際緊急援助、人道支援及び国際テロ・

トーマツでは、公開情報のみを用いて対象とす

退など、
サプライチェーンにはさまざまなリスク

サプライチェーンを構成する主要な企業にお

が存在します。
これらのリスクは、特に2次以降

海賊問題への対処や途上国の安全保障・防衛

のサプライヤーにおいて発生することが多い一

と安全の維持の一層積極的な推進、また、同

自社サプライヤーの詳細情報や内在するリスク

分野における能力構築を通じた国際的な平和
盟国である米国及びそれ以外の諸国との安全

保障・防衛分野における協力の強化が期待さ
れています。
さらに、防衛装備品の高性能化を

実現しつつ、費用の高騰に対応するため、国際

共同開発・生産が国際的主流となっていること

に鑑み、我が国の防衛生産・技術基盤の維持・
強化、ひいては我が国の防衛力の向上に資す

ることが期待されています。

各国政府調達規則等に関する調査

方、
3次サプライヤー、
4次サプライヤーを含めた

するリスクの可視化を支援します。

水面下のサプライチェーンリスク
（イメージ）
通常取引にて相対するサプライヤー

援します。

たとえば、多くの取引において関係の発生する
米国では、連邦調達規則（Federal Acquisition

による調査を行うため、サプライヤーに対して
依頼をする必要がありません。

実際に国内外で実施した調査の結果、以下の

ようなリスクを検出しています。
■

不適切な部材の混入

求められる強度を満たさない部材や必要な
加工がされていない部材の納入による最終

■

製品の耐性不足や事故の発生

好ましくない株主・資本の流入

当該国の安全保障上好ましくない国・地域の
出・技術流出の懸念

国の規制への対応が必要となります。また、直

を活用し、
これらの法規制に関する調査を支

造企業等と接触することなく、公開情報を中心

とした各種情報源を活用し、独自の検索手法

に関与する企業に対する買収に伴う情報流

政府を経由した取引が必要となることから、各

そこで、
トーマツは各国の専門家ネットワーク

けるリスク等の分析を行います。その際に、製

企業による、安全保障上重要な製品の製造

政府機関となることや、共同開発等により他国

接の取引対象に含まれない国・地域の法規制

る製品等のサプライチェーン全体像を把握し、

を把握し分析することは容易ではありません。 ネガティブな印象を与える質問や情報提供の

そこで、
トーマツは、
サプライチェーン及び内在

防衛装備品の移転に際しては、最終納入先が

の域外適用を受ける可能性もあります。

サプライチェーン及びリスクの可視化

震災や災害による供給遅延・停止や不適切な

これらの調査結果を元に、重大なリスクへの
2次以降のサプライチェーンにおいて
重大なリスクが潜んでいる可能性

対応方針やモニタリング方針について対象と
なるサプライチェーンの特性を踏まえて提案し

ます。

サプライチェーンリスク可視化（イメージ）

Regulations）、国防連邦調達規則補足（De-

partment of Defense FAR Supplement）、及
び原価計算基準（Cost Accounting Stan-

dards）を中心に、各種の規則等に対応する必

要が生じます。
また、原価計算の考え方の差異

を認識しなければ、本来請求するべき原価が

請求できず、不利益につながるため、
これらの
規則等に関する情報の収集・調査に関する支
援を行います。

サプライチェーンにおけるリスクの所在を
可視化することにより有効な対策の検討を
可能にします
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教育セクター関連サービス

教育セクターが直面する経営環境の変化に対応するため、
さまざまなアドバイザリー業務を提供します

サービス展開領域とその市場

近年、教育機関は、経営環境の変化を迎えてい

ます。少子高齢化や学習者動態の多様化、
また

求められる教育の先進化、質の向上を背景に

収入の伸びが限定的となる一方、施設やテクノ

ロジーをはじめとする多額の投資や教職員人

件費の高騰など費用増加の圧力が強くなって

きています。
こうした教育機関の直面する変化
に対して、民間事業者において学習者や教育

者、
またそれらの方々をサポートする支援事業

者に対するサービスの多角化、高度化が進め

られるなど、本領域への注目は益々高まってい

ます。
また、中央省庁や地方公共団体において
は限られた財源をエビデンスを持って、適切に
配分することに加え、あるべき次世代の教育
像の構築や社会課題の解決などを念頭に活

動されています。知的財産、ICT、産業人材育

成、地方創生のコンテクストの中での教育はそ

の一環にあります。

トーマツにおける教育セクターでは、上記市場

トーマツの教育セクターサービス
テーマ

強固な
収入基盤

×

コストの
適正管理

×

ガバナンス・
組織・
人事体制構築

×

教育・研究・
地域連携の
充実

アドバイザリーサービスの例

ビジョン・ミッション設計、中長期経営計画策定、
グローバル展開戦略
学生確保戦略、広報戦略、留学生確保対策、離学者対策

ステークホルダー
（家族、企業、地域等）満足度向上

収入ポートフォリオ再編、寄付金獲得強化、知財活用・事業化

事業目的別損益管理プロセスの構築、KPIモニター管理会計対応
間接材等コストの削減、設備メンテナンス最適化
ICT設計対応、
キャンパスのテクノロジー化

業務プロセスの改善（業務効率化）、
シェアード化

事務組織等の再設計、系列化、学部・学科再編、統廃合

人事戦略策定、人事制度構築・再設計、教職員アセスメント体系構築、有期雇用者への対応
内部監査の高度化、公的研究費の管理・監査体制の構築

情報セキュリティ監査、情報セキュリティ確保のための内部監査の高度化

エンロールメント・マネジメント対応

教育の質の向上（教育関連調査）、教職員確保対策、FD／SD

グローバルリサーチ／グローバル展開の促進

IRシステム構築、産学官民連携／社会活動・地域連携策構築

アドバイザリーサービス

また、近年は、各教育機関を取り巻く外部環境

て教育業界への専門的知見を有した最適なメ

顕在化している事例が数多く発生しています。

の変化や内部環境の課題により経営リスクが

背景を踏まえ、教育機関（国立大学、学校法

トーマツのサービスは、お客様のニーズに応じ

る
（国内外において本領域に参入を検討され

ンバーで提供します。
「経営戦略」、
「業務改善」、 トーマツは、各教育機関が学内におけるこれら

を提供しています。

用）
に資するサービス、
ガバナンス・教育や社会へ

人、公立大学等）
や教育領域において活動され

「
、テクノロジー」
「
、トレーニング」
「
、調査・
る）民間事業者、中央省庁及び地方公共団体 「人事」
「
、ガバナンス」
など、
収入
（収益）
・支出
（費
に対しアドバイザリーサービスや監査サービス 分析」
教育業界は公共財を扱うものの、持続的な教

の貢献に資する施策を展開しています。
これまで

の様々なリスクを的確に識別し、対応していく
ガバナンス体制の構築を実現するサービスを
提供しています。

育を担保するために経営が不可避である市場

と異なる社会環境・事業環境において、
教育機関

トーマツのサービス特性

有であり、
トーマツは教育をトピックに専門

が上記領域における最適なマネジメント・システ

ワークとの密な連携を図っています。
これによ

です。
ここにフォーカスしたアドバイザーは稀

チームを形成し、サービス展開するアドバイザ

リーファームとして、業界における優位性を確
立しています。

をはじめ、
民間事業者、
中央省庁・地方公共団体

ムの構築及び戦略立案を実現するパートナーと

してサービスを提供しています。

ガバナンス強化に関するサービス

トーマツは、多数の国公立大学法人や学校法

人等を中心とした教育機関に対する会計監
査・アドバイザリー業務の経験に基づき、会計
監査業務を通じて会計上や内部統制上の課題

等を明らかにしていきます。国公立大学法人や

学校法人が抱えるこれらの課題を解決すべくタ

イムリーに助言を行い、付加価値の高い監査を
実施します。
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世界に展開するDeloitteのグローバルネット

り、日本に限らず、北米、
ヨーロッパ、中南米、
ア
ジア・パシフィック、
アフリカなど全世界の先進事

例やノウハウを有し、
各地と連携したサービスを
提供することが可能です。

日本国内では、会計監査のほか、調査・分析、

ガバナンス、テクノロジー、サイバーセキュリ

ティ、
ティーチングなどのアドバイザリー業務を
提供する様々な専門人材を有し、皆様のニーズ

に合わせた最適なサービスを提供することが
可能です。

サービス拠点

有限責任監査法人トーマツ 東京事務所

丸の内オフィス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
Tel: 03-6213-1250
Fax: 03-6213-1255

有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所

〒450-8530 愛知県名古屋市中村区名駅１-１-１ JPタワー名古屋
Tel: 052-565-5511
Fax: 052-569-1394

有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング
Tel: 06-4560-6033
Fax: 06-4560-6039

有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ
Tel: 092-751-1719
Fax: 092-751-8990

Osaka

Fukuoka

Tokyo
Nagoya

全国の地区事務所による地域密着・高品質な

プロフェッショナルサービスを提供する体制を構築しています
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有限責任監査法人トーマツ パブリックセクター
E-mail: jppshc@tohmatsu.co.jp
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