
新公会計・公共施設等総合管理計画担当 

１ 新公会計制度 

 平成 28年度に新公会計制度を導入するため、日々仕訳に対応した財務会計システムの構築を進め

るとともに、予算の組替えや制度により作成される財務諸表の活用に向けた検討等を行った。 

（１）議員説明会 

  日 時  平成 27年 11 月 13日（金）午後１時 30 分から 

場 所  市役所第２棟４階第１委員会室 

内 容    ・講 演 「新公会計制度でここが変わる ～市民に分かりやすい“使える公会 

計”とは～」 

講 師 公認会計士 宗和 暢之 氏 

・説 明 「平成 28年度当初予算はここが変わる」 

  説明者  企画財政部主幹 森谷  稔 

（２）管理職員研修 

日 時  平成 27年 12月 17 日（木）午前 10 時から 

場 所  商工会館３階ホール 

内 容  議員説明会と同様 

２ 公共施設等総合管理計画 

  今後の公共施設等のあり方に関する基本方針を定めることを目的とした「公共施設等総合管理計

画」を平成 28年度に策定するため、その基礎資料として、公共施設等の老朽化の状況や更新費用の

推計等を掲載した「公共施設白書」を作成し、現状の把握と課題の整理を行った。 
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