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 地方自治体関係者の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 有限責任監査法人トーマツでは、中央省庁、地方自治体、およびそれらの外郭団体（第三セ

クター、公益法人など）ならびに独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人、学校法人

などのパブリックセクター（公的機関など）に対して、会計監査に加え、パブリックセクター

の特徴を十分に踏まえた「行政経営」という視点から、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業務を実現してきました。また、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提供体制も構築しております。 

 近年、地方自治体を取り巻く環境が著しく変化するなかで、住民への説明責任は一層その役

割を増しています。また、これまでの会計監査やコンサルティング業務の経験から、地方自治

体における監査機能の充実・強化を図り、地方自治体のガバナンスの向上や行財政運営の効率

化などに貢献していくことを、当監査法人としての重要な責務のひとつとして取り組んでおり

ます。 

 この度、この取組みを更に推進するために自治体監査イノベーションフォーラムを開催する

ことといたしました。広く国内外から、地方自治体の監査機能強化を実行している第一線の皆

様を招聘させていただき、特に、今後の地方自治体における内部監査機能の強化・充実を中心

に地方自治体の皆様とこれからの自治体監査について考えていきたいと思っております。 
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ご挨拶 
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 本フォーラムに、ひとりでも多くの地方自治体関係者の皆様

にご参加いただき、今後の行政経営におけるイノベーションの

ヒントとしていただければ幸いです。 

 



 自治体の財政状況が厳しいなかで、地方自治体が自らの財務状況に関する正確な情報を積極

的に開示し、住民の理解を得て財政運営を行うべきであるという、ニュー･パブリック･ガバナ

ンス（ＮＰＧ）の手法を実施すべきという声が、近年非常に高まってきています。また、定住

自立圏構想や地方中枢拠点都市構想など、自治体間の水平的補完関係の強化が期待される昨今、

事業や施策実施における経済性、効率性、有効性の追求が、これまで以上に求められています。

これらの要請に適確に対応していくためには、外部監査機能の強化を通じてガバナンスの向上

を図ることに加え、内部監査機能の充実を通じてマネジメントの拡充を図ることが必要です。 

 監査制度の充実・強化については、第29次地方制度調査会においても審議され、平成21年6

月に「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」が出されています。また

平成25年3月には「地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書」が公表され、監査機能の

充実・強化のための具体的な方策について論点が整理されています。これらを受けて今後は、

現行の監査制度の課題やあるべき方向性に関する議論を深めていくとともに、外部監査機能に

加え、内部監査機能の充実・強化に向けた具体的で革新的な展開、すなわち、監査に関するイ

ノベーションを実現する段階にあると考えています。 

 有限責任監査法人トーマツでは、自治体における監査のイノベーションを実現する必要性を

自治体関係者の皆様と共有し、その方向を探るために、今回の自治体監査イノベーションフォ

ーラムを開催いたします。また、国外に目を向ければ、EUは最近直面した欧州債務危機によ

り、公共部門の財務管理を徹底するには外部監査と内部監査の有機的協働が重要であるという

ことを経験しています。そこでEUインスティテュート関西の協力も受け、ゲスト・スピーカ

ーとして英国勅許公共財務会計協会（CIPFA）の前事務総長であり、欧州債務危機の際に公共

部門の財務管理の重要性を提唱し、ブレア首相（当時）とも意見交換をされた Steve Freer氏

をEUから招聘いたしました。 

 また、日本国内から招聘した講演スピーカーとパネリストは、自治体の監査、財務管理、会

計、内部統制等に深い造詣をお持ちであり、各界でリーダーとしてご活躍の皆様方です。 

 なお、2014年1月に設立予定のCIPFA日本支部（支部長 関西学院大学石原俊彦教授就任予

定）の設立趣旨、活動内容、自治体関係者に向けた地方監査会計技能士（Local Government 

Auditing and Accounting Technician : LGAAT）制度構想などについても紹介を行う予定で

す。 

 

 

                          

フォーラム開催の趣旨 
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13:00 – 13:30 受付 

13:30 – 13:45 

 

開会の挨拶 

有限責任監査法人トーマツ   

13:45 – 14:45 

【講演1】 

欧州債務危機と財務管理の重要性  

－監査機能充実・強化の必要性－ 

英国勅許公共財務会計協会（CIPFA）前事務総長 
英国バーミンガム美術館館長      Steve Freer 氏  

14:45 – 15:00 コーヒーブレイク 

15:00 – 15:20  

【講演2】 

自治体の不正根絶と監査機能の強化 

弁護士              住田 裕子   氏 

15:20 – 15:40 

【講演3】 

英国政府のパブリック・ガバナンス 

－英国財務省とCIPFAの訪問を経験して－ 

公明党   参議院議員      竹谷 とし子  氏 

15:40 – 16:00 

【講演4】 

監査共同組織の設置による内部監査の充実 
岡山県瀬戸内市長         武久 顕也   氏 

16:00 – 16:20 コーヒーブレイク 

16:20 – 17:30 パネルディスカッション 
「わが国自治体改革の新潮流 
 － 内部監査機能の強化とガバナンスの向上－」 
パネリスト： 
公明党   参議院議員      若松 謙維   氏  
自由民主党 衆議院議員        務台 俊介   氏 
山口県下関市長          中尾 友昭   氏  
福岡県監査委員・西南学院大学教授 伊藤 龍峰   氏  
有限責任監査法人トーマツ     世羅  徹 
ファシリテータ： 
関西学院大学教授         石原 俊彦   氏  

17:30 – 17:45 閉会の挨拶 

有限責任監査法人トーマツ 

18:00 – 19:00 

 

レセプション 

スケジュール 

 

     

※プログラム・講演者は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。 

2014年2月14日（金） 

ホテルニューオータニ ガーデンタワー 鳳凰の間 
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Steve Freer 氏  
Ex-Chief Executive, The Chartered Institute of Public 
Finance and Accountancy  
The Chair of Birmingham Museums Trust 
英国勅許公共財務会計協会 前事務総長  
英国バーミンガム美術館館長  

バーミンガム市、ノッティンガムシャー県、ウォーリックシャー県の3
つの地方自治体で上級財務担当者を経験し、クーパース＆レイブランド
社（現在のプライス・ウォーターハウスクーパース社）で、経営コンサ
ルタントとしても活躍。また、公共監視センター（The Centre for 
Public Scrutiny）や地方政府リーダシップセンター（The Local 
Government Leadership Centre）の理事、国際会計士連盟の技術顧
問などを務める。さらに、英国皇太子による会計に関する持続可能性プ
ロジェクトのアドバイザリーグループの一員でもある。 
専門分野は、公共団体の財務管理やガバナンスであり、多くの公共団体
における横断的な組織体制の構築に貢献している。 
 
英国勅許財務会計協会 HP： http://www.cipfa.org 
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住田 裕子 氏 
弁護士 
ＮＰＯ長寿安心会代表 

1979年東京地検検事に任官し、以後、大阪等各地の地検検事として転
勤を重ね、1987年に女性初の法務省民事局付検事として民法・国際私
法等の改正を担当。1990年に全省庁女性初の法務大臣秘書官に就任。
その後、司法研修所教官等を経て、1996年弁護士登録し、さまざまな
公職や獨協大学特任教授などを歴任。2012年加古川市贈収賄事件の第
三者委員会「市汚職事件調査・再発防止対策委員会」委員長を務めた。
現在、ＮＰＯ長寿安心会の代表として長寿社会の安全安心な社会づくり
と東日本大震災の復興支援のために奮闘中。「住田裕子の老後安心相談
所」「住田裕子の離婚相談所」などの著書・論文多数。 

講師のご紹介 
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武久 顕也 氏  
岡山県瀬戸内市長 
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 准教授 

英国バーミンガム大学地方政府研究所（INLOGOV）に留学、MBA
（Public Service）を取得。その間、バーミンガム市役所で公共サービ
スの評価、改善に関わる。帰国後、監査法人トーマツ（現有限責任監査
法人トーマツ）で自治体の包括外部監査やコンサルティングに従事する
傍ら、関西学院大学で自治体マネジメントについて教鞭をとる。2009
年より、故郷である岡山県瀬戸内市の市長に就任。現在2期目。 

講師のご紹介 

竹谷 とし子 氏  
公明党 参議院議員 公認会計士 
参議院 災害対策特別委員会 委員長 
行政改革推進本部 公会計委員会 委員長 
         独法・特会改革委員会 事務局長 

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）勤務を経て、1996
年から経営コンサルタントとして、日本国内および海外で業務改善や
ICT導入による企業資源の “見える化” を推進。2010年 参議院議員に
初当選し、公明党行政改革推進本部 公会計委員長として、国と地方の
“財政の見える化”に尽力中。 



中尾 友昭 氏  
山口県下関市長  
税理士  
                                          
下関市議会議員、山口県議会議員を経て2009年３月に下関市長に就任。 
市長就任時から自治体経営における複式簿記の重要性を説き、幹部職員
をはじめ新規採用職員に至るまで簿記取得を推奨し、自ら簿記研修講師
も務める。また「わかりやすい決算書」を作成、公開することで住民に
対して市政の成果を公表し、財政状況についての理解を求めている。 
現在２期目。”ふく“※の本場下関において「ふぐ処理師（山口県）」の
資格を有し、ふく刺しを引くことができる。 

 ※下関では“福”にあやかって、ふぐのことを”ふく“と呼びます。 

パネリストのご紹介 

6 

若松 謙維 氏  
公明党 参議院議員  
公認会計士 税理士 行政書士 
 
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）に入社し、シアト
ル、サンフランシスコ、ロンドンなどの海外勤務を経験し、国際経営
コンサルタントとして勤務。衆議院外務委員会、決算委員会、行政改
革特別委員会、総務理事、地方制度調査会（内閣総理大臣の諮問機
関）委員（2002年1月8日辞任）、総務副大臣などを歴任。 現在、公
明党政務調査会総務部会会長代理、税制調査会副委員長、公会計改革
委員会副委員長、行政改革推進本部副本部長、党中央会計監査委員な
どを務める。 

務台 俊介 氏  
自由民主党 衆議院議員      
神奈川大学法学部自治行政学科教授（行政学、地方自治論） 
 
総務省（旧自治省）出身、茨城県庁総務部長、総務省自治財政局調整課
長などを歴任。自治体国際化協会ロンドン事務所長時代に欧州の先進的
地域政策、地方自治の実践例を日本に紹介するとともに、CIPFAとの接
点を持ち、関西学院大学石原教授をCIPFA理事長に紹介。自民党総務部
会副部会長、水道事業促進議員連盟事務局長なども務める。  



伊藤 龍峰 氏  
西南学院大学商学部教授 
西南学院大学キャリアセンター長 
福岡県監査委員 
福岡市特別職報酬等審議会会長                           
 
2006年～2008年度 公認会計士試験委員（監査論担当）、学校法人西
南学院理事、西南学院大学商学部長、同図書館長、同学生部長等を歴
任。 
専門分野は、財務諸表監査論、地方自治体監査制度論。 
著書・論文等は、「会社簿記入門」「監査論入門」「監査基準の意義
と役割」「監査委員監査をめぐる諸問題－期末監査としての決算審査
について－」「PCAOBにおける監査報告書拡充の議論－PCAOB 
Release No. 2013-005 “Proposed Rule”について」等多数。 
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石原 俊彦 氏 
関西学院大学大学院経営戦略研究科教授 博士（商学） 
公認会計士 英国バーミンガム大学公共政策学部客員教授 
英国勅許公共財務会計士協会（CIPFA）名誉会員  
英国勅許公共財務会計士（CPFA） 

内閣府第30次地方制度調査会委員、総務省地方行財政検討会議構成員、
総務省今後の新地方公会計の推進に関する研究会構成員、日本公認会計
士協会本部理事、京都府参与（業務改善担当）、兵庫県豊岡市行政改革
委員会委員長などを現任・歴任している。 
専門分野は、地方自治体・大学・病院のマネジメントとガバナンス。公
共サービスの改善（Improvement）と公共団体のイノベーション
（Innovation）に詳しく、公共部門の効率性・有効性の向上に向けたマ
ネジメント改革を推進している。また、全国各地で自治体職員に対する
講演・研修の講師として活動している。 

 

パネリスト・ファシリテータのご紹介 

世羅 徹 
有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業本部 
行政経営推進室リーダー    
パートナー 公認会計士 

上場会社・会社法監査などを行った後、パブリックセクター部に移籍
し、独立行政法人等の会計監査のほか、国・地方自治体に対するコン
サルティング業務に従事。総務省公営企業経営アドバイザーのほか、
多くの地方自治体の行政改革委員等を務める。計画策定、事業評価、
施策評価、施設分析、公会計改革などのほか、包括外部監査を数多く
経験。 
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本フォーラムの開催にあたり、EUインスティテュート関西 にご協力を頂いております。 

欧州統合が進み世界でEU（欧州連合）の果たす役割が重要性を増すなか、日本に於けるEU
への認識は未だ充分ではないことから、欧州委員会の資金援助を得てEUインスティテュー
ト関西（EUIJ関西）は2005年4月に神戸大学（幹事校）・関西学院大学・大阪大学からな
るコンソーシアムとして設立されました。EUIJ関西は、EUに関する教育・学術研究の促進、
広報、情報発信を通して日本・EU関係の強化に貢献する活動を行うとともに、2009年以
降コンソーシアム構成3大学に、京都大学経済研究所、関西大学、和歌山大学、香川大学経
済学部、奈良女子大学の5大学を協定校として加え組織を拡大して活動しています。 



 お申込み方法 
Webサイト（http://www.tohmatsu.com/semi50）よりお申込ください。  
※本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。 
 ご記入いただく内容は、SSL暗号化通信により内容の保護をはかっております。 
※過去に当グループ各社のセミナーにお申込みいただいた方、または現在トーマツのメールマガジン 
をご購読いただいている方は、ご設定済みのID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。 

※お申込みは1名様ずつのご登録が必要になります。 
※まだID・パスワードをお持ちでない方は、上記Webサイトより、[新規ユーザー登録はこちら]をク
リックし、ID・パスワードを設定してユーザー登録をお願いします。その後、設定したID・パス
ワードでログインしてセミナーにお申込ください。 

 定員   300名（※定員に達し次第、締め切らせていただきます。また、定員数が限られておりま  
      すため、１団体あたりの参加人数を限らせていただく場合がございますことを、予めご了 
      承ください。） 
 
 参加費  無料 
 
 会場   ホテルニューオータニ ガーデンタワー 鳳凰の間  

お申し込み方法・お問い合わせ先等 

 お問合せ先  
〒100-6211 東京都千代田区丸の内1-11-1 PCPMビル 
有限責任監査法人トーマツ 東京事務所 パブリックセクター部 担当：田中 
TEL：03-6213-1250 FAX：03-6213-1255 E-mail：jppshc@tohmatsu.co.jp 
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トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそれらの関

係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社および
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