
～制度導入の実際と政策マネジメントへの活用～

セミナー

於 東京ビッグサイト会議棟

1階レセプションホール

平成平成2424年年1111月月1313日火曜日日火曜日

主催：東京都、大阪府、愛知県、新潟県、東京都町田市

後援：総務省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、

日本公認会計士協会

当日プログラム

【問い合わせ先】
東京都会計管理局管理部会計企画課 セミナー事務局
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎12階北側
TEL 03-5320-5964（直通） E-MAIL： S0000539@section.metro.tokyo.jp

会場案内図

・ 会場内は大変混雑いたします。お席は空けずに前からお座りいただき、手荷物を空いた
席に置かないようお願いいたします。

・ プログラム中の撮影は、ご遠慮ください。
・ プログラム中、携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードにセットしていただ

きますようお願いいたします。
・ 会場内での飲食はご遠慮ください。
・ 喫煙スペースは場外所定の喫煙スペースをご利用ください。
・ プログラム中、具合の悪くなった方は、お近くの係員へお声かけください。

会場内での諸注意

第一分科会
会場

基調講演
および

第二分科会
会場

受付ロビー トイレ

トイレ

出入口

出
入
口

喫煙所(場外）



プログラム

12：00 （開場）

13：00 （開演）

13：03～13：08 主催者代表挨拶

13：0８～13：13 来賓代表挨拶

東京都副知事 安藤 立美

日本公認会計士協会常務理事 関川 正 氏

13：15～14：00 基調講演

講師 清水 涼子 氏

講師・コメンテーター紹介

17：00 （閉会）

14：00～14：15 （休憩）

14：15～17：00 分科会発表

第一分科会「新公会計制度の導入に向けて」 第二分科会「新公会計制度の活用について」

14:15～15:00 東京都

「固定資産台帳整備の基本手順について」

15:00～15:45 東京都町田市

「基礎的自治体における本格導入の手順」

15:45～15:55（休憩）

15:55～16:40 大阪府

「短期間での導入ノウハウ」

14:15～15:00 東京都

「新公会計制度の活用について」

15:00～15:45 大阪府

「セグメント毎の正確な財務情報の把握」

15:55～16:25 愛知県

「愛知県の新たな公会計制度(案)

の概要について」

16:25～17:00 東京都町田市

「ミクロの視点での活用方法」
16:40～17:00 （自由質疑）

コメンテーター 鵜川 正樹 氏 コメンテーター 米田 正巳 氏

〇基調講演 講師

清水 涼子 氏 【関西大学大学院会計研究科教授、大阪府監査委員 】
しみず りょうこ

東京大学法学部卒業、公認会計士。中央新光監査法人入所。監査部門、公共セクター部 
を経て、平成19年から現職（公会計・監査、非営利会計）。国際会計士連盟国際公会計基 
準審議会日本代表委員、防衛省、財務省等政府関係審議会、兵庫県、神戸市等地方公 
共団体関係審議会委員等を歴任。平成21年7月より大阪府特別参与（新公会計制度アド 
バイザー）、平成23年7月より大阪府監査委員を務める。主な著書は、『公会計の基礎知識 
─各国基準と国際公会計基準─』ほか多数。

〇第一分科会 コメンテーター

鵜川 正樹 氏 【公認会計士、監査法人ナカチ社員、

東京都会計基準委員会副委員長 】

うかわ まさき

〇第二分科会 コメンテーター

米田 正巳 氏 【公認会計士、早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師、

東京都会計基準委員会委員長 】

よねだ まさみ

昭和52年慶應義塾大学経済学部卒業、平成17年中央大学専門職大学院国際会計研究 
科修了、平成24年中央大学大学院博士後期課程修了。博士（会計学）。武蔵野市役所、 
監査法人中央会計事務所、バークレイズ信託銀行を経て、鵜川公認会計士事務所、（株） 
ナカチ公会計研究所代表取締役、監査法人ナカチ社員。東京都専門委員、武蔵野市専 
門委員、参議院決算調査室客員調査員、藤沢市監査委員を歴任し、「東京都会計基準委 
員会」副委員長、日本公認会計士協会「地方公共団体監査専門部会」、「今後の公会計基 
準検討部会」専門委員、総務省「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」委員など。 
主な著書は、『自治体会計の新しい経営報告書』（共著・2006年）、『すぐに役立つ公会計 
情報の使い方』（共著・2010年）ほか。

早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了、公認会計士。中央監査法人の代表社員を 
経て、米田公認会計士事務所開業。早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師、「東京都 
における財務諸表の活用に関する研究委員会」委員、「東京都会計基準委員会」委員長な 
ど。主な著書は、 『早分かり自治体の公会計・監査の実務入門』（共著・2002 年）ほか。

「市民目線に立った行政経営のために」
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