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毎年７月は英国本部の年次カンファレンス Annual conference が開催
されます。今年は７月９日（火）から２日間の日程で、バーミンガムのコ
ンベンションセンターで開催されます。日本支部からは合計６名が出席
し、８日の理事長夕食会 President Dinner にも招待されています。
日本支部の年次カンファレンスは毎年９月に開催されています。今年は
９月１６日（月・祝）に関西学院大学会館で開催予定です。今年の日本支
部 の 年 次 カ ン フ ァ レ ン ス に は 、 CIPFA の 元 理 事 長 で も あ る John
Matheson 氏がスコットランドから出席されて、NHS に関する特別講演
を行われます。また、2020 年の日本支部年次カンファレンスには CIPFA
の現事務総長である Ronb Whiteman 氏が、公務として来日予定です。
EU からの離脱、新しい首相の選出など、英国を取り巻く諸環境は大きく
変化しています。このなかで、公共の財務管理がいかに遂行されていくか
を吟味することは、日本の公共部門の財務管理にも有用です。日本支部の
年次カンファレンスに、多数の会員各位のご参加をお待ちしています。申
し込みは以下のこくちーずから、よろしくお願いいたします。

https://kokucheese.com/event/index/565082/
地方公監査を取り巻くわが国の状況は重要な局面を迎えています。地方
自治法第 150 条の改正で、内部統制体制の整備が日本全国の自治体の課
題となっています。日本支部会員が、全国の自治体で内部統制構築のアド
バイザー的な役割で参画するケースも増えてきました。内部統制の構築は
監査委員監査の進め方にも大きな影響を及ぼしています。リスク・アプ
ローチ監査の徹底がその根底にありますが、金融庁監査基準、総務省監査
基準（案）、全国都市監査委員会の都市監査基準の 3 つの監査基準は、内
容も記述もばらばらの状態にあります。2018 年度と 2019 年度の
CIPFA Japan Textbook は大部の合作として『自治体の内部統制と監査
基準』（案）として出版予定です。2019 年度には、このテキストを使用
して、日本全国で自治体の内部統制と監査基準の研修会を開催予定です。
日本支部では 2018 年度に商業簿記初級と原価計算初級の音声教材を開
発しました。商業簿記３級の音声教材についても、2019 年度中に会員各
位に配信予定です。商業簿記初級と原価計算初級の音声教材を希望される
会員は（member@cipfa.jp）まで、会員番号と氏名を記載して申し込み
ください。フェイスブックのグループに登録します（登録後、任意に音声
教材をダウンロードできます）。また、９月 4 日（水）16:00 からは、英
国のケントビジネススクールからカティカス博士を招聘して、公共部門の
統合報告について研究会を開催予定です。
石原

俊彦（日本支部長）
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スコットランドにおいて福祉と医療の統合を妨げている予算統制

出典：Public Finance 2019 年 2 月 5 日（火曜日）
スコットランド政府とスコットランド地方自治体協会（COSLA）が行った進捗レ
ビューによると、スコットランドにおいて、公共の主体が不本意に予算統制を放棄する
ことにより医療と社会福祉の統合が妨げられています。このことは昨日公表されました。
またレビューでは、自治体と（NHS スコットランドの）医療委員会は、医療と社会福
祉に共有の資源として、新たな統合共同委員会の資金を取り扱わなければならないとさ
れています。
「我々は、どの公共の主体がどれだけの資金を拠出するかではなく、成果に焦点をあ
てるべきである」とレビューは述べています。
統合委員会の資源は、医療または社会福祉に帰属していたというような当初のアイデン
ティティを失い、1 つの予算になることが重要です。しかしながら、このことは、委員
会が、これらの資源の使用に対して説明責任を果たすことを妨げるものではないとレ
ビューは指摘しています。
「サービスは、供給側の組織よりも需要側の利用者のニーズに優先順位を与える柔軟
で持続可能な財務の仕組みに支えられていなければならない」とレビューは指摘してい
ます。
レビューではまた、毎年 3 月末までに、統合委員会への予算の委譲が合意され、各委
員会は明白で慎重な基金の考え方を作成することが求められています。委員会の最高財
務責任者（CFO）の利害の衝突を避けるため、評価も導入されなければならないことが
指摘されています。
レビューでは、グッドプラクティスは開発されているが、これがすべての地域に展開
されていないとされています。統合の速度と効果を上げなければならないと結論づけて
います。
レビューは、「我々は、取り組むべき課題があることは知っている。変化を促すため
にグッドプラクティスを活用し、スコットランドの人々のために真に統合をもたらすた
めの改革を行いたい」と述べています。
地方のパートナーは、統合を機能させ、取るべきリスクを明確にし、これらのリスク
の軽減を確実にするために必要な困難な対話を行わなければなりません。
レビューよりも先に、予算の圧力と長期の財政計画の欠如によって、統合が弱められ
ているとしたスコットランド監査局の重要な報告が 11 月に行われています。
ジーン・フリーマン保健相は、スコットランド政府と COSLA は、行動を共にすると
ともに、個々の役割における進展を加速させなければならないと指摘しています。彼女
は、「市民のニーズに焦点をあてた真に統合されたサービスには、リーダーシップと個
人の関与が必要である。我々には取り組むべき課題があり、スコットランドの人々に統
合をもたらすために、適応し、折り合いをつけ、互いに支援する必要性を認識している」
と述べています。
COSLA の医療と社会福祉の広報担当者であるスチュアート・カリー氏は、「今日ま
で、統合はうまく進展しているが、スコットランド監査局が強調してきたように、常に
やるべきことは存在していた。我々は、レビューの提案を歓迎する。システムを越えた
委員会の支持は、医療と社会福祉の統合の問題への関与に対する力強いメッセージを
送っている」と述べています。
スコットランドには、約 90 億ポンドの組み合わされた予算を持っている 31 の統合委
員会が存在し、それぞれの地域で医療と社会福祉のサービスの戦略的計画とコミッショ
ニングに責任を持っています。
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訳出：行正

２

彰夫（日本支部登録理事）

政府は保育制度を見直すべきだと強く主張

出典： Public Finance 2019 年 2 月 8 日（金曜日）
政府の 30 時間の保育制度は、最貧層の子どもたちを救うことができない「深刻な不利
益」をもたらす制度であると下院議員たちは警告しています。
1 週間に 16 時間（25 歳以上の場合は 125 ポンド）以上の最低賃金または生活賃金
を稼いでいる親は、30 時間の無料保育を請求することができます。しかし、教育委員会
は、この基準を引き下げるべきであると主張し、そして、追加の資金は、恵まれない子
供たちのための幼児教育に振り向けられるべきであると主張しました。
サットントラスト教育慈善団体（Sutton Trust education charity）によると、委員
会は恵まれない子どもたちと恵まれている子どもたちとの間の教育による能力獲得の
ギャップは、5 歳までにすでに明らかにあるとしています。 そして、そのギャップは、
今後の教育をどのように受けるかによってさらに広がるとしています。
報告書は、非課税保育と 30 時間の無料保育制度の導入は、「公立保育への支出が、よ
り裕福な家庭に対して振り向けられるものである」としています。 2016 年に年収
19,000 ポンドの生活賃金を稼いでいる家庭は、年間 10 万ポンドを 2 人で稼ぐ家庭よ
りも、育児支援金を 6％多く受け取るだろうとしています。 しかし、現在、前者は、後
者よりも、育児支援において 20％も少ない受け取りとなっています。
その報告書で強調されている地域で運営されている保育園において、どのくらいの資
金を受け取るかについて知るために、支出に関するレビューまで待つことができないと
下院議員は主張しています。委員会は、政府は会計年度末までに、保育園を維持するた
めに資金を提供できるよう計画し、実行すべきであると述べています。
地方自治体協会の子供および青少年委員会の議長であるアントワネット・ブランブル
氏は、「現在の資金が、2020 年を超えて維持されない場合、評議会は保育園運営の将
来について深刻な懸念を抱いています。このことは、恵まれない子供や特別な教育的
ニーズを持つ子供たちを支援している保育園に大きな悪影響を及ぼすことになるでしょ
う」と述べています。
教育委員会の委員長であるロバート・ハーフトン氏は、次のように述べています。
「悲しいことに、われわれは、恵まれない子供たちが、他の子どもたちに遅れて学校に
通いだしている実情があり、これらの問題に取り組まなければ、中学校までに学力格差
はさらに広がります」。また、「政府は、30 時間の保育サービスを改革し、最も恵まれ
ない人々の支援に焦点を当てることが重要です。また、 政府は、恵まれない子供たちに、
必要とする資金援助が確実に届けられるよう保育園運営を行っていかなければならなり
ません」。
教育政策研究所のシンクタンクの初期の副理事長であるサラ・ボネッティ氏は、次の
ように述べています。「政府は、恵まれない子どもたちに対する初期教育の重要性を認
識し、社会的流動を高めるための政策を実行しなければなりません。このことは、恵ま
れない家庭に対して仕事を見つけ、働く親のための 30 時間の保育を受ける権利が含まれ
ています。しかしながら、一方で保育を提供する側に負担をかけることにもなり、保育
の質に影響を与える可能性があります」。
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レイチェル・ウィルコックス氏、プログラム機能としてアカデミースクールの財務に
関する透明性と持続可能性に注目しています。
児童委員は最近、より多くの親がホームスクーリングを受けていることに気がついた
とのことであります。
URL：https://www.publicfinance.co.uk/news/2019/02/government-urged-refocuschildcare-scheme?fbclid=IwAR3Mw4pLwnJkfPVsCwyL4PGcJSxY4nPVfI8vGXuy8EwcxGl7LJfOxLPAjo

訳出：荒木

３

利雄（日本支部機関紙編集委員会副編集長）

英国経済、過去６年間で最低の成長率

出典： Public Finance 2019 年 2 月 11 日（月曜日）
昨年の英国経済は、EU 離脱の不確実性が残る中、2012 年以来最低の成長率に至るま
で鈍化しました。
本日発表された国家統計局によるデータでは、2018 年の通期 GDP 成長率は 2017
年の 1.8％から 1.4％に悪化しました。
データによると 7 月～9 月の成長率が 0.6％であったことに比べて、第４四半期（10
月～12 月）で 0.2％まで落ち込んだことが要因です。
シンクタンクである Resolution Foundation の調査局長である James Smith 氏は、
当期は EU 離脱までの成長鈍化も影響し更なる鈍化を見込んでいます。
Smith 氏は、次のように述べています。グローバル経済が弱含みの中、2018 年度末
までに経済成長は著しく鈍化し、EU 離脱の不透明感はさらに高まります。
ここ何週間で打ち出された景気悪化への対策を伴う 12 月での急激な収縮は、更なる成
長鈍化を示すことになります。
Smith 氏は、次のように指摘しています。英国経済は、予算責任局が 2016 年の国民
投 票 よ り 以 前 に 想 定 し て い た よ り も さ ら に 1.2 ％ 縮 小 し て い ま す 。 Resolution
Foundation が試算したところ、英国全世帯収入は年平均 800 ポンドであり、予想より
も低い伸びとなりました。
国家統計局の数値では、サービス部門（小売り、 IT、専門家によるサービス）は
2018 年第四半期に 0.4％成長しました。一方、製造業のような生産部門は 1.1％悪化
し、建設業では 0.3％悪化しました。
公共部門の調達機関である Scape Group の社長である Mark Robinson 氏は、次の
ように述べています。11 月での上昇や好調な第３四半期によって、建設業は普通だと思
わせてしまうかもしれません。しかし、全ての職種での急激な悪化により、2019 年度
に向けて落ち込まないという楽観的な事業見通しを担保するため、政府や地方自治体は
パイプラインのプロジェクトの一層の透明性が求められています。
国家統計局で GDP の責任者である Rob Kent-Smith 氏は、次のように述べました。
自動車および鉄鋼生産の急激な落ち込みや建設業の悪化などにより、GDP は過去３か月
間で鈍化しました。しかし、医療、経営コンサルタント、IT のようなサービス部門は成
長を続けました。
英国の貿易赤字は過去３か月間でわずかに広がりました。一方、設備投資は再び落ち
込み、第４四半期も続いて同じ状況です。
1 月からの国家統計局によるデータでは、公的部門の借入は 2018 年 12 月で 30 億
ポンドにまで上昇しました。
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訳出：大西

４

ほとんどの自治体

弘一（日本支部研修参事）

地方税増税を計画

出典：Public Finance 2019 年 2 月 14 日（木曜日）
調査の結果、2019-20 年においてイングランドにおける９７％、つまり大多数の自
治体が地方税増税を計画していることが議会計画書で明らかとなりました。
シンクタンク・自治体情報ユニットによると、地方税を上げようとしている自治体の
うち、4 分の 3 が地方税の税率を 2.5%以上引き上げると分析しています。
地方税の税率を 3%以上引き上げる場合には、自治体の住民投票が必要となります。
議会が財政危機に直面する中、53%が今年度中に準備金を投入し、40%が 2 年連続
で実施する計画を今日発表した。
さらに 80％の自治体が財政の持続可能性に自信がないと回答したことを LGiU が発表
しました。
CIPFA による最新の分析では、イングランドの自治体の最大 15％が財政不安の危険
にさらされているとしています。
LGiU の調査に対する回答者は、法定サービスの提供能力に対する懸念を表明し、20
人に 1 人（イングランドでは 22 の議会）が、住民に法的最低限のサービスを提供でき
ない可能性があると示唆しています。
LGiU の最高経営責任者ジョナサン・カー＝ウェストは、「さらなる削減の中、地方議
会は、目的を達成するために抜本的な対策をする選択しかない」と述べています。
「将来的には、高齢者や弱い立場の子どもたちへのケアが、ショッピングセンターへ
の投資や駐車場から財源が回される可能性があります。それは経済が混乱した場合、重
大なリスクを伴うことになります」。
私たちは国の不確実性を乗り越えるために今以上に繁栄し、回復力のある地方自治体
部門を必要としていますが、長年の慢性的な資金不足は地方自治体に任せてきました。
英国の 353 の地方議会のうち 158 からの回答を受けた調査では、36％の地方議会
が、子供のサービスや教育が最も直接的な財政的圧力でになっていると述べています。
議会の 37％にでは、成人の社会的ケアは長期的に最大の財政上の圧力になるな財務上の
最大のプレッシャーであるとしています。
こうした状況にもかかわらず、29％の地方自治体が成人のソーシャルケアの活動を減
らす計画をし、チャイルドケアサービスを 24％削減する可能性もあると述べています。
法令外のサービス、図書館（議会の 32％）、芸術と文化（46％）、公園とレジャー
（45％）、ごみ収集（22％）、リサイクル（11％）道路（38％）も削減されると述
べています。
地方自治体協会の資源委員会委員長リチャード・ワッツは、チャイルドサポート、
ホームレスサポートの需要が高まっているのと同時に、数十年にわたって政府補助金に
よる協議会が直面している課題の深刻さを示している。と述べています。
The Municipal Journal に関連して実施されたこの調査は、広域自治体の 20 団体に
1 団体で、ギャング活動が児童関係サービスに財政圧力をかけている主な理由であるこ
とを判明しました。
MHCLG の広報担当者は、住民のニーズに応えるために、地元の自治体に今後 2 年間
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で 915 億ポンドを提供すると述べています。
当局は地元サービス提供を支援するために、今年度中に 10 億ポンドの追加資金を受け
る計画です。
来年度中に、より管理された資金、より公平な方法で、自治体にとってより自律的な
回復力のある資金を受け取ることになるでしょう。
今年の地方財政計画で、ジェームス・ブロークンシャー 自治相はノーザンプトン
シャーにカウンシル税を 4.99％まで引き上げる裁量を与えました。
公会計委員会は最近、英国政府は地方自治体の財政の持続可能性について「否定」し
ていると警告しました。
URL：https://www.publicfinance.co.uk/news/isx2019/02/nearly-all-englishauthorities-plan-raise-council-tax

訳出：飯田

５

哲也（日本支部財務理事）

廃棄物対策の変更のために支援を受ける地方自治体

出典：Public Finance 2019 年 2 月 19 日（火曜日）
英国の地方自治体は、環境大臣が発表した提案に基づき、毎週のごみ収集サービスを
提供することになります。
英国の環境・食糧・農村地域省は、廃棄物システムを見直すために一連の協議を開始
した、とミッシェル・ゴーブ氏が月曜日に発表いたしました。デフラ氏は、庭園のある
家庭ゴミの無料収集と同様に、「英国においては、家庭ごとに別々の毎週の生ごみ収集」
を実現する計画を強調しています。
また、「既存の複雑なリサイクルシステム」を簡素化し、企業が包括的に廃棄物を処
理するための全費用をまかなうことを検討する協議も開始されました。
英国政府は、政策変更により生じる可能性がある追加費用を補うために、地方自治体
は追加の資金を受け取ることができるだろうと述べています。
協議文書の 1 つは、次のように記されています。「英国政府は、地方自治体への圧力
となることを認識しています。そのため、地方自治体は、この政策によって生じること
となった新たな純コストを満たすための追加の資金を受け取ることができるでしょう」。
また、同文書では、「現在は、地方自治体がリサイクル方法を改善することや企業が
リサイクルサービスに投資することを促進するための推進力がほとんどない」と述べて
います。
デフラ氏の文書によると、2001 年以降、英国の家庭におけるリサイクル率は大幅に
上昇し、2017 年には 11％から 45.2％に上昇しました。ただし、その後は 44％前後
で停滞しています。地方自治体協議会の環境担当の広報官であるマーチン・テット氏は、
次のように述べています。「リサイクル率の向上については、地方自治体がその役割を
果たしており、毎年数百万トンの廃棄物を埋め立て処分する廃棄物処理サービスを転換
しています。しかし、政府と協力することで、国内の目標やさらなる高い基準の達成に
向けたリサイクルの促進のためにやるべきことが他にもあることと認識しています」。
「しかし、すでに大きな財政的圧力にさらされている地方自治体にとって、廃棄物処
理サービスへの変更や追加的な費用の発生のために、十分に資金を供給される必要があ
ることは明らかです。」
最低 30％のリサイクル含有量の基準を満たさないプラスチック包装に課税する計画も
協議されました。
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ゴーブ氏は、次のように述べています。「我々の計画を通じて、プラスチック包装の
リサイクル含有率を上昇させるために世界をリードする課税制度を導入し、生産者が包
装の廃棄物を適切に扱い、家庭用リサイクルに関する混乱を終わらせるための法案を提
出いたします」。
フィリップ・ハモンド財相は、次のように述べています。「プラスチック包装は、こ
の国を汚染し、私たちの環境に大きな影響を与えるすべてのプラスチック廃棄物の 3 分
の 2 を占めています。そのことに関し、何を実行するかが私たちの責任であり、そのた
めに私たちは十分にリサイクル材料を扱わないプラスチック包装の製造者に新しい税を
導入するのです」。
URL: https://www.publicfinance.co.uk/news/2019/02/local-authorities-getsupport-waste-changes?fbclid=IwAR258Fh6iff8DNbgWsK2bNfTJgykSN0gPEvyJ8zJRml4aAegOzCFQh1jn0

訳出：松尾

６

ノーザンプトンシャー

亮爾（日本支部機関誌編集委員会編集長）

税率 4.99％引き上げを承認

出典：Public Finance 2019 年 2 月 22 日（金曜日）
ノーサンプトンシャーのカウンシル税を 4.99％引き上げることを議会が承認したと当
局が発表しました。
当局は、1 月の住民投票が行われる前に、カウンシル税の超過税率を設定するために
国務大臣から特別な制度を与えられました。
木曜日に議決した予算では、カウンシル税の引き上げによる増収分推定 580 万ポンド
を財源に高齢者施設と児童施設の整備を予定しています。
2 月上旬に提案を示し、マット・ゴルビー市長はカウンシル増税を「必要な正しい選
択」であると述べました。
通常、年 2.99％を超えるカウンシル増税については住民投票の対象となりますが、
ジェームス・ブロークンシャー自治コミュニティ相は、地方財政制度を利用して財源不
足の自治体に助け船を出し、ノーサンプトンシャーは 4.99％のカウンシル増税にこぎ着
けました。
ゴルビー氏は次のように述べています。「昨年、『ノーサンプトンシャー県庁』が財
政危機の代名詞になりましたが、今年は違います。われわれは来年度の予算を均衡させ、
合意に至りました。その中心は、単にサービスを削減するのではなく、サービスをより
費用対効果の高いものにするという約束でもあります。もちろん、予算には 4.99％のカ
ウンシル増税が盛り込まれています。その決定は並大抵のことではありませんでした。
多くの住民は税率の上昇を歓迎しているわけではありませんが、これを予算に反映する
ことが重要です。この地域の大多数の人間にとって、増税は週あたり 75 ペンスから 1
ポンドの上昇にあたります。増加しても、ノーサンプトンシャー県は全国で 2 番目に低
い課税額帯にとどまります。依然として予算の収支差が 140 万ポンドあります。しかし、
異例の 114 条通知後の昨年 8 月には、6,420 万ポンドもあったのです」。
地方自治体情報ユニットの最近の調査では、97％の自治体が 2019/20 年度にカウン
シル税の引き上げを計画していることが判明しています。
URL: https://www.publicfinance.co.uk/news/2019/02/northants-rubber-stamps499-tax-hike
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弘樹（日本支部総務理事）

ランズリー調達ルールは見直されるべきと NHS イングランドが主張
出典：Public Finance 2019 年 3 月 1 日（金曜日）

NHS イングランドは、迅速なサービス提供を阻害していると言われている厳格すぎる
調達法を廃止したいと思っています。医療のコミッショニング（注１）を監視している
特殊法人は、イングランドの診療コミッショニンググループ（CCGs）に入札による発
注を求めている法令は廃止され、刷新されるべきだと指摘しています。
昨日の NHS イングランドの協議文書では、「現在の調達法令は、調達プロセスの長期
化、法律と運営に関するコストの浪費を引き起こしており、そこには、サービスは NHS
組織により提供されるべきとの強い論理的根拠が存在します。協議文書は、必要なとき
には、他のサービス提供者の可能性を模索するための「ベスト・バリュー試験」を適用
する自由裁量をコミッショナーに提案しています。
2012 年医療・社会福祉法第 75 条では、CCGs は 615,278 ポンドの価値以上の契
約を入札により発注することが求められており、これらの動向により NHS の民営化がさ
らに進んだと評論家は示唆しています。NHS イングランドは、「我々は、2012 年医
療・社会福祉法第 75 条に基づく規制を廃止し、規制の根拠となる法令の支配力を無効に
し、ベスト・バリュー試験に刷新することを提案する」と述べています。そうすること
により、NHS は厳格すぎる調達の要求から解放されるだろうとも述べています。
議論のあるところですが、民間部門の提供者が NHS のサービスをときに提供している
ということをルールは意図してきました。昨年、パブリック・ファイナンスは、調達
ルールが明らかでないため、CCGs がどれだけ訴えられているかを報告しました。
NHS イングランドの提案の採用は、アンドリュー・ランズリー元保健相の改革の終焉
を意味しているのかもしれません。
NHS プロバイダーズのクリス・ホプソン事務総長は、「NHS の長期計画の大望を満
たすためにサービスを提供するのであり、現在の法令体系と将来の望ましい方向性の間
の緊張状態に対処する他の方法を認識し、法令をとおして変化を可能にすることができ
るかどうかを検証することは理にかなっている」と述べています。
また、2012 年法は、NHS トラスト（注２）間の合併を防ぐ権限を競争・市場庁に認
めています。しかし、NHS イングランドは、これらの権限をなくすべきだと主張してい
ます。
NHS イングランドは、「現在の法令では、協働でケアのための新モデルを開発しよう
とする NHS 組織の気が失せてしまうかもしれない」と指摘しています。
NHS 連合のナイアル・ディクソン事務総長は、「2012 年の NHS 改革の多くは、も
はや目的に適合していない。それゆえ、我々は、効果的なコラボレーションへの障壁の
いくつかを取り除くべきとの提案を委員会が推し進めることを歓迎する。特に、効果的
なコラボレーションへの障壁のいくつかを取り除くべきとの提案を賞賛する」と述べて
います。
GMB（注３）の公共サービス全国書記のレハナ・アザム氏は、「GMB は、導入以来
ずっと第 75 条の廃止のキャンペーンを行ってきた。我々は、この提案をより詳細に見て
いくが、基本的に、この発表を歓迎しているし、長らく待ち望んでいた。民営化は、
NHS の職員の士気をくじき、ケアの水準を引き下げることになる」と指摘しています。
公共サービス組合のユニソン（注４）の医療責任者のサラ・ゴートン氏は、「イギリ
スは、不安定なブレグジット後の世界へ向かっているため、NHS は、不必要な競争とイ
ギリスの貿易ルールの弱点を食い物にする民間企業の災いから守られなければならない」
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注１ 単に委託を指すのではなく、サービスの分析、設計、提供、評価を含む一連のプロセスを含んでいる。
注２ NHS は単一の組織ではなく、病院を運営している NHS トラスト、救急トラスト、ケアトラストなど
のトラストから構成されている。
注３ すべての労働者を代表する労働組合で 62 万人以上の組合員で構成されている。
注４ 130 万人以上のメンバーで構成される英国最大の組合で、公共サービスを提供しているフルタイムと
パートタイムの職員を代表している。

URL: https://www.publicfinance.co.uk/news/2019/03/nhs-england-calls-lansleyreform-procurement-rules-beoverturned1?fbclid=IwAR0vNfXEhWmsKdqguW5XUvnM4RjCZu4xZtlz0nz4B8zHMz
mVprImAAa_EJ0

訳出：行正

8

彰夫（日本支部登録理事）

米国の学生に CIPFA トレーニングの機会を与えられた
出典：Public Finance 2019 年 3 月 19 日（火曜日）

CIPFA とニュージャージー州のラトガース大学（Rutgers University）との間の合意
により、会計学を学ぶラトガースの修士課程修了生に対して、米国外でグローバルな専
門知識を獲得し、公会計（Governmental Accounting）を実践するための道が開かれ
ました。
覚書に基づいて、公会計を学ぶラトガースビジネススクールの会計学修士課程の院生
および修了生は、オンライン学習のプラットフォームを通じて、CIPFA の資格を得るこ
とができます。
CIPFA の最高経営責任者である Rob Whiteman 氏は、次のように述べています。
「この覚書は、公会計のための優秀な人材の育成と維持を可能にするでしょう。CIPFA
は、世界中の健全な公共財務管理の原動力となる次世代の公共財務会計士を支援するこ
とを誇りに思っています」
現在の修士課程の院生や修了生は、Web キャストやトレーニングビデオ、イベント、
ネットワーキングの機会など、CIPFA のすべての会員サービスにアクセスすることがで
きます。公共財務会計士として認定されると、CIPFA は公共財務におけるキャリアを支
援します。
公会計プログラムにおけるラトガース会計学修士課程の研究科長である Irfan Bora 氏
は、つぎのように述べています。「この覚書は、修了生の会計におけるキャリアをグ
ローバルなものとし、修了生にツール、トレーニング、会員資格を提供することになり
ます。国際的なパートナーと協力して行う CIPFA の専門的かつ継続的な教育によって、
ラトガースビジネススクールは公共財務管理におけるベストプラクティスの最前線に立
つことになるでしょう。」覚書は 2 月 27 日に調印され、院生のための最初のセッショ
ンは、今年 9 月に開講されます。ラトガースプログラムの修了生は、「CIPFA 資格」を
得るために、2 つの e ラーニングモジュールとケーススタディを学び、試験に合格する
必要があります。
URL: https://www.publicfinanceinternational.org/news/2019/03/students-usgiven-chance-cipfatraining?fbclid=IwAR0ansQkf5JjxNm3DDQuDGlhtxR27f_6VtydKy25S64kYj2ZsUHX
R5p9gkQ
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利雄（日本支部機関紙編集委員会副編集長）

地方自治体財政の透明性を高めることが必要

ロブ・ホワイトマン

出典：Public Finance 2019 年 3 月 27 日（水曜日）
地方自治体の監査は「改善を必要としている」と CIPFA の事務総長は議員に語りまし
た。
「地方自治体と中央政府の監査の間には、地方自治体への介入において大きなギャッ
プがあります」と CIPFA のロブ・ホワイトマン事務総長は本日、英国会計検査院に語っ
ています。
ホワイトマン氏は、地方自治体の財政についてより透明性を高めるために、地方自治
省が「監査概要」を説明すべきだと述べています。
彼は水曜日に委員会に次のように語っています。「監査委員会は改善が必要だと思い
ます。事実上、規制されていない部門と国務大臣が保持している（介入するための）権
限にはかなり大きなギャップがあります」と述べています。
「もっと透明性の高い方法で対応するために、監査委員会は、各部門（地方自治体協
議会や CIPFA など）と協力しながらデータを活用し、情報を収集したうえで、監査概要
を説明するべきだと思います」と語っています。
ホワイトマンは、2015 年に解散した「監査委員会」を、大きな官僚的組織と表現し、
再生するという考えに抵抗しました。
彼は、「私たちが監査委員会で経験した問題を再燃することなく」地方自治体の監査
を強化することができると述べました。
ホワイトマンは、地方自治体での商業主義のレベルが高まることを指摘したうえで、
これを「特別なガバナンス」が必要とされるさらなる証拠であると述べています。
ノーザンプトンシャー州政府の終焉について、地方自治体協議会の議長であるゲー
リー・ポーター氏は、次のように述べました。「ノーザンプトンシャーの問題は公然の
秘密でした」。彼は「多くの見落とし」があったと主張しましたが、監査部門と地方自
治省の間の対話は、詳細な分析のもとで行われるべきであると提案していました。
ホワイトマン氏は、次のように述べています。「我々は、ノーザンプトンシャーの問
題は誤った方向性だったと考えています。私は、政策面での問題意識として、監査がど
のように対処されるのか、透明性を高めるためにどのような対応が必要なのかと考えて
います。」
監査センターの事務総長であるジャッキー・マッキンレイ氏は、彼女の組織が、長い
間、地方の公会計委員会の政策を推進してきていましたが、システムに対する現在の財
政的圧力によって、「政策が十分に消化されない状況である」を強調しています。
「投資になるのかもしれませんが、私たちが金銭を解決し続けるつもりであれば、私
たちはその金銭問題を保証するメカニズムが適応していくのかを見ていく必要もありま
す」と彼女は付け加えています。
URL: https://www.publicfinance.co.uk/news/2019/03/whiteman-local-governmentfinance-needs-be-moretransparent?fbclid=IwAR0FDTwzxFL2NbRh7npBxnKXgRqrplHEoUwPZdrNooUQXPs
ypEtiadXU-ws

訳出：松尾

亮爾（日本支部機関誌編集委員会編集長）
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シンクタンクの見解

業務改善と外注への依存

出典：Public Finance 2019 年 3 月 28 日（金曜日）
英国のシンクタンクである Reform は次のように述べました。政府は、民間や第三セ
クターが関与する外注業務の規制を見直すべきです。本日発表のリフォームによる報告
では、外注契約は、地方自治体の雇用を生み出すなど広範な社会価値があるものを選別
すべきです。
リフォームの見解では、毎年 2,840 億ポンドが英国政府により外注サービスに費やさ
れています。一方、中央官庁の公務員に対しビジネススキルの改善もたらしますが、小
規模官庁や地方自治体とのスキルギャップが存在しています。
この点を解決するため、報告では、オンラインでの教育基盤構築や地方自治体の教育
を活発化するための財政資金の補充を提案しています。
リフォームは次のように述べています。「データや指針を明確化することで、サービ
ス提供者によって各契約に潜在する社会価値の数量化と比較を促すことができます。」
行政官には、契約締結にあたり社会価値を数量化するための制限はないと言われてい
ます。報告書の共同著者である Joshua Pritchard 氏は、次のように述べました。「政
府かサービス購入をする方法はかなり改善されていますが、外注を停止することは細事
にこだわり大事を逸することになります」。
報告では次のように述べています。「中央政府と地方自治体のレベルでスキルと専門
性を構築することによって、行政官が契約の策定や管理という実務的技能を身につける
ことができます。それが、高コストで有効性がない公共サービスの調達の回避につなが
ります」。
会計検査委員会の議長である Meg Hillier 氏は、報告書の前書きで次のように書いてい
ます。「政府は、提供するサービスを民間部門に委託する場合、その責任を免れること
はできません」。「これらの契約は、大勢の納税者の税金に関連し、最新の公共サービ
スを提供します」。
内閣府の広報担当者は次のように述べています。「外注は、民間部門の専門的スキル
やイノベーションの獲得をもたらし、英国政府による絶え間ない公共サービスの改善の
ため行われてきました」。「我々は、新たな外注手段を導入し、中央政府の調達を社会
価値法へとつなげる手続書を最近公表しました。加えて、公共サービスに携わる
30,000 もの契約管理者への教育を行いました」。
URL: https://www.publicfinance.co.uk/news/2019/03/reform-improve-dont-banoutsourcing?fbclid=IwAR280sfwz7mIdXVETXvrz2VKGGgLe_pn9_VNkIboAf3LoPQm
zibTPhhjnCY

訳出：大西

弘一（日本支部研修参事）

英国勅許公共財務会計協会日本支部事務局 CIPFA Japan Branch
住所:

〒658-0001 神戸市東灘区森北町 1-7-13 ARK 玉谷 306

電子メール: info@cipfa.jp

ＵＲＬ:

http://www.cipfa.jp

※ CIPFAJ News Letter の記事内容の無断転載を禁じます。ただし、News Letter の各号全体
を、庁内 LAN 等で転送する等により地方自治体関係者間で共有することに支障はありません。また、
翻訳はボランティアスタッフの協力で行っているものであり、訳出内容についての照会は受け付けませ
ん。URL で示した原文を唯一の正本とします。

