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Ⅰ 監査等基本計画

１ 基本方針

国は地方財政の安定的な運営の観点から地方の財政運営に必要となる一般

財源の総額は平成25年度地方財政計画水準を確保するとしながらも、地方税収

が伸びていることを理由に地方交付税を削減してきた。

税収が増えた自治体は地方交付税の減を補てんできますが、税収の規模割合

が小さいところは補てんできず、その自治体により格差は広がることが予想さ

れ、27年度の地方交付税は更に大幅減となる見込みとなっている。

税収が約10億円程度の厚岸町では地方交付税の減額を到底一般会計で補てん

できる状態ではなく、北海道電力による再値上げ、建設関連資材に加え公共工

事資材労務単価の増によって財政負担は更に大きくなることが懸念されてい

る。

また、老朽化した施設の維持・修繕や耐震性のない施設対応、少子高齢化の

進行に伴う医療費や介護給付費などの社会福祉費対応、防災・減債対策に加え

て今後も特別会計・企業会計への多額の財政負担を要するものと予測されるこ

とから、地方財政健全化法に基づく財政指標において全会計が健全な財政運営

を図る必要があり、常に費用対効果や効率的な執行を視点とした行政運営が求

められている。

こうした状況の中、本年度の監査等に当たっては、公正で合理的かつ能率的

な町の行政運営を確保するため、違法、不当の指摘にとどまらず、指導に重点

をおいて監査等を実施し、もって町行財政の適法性、効率性の増進に努めます。

また、各種事務事業が適切な規模、内容をもって効果的に運営され、その事

業目的を達成しているかどうかについて、十分留意して各種監査等を実施して

まいります。

２ 実施監査種別及び方針

(1) 定期監査

会計年度期間中少なくとも１回以上期日を定めて、町の財務に関する事

務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的、合理的に行われて

いるかどうかを主眼として実施します。

必要に応じ、町の事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施

工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であ

るかどうかを実施します。
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(2) 随時監査

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。

(3) 行政監査

必要があると認めるときに、町の事務及び執行機関の権限に属する法定

受託事務の執行について、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の

定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に

実施します。

(4) 財政援助団体等監査

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体及び公の施設の指定管

理者などに対し、必要があると認めるとき、または町長の要求に基づき、

当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われ

ているかどうかを主眼に実施します。

(5) 公金の収納又は支払い事務に関する監査、住民の直接請求に基づく監査、

議会の請求に基づく監査、住民監査請求に基づく監査及び町長の要求に基

づく職員の賠償責任に関する監査

これらの監査については、当初では実施計画を持ちませんが、必要があ

ると認めるとき、または請求・要求があったときに定期監査に準じて実施

します。

(6) 例月出納検査

各会計の現金の出納について毎月の計数の正確性を検証するとともに、

検査当日の現金保管状況を検査します。

併せて、資金の運用状況など財政収支の動態を、主として計数面から把

握し、各種監査の効率的な執行に活用します。

(7) 決算審査

ア 一般会計及び特別会計

決算計数の確認及び分析を行い、財政、資金運用などの状況について

適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。

また、財政健全化法に基づく実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率及び将来負担比率の算定及びその算定基礎書類について審査

します。
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イ 企業会計

決算計数の確認及び分析を行い、経営成績、財政状態などについて審

査します。

また、財政健全化法に基づく資金不足比率の算定及びその算定基礎書

類について審査します。

(8) 基金運用状況審査

各基金について計数の確認を行うとともに、基金が目的に沿って適切か

つ効率的に運用されているかどうかを審査します。

３ 執行上の留意点

町政の公正かつ効率的な運営を担保する監査の機能を、なお一層発揮する

ため、次の点に十分留意します。

(1) 監査の実施に当たっては、事業の内容、過去の監査結果等を総合的に検

討するとともに、監査対象事業に即した事前準備の充実を図ります。

(2) 報告書文案の作成にあたっては、町民が内容を十分理解できるように、

平易、簡潔な文章表現に十分留意するとともに、指摘の理由、根拠及び不

適切支出などの金額を明確に示すように努めます。

４ 研修等

監査委員及び事務局職員の資質の向上を図るとともに専門性を高めるため、

全国、全道、管内の各レベルで開催される各種研修会等へ積極的に参加し研

鑽に努めます。
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Ⅱ 監査等実施計画

１ 実施の基本方針

監査等業務の実施にあたっては、事務事業の執行が法令等及び議会の議決

並びに予算等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に監査

等を実施します。

なお、監査等事務の業務日程及び監査等計画表は、別添「別表１」及び「別

表２」のとおりです。

２ 監査等の実施

定期監査、決算審査、例月出納検査については、各号のとおり実施します。

また、監査の実効性を確保するため、前年度における指摘事項の措置、て

ん末の追跡を強化することに努めます。

（１）定期監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項）

ア 監査の方法等

各課等から提出された保管文書及び指定事項の改善措置状況報告の

チェックにより、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が

住民の福祉の増進に加え、最少で最大の効果が挙げられているか、組織

及び運営の合理化が図られているかなどについて現地調査を含めた監査

を行います。

イ 監査の実施時期（厚岸町監査委員監査規程第３条）

平成２７年７月中旬～平成２７年１１月上旬

ウ 監査の着眼点

厚岸町監査基準（以下「監査基準」という。）第１９条の規定に基づ

き標準町村監査基準別項（全国町村監査委員協議会作成）のうちから適

宜選択して行います。

エ 監査等の実施手続きの選択適用

監査基準第２０条第１号及び第２号に定める監査技術を選択適用して

実施します。

オ 報告及び公表等（厚岸町監査委員条例第３条第２項及び第４条）

監査終了後、速やかに報告書を作成し議会及び町長等への報告と公表

を行うとともに、公表は、厚岸町公告式条例に定める公布の例により、

本庁及び湖南地区駐在所の掲示板に掲示します。

なお、監査等の講評は、監査基準第２１条の規定に基づくとともに特

に必要と認める場合は町理事者に対して行います。
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（２） 決算審査（地方自治法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条

第２項）及び基金の運用状況審査（地方自治法第２４１条第５項）並び

に健全化判断比率審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

条第１項）及び資金不足比率審査（財政健全化法第２２条第１項）

ア 審査の方法等

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執

行や事業等における経営が適正かつ効率的、効果的に行われているかど

うかを主眼として審査を行います。

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、予算

の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼

として審査を行います。

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査については、それぞれの比

率と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性につい

て審査を行います。

イ 審査の実施時期

ａ 町税状況 平成２７年７月上旬

ｂ 一般会計及び特別会計

平成２７年７月中旬～８月下旬

ｃ 企業会計 平成２７年７月中旬

ｄ 健全化判断比率 平成２７年８月中旬から８月下旬

ウ 審査の着眼点

ａ 一般会計及び特別会計

監査基準第１９条の規定に基づき標準町村監査基準別項のうちから

適宜選択すると共に歳入歳出決算書、事項別明細書、実質収支に関す

る調書及び財産に関する調書は、法令で定める様式を基準として作成

されているか、決算書等の計数は正確か、会計別款別予算執行状況、

違法又は不当な調定、支出はないか、予算額に比して、多額の不用額

を生じているものはないかなどについて審査します。

また、健全化判断比率の審査については、健全化判断比率の算定と、

その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が、適正に行われて

いるかどうかについて審査します。

ｂ 企業会計

監査基準第１９条の規定に基づき標準町村監査基準別項のうちから

適宜選択すると共に法令に定められた総ての決算書類が具備されてい

るか、法令に準拠して作成されているか、決算額年度比較分析、比率
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分析などについて審査します。

また、資金不足比率の審査については、資金不足比率の算定と、そ

の算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が、適正に行われてい

るかどうかについて審査します。

エ 監査等の実施手続きの選択適用

監査基準第２０条第１号及び第２号に定める監査技術を選択適用して

実施します。

オ 報告

監査基準第２３条第１項の規定に基づき審査終了後、速やかに意見書

を作成し町長へ提出します。なお、審査意見は、監査基準第２４条の規

定に基づき監査委員の合議によるものとします。

（３）例月出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項）

ア 検査の方法等

会計管理者及び企業出納員の保管する現金（歳入歳出外現金及び基金

に属する現金を含む。）の出納事務が適正に行われているかどうかを主

眼として検査し、現金残高を実査により確認します。

イ 検査の実施時期（厚岸町監査委員監査規程第２条）

ａ 一般会計及び特別会計 毎月１５日

ｂ 企業会計 毎月１６日

ウ 検査の着眼点

監査基準第１９条の規定に基づき標準町村監査基準別項のうちから

適宜選択すると共に現金出納に係る諸帳簿と証拠書類及び検査資料の

符合などにより、計数の正確性の検証をし、各科目において前月に比

較して異常な増減がないか、また、現金、預金、一時借入金残高の確

認などについて実施します。

エ 監査等の実施手続きの選択適用

監査基準第２０条第１号及び第２号に定める監査技術を選択適用して

実施します。

オ 報告（地方自治法２３５条の２第３項）

検査終了後、速やかに報告書を作成し議会及び町長へ報告します。



（別表　１）

＊実施月日については、議会等の日程により変更することがある。

月

項目

各課（局）・施設
●定期監査結
果報告・公表

●改善措置報
告取りまとめ

●改善措置報
告・公表

（随時監査） 各課（局）
●随時監査結
果報告・公表

●企業会計
決算事前審
査

●企業会計決
算審査

●一般会計ほ
か決算審査

●企業・各会計決
算審査意見書提出

●町税等決算
審査

●健全化指標
審査

●健全化指標審査
意見書提出

 一特　15日  一特　18日  一特　15日 　一特　15日 　一特　17日 　一特　15日  一特　15日  一特　16日  一特　15日  一特　18日  一特　15日  一特　22日

 企業　16日  企業　19日  企業　16日 　企業　16日 　企業　18日 　企業　16日  企業　16日  企業　17日  企業　16日  企業　19日  企業　16日  企業　23日

●釧監協事務
局会議（弟子
屈町）

●釧監協総会
（弟子屈町）

●全監協研修
会（東京）

●釧監協打合
会議（札幌）

●釧監協打合
会議（札幌）

●釧監協研修
会（弟子屈
町）

●道監協監査
委員・職員研
修会（札幌）

●道監協69回
定例大会・研
修会（札幌）

●道監協補助
職員研修会
（札幌）

●次年度予算
要求

●当年度最
終補正予算

●監査計画作
成

定 期 監 査

●各課定期監査資料要求

●監査委員事
態調査（道監
協）

●監査計画公
表（庁内）

会 議 等
全監協・道監
協・釧監協他

そ の 他

（●臨時会）

●企業会計た
な卸し検査

９月

町 議 会
●第２回定
例会(中旬)

●第３回定例会
（中旬）決算・
健全化審査報告

決算審査・健
全化指標審査

例月出納検査

１０月

●決算審査特
別委員会

●第１回定例
会(上旬)

●第４回定例
会(上旬)・定
期監査結果報
告

１２月 １月

（●臨時会）

●釧監協事務
局会議（弟子
屈町）

平成２７年度　監 査 等 業 務 等 日 程  

（監査委員事務局）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １１月 ３月２月
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（別表２）

＊実施月日については、議会等の日程により変更することがある。 （監査委員事務局）

監　査　等　業　務 業 務 等 の 内 容 備　　　考
２７年 上旬 貯蔵品たな卸し検査 水道、病院事業在庫検査

１５日 一般会計、特別会計
４月 １６日 企業会計（水道、病院）

下旬 釧監協事務局会議 事務局長会議 （弟子屈町）
上旬～ （随時監査） 各課等 （通年随時）

５月 １８日 一般会計、特別会計
１９日 企業会計（水道、病院）
下旬 釧監協総会及び委員・職員研修会 26年度決算及び27年度事業計画・予算 （弟子屈町）
１５日 一般会計、特別会計

６月 １６日 企業会計（水道、病院）
中旬 町議会第２回定例会
上旬 町税等収入状況及び決算審査 税及び税外収入実績及び不納欠損処分等

１５日 一般会計、特別会計
７月 １６日 企業会計（水道、病院）

中旬 企業会計決算審査 水道事業会計・病院事業会計
中旬 26年度各会計決算審査 一般会計及び特別会計決算書の審査

中旬から 27年度定期監査(開始) 各課・施設等 （別途日程調整）

中旬 健全化指標説明 ４指標積算内容の説明（税財政課）
８月 中旬 決算審査、健全化指標審査 各課担当決算審査

１７日 一般会計、特別会計
１８日 企業会計（水道、病院）
上旬 決算審査、健全化指標審査意見書 町議会第３回定例会上程予定 （町長宛）

９月 中旬 町議会第３回定例会 各会計決算、健全化指標審査意見書 （代監口頭報告）

１５日 一般会計、特別会計
１６日 企業会計（水道、病院）

～３１日 27年度定期監査(終了） 各課・施設等

10月
１５日 一般会計、特別会計
１６日 企業会計（水道、病院）

中～下旬 26年度各会計決算審査特別委員会 決算特別委員会出席 (監査委員２名）

監査ゼミナール・釧監協打合会議
監査委員・補助職員研修会

11月 １６日 一般会計、特別会計
１７日 企業会計（水道、病院）
下旬 釧監協事務局会議 ２７年度事業及び２８年度事業等協議
下旬 定期監査結果報告・公表 定期監査結果報告・講評及び公表 （町長、議長宛）

上旬 町議会第４回定例会
12月 １５日 一般会計、特別会計

１６日 企業会計（水道、病院）
中旬 ２８年度予算要求 （科目：監査委員費、事務局費）

２８年 １８日 一般会計、特別会計
１９日 企業会計（水道、病院）

１月 中旬 ２７年度最終補正予算 （科目：監査委員費、事務局費）
下旬 定期監査指摘事項改善措置状況報告

１５日 一般会計、特別会計
２月 １６日 企業会計（水道、病院）

中旬 （随時監査結果・改善措置状況報告） 随時監査結果・改善措置状況報告等の公表 （町長、議長宛）

上旬
３月 ～中旬

２２日 一般会計、特別会計
２３日 企業会計（水道、病院）

下旬 （札幌市）

例月出納検査

例月出納検査

例月出納検査

例月出納検査

全国町村監査委員研修会
東京都メルパル
クホール

例月出納検査

例月出納検査

例月出納検査

全国監査功労者表彰・監査委員研修会

道監協主催の監査委員及び職員研修会 （札幌市）

道監協第69回定例大会・講演会 道監協表彰・定例大会・釧監協打合会議

例月出納検査

例月出納検査

平 成 ２７ 年 度　  監 査 等 計 画 表　

実施月日等

例月出納検査

例月出納検査

例月出納検査

上旬

（上旬）

町議会第１回定例会
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