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令和２年度監査実施方針について（通知） 

 

 

貴職におかれましては、平素より監査運営に対し、ご理解を賜りますことに深く感謝申し

上げます。 

さて、令和２年度監査実施方針について策定しましたので通知します。 

 

記 

 

 １ 令和２年度監査実施方針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

          高森町監査委員事務局 書記：中原 美幸 

〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田 2183-1 

TEL：0265-35-9404（直） FAX：0265-35-8294 

E-mail：gikai@town.nagano-takamori.lg.jp 
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令和２年度監査計画について 

 

 

 

はじめに 

 令和２年度予算は、令和２年度から始まる第７次まちづくりプラン（振興総合計画）

の 10 年後の目指す将来像「なりたい『あなた』に会えるまち～日本一のしあわせタ

ウン高森～」の具現化を目指すとともに、より多くの町長公約の実現と充実を目指し

編成を行っています。具体的には、将来像を実現するための高森町の人口目標（2045

年に 11,200 人）やそれを達成するための重要項目、さらに政策施策に基づく取り組

みが計画的に推進できるよう、これまで実施してきた事業を適正に評価・検証した上

で、長期的な視点から直近の課題を解決することを念頭に諸施策を立案し、事業費を

計上しています。 

 平成 30 年度決算における健全化判断比率は、「実質公債費比率」が 12.9％、「将来

負担比率」が 79.4％と回復基調にあります。今後も、真に必要な事業を進めつつ、地

方債残高を縮減しながら、将来に備える基金の積み立てに努め、財政の健全化の取り

組みを引き続き継続する必要があります。 

 令和 2 年から改正地方自治法の施行により、監査基準に基づく監査が法定化されま

す。監査等の実施に当たっては、新たに策定する高森町監査基準により、町の行財政

運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかを町民の視点に立って確認するこ

とにより、行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与し、もって住民の福祉の増進と

町政への信頼確保に資するよう努めます。 



 

１ 監査計画の趣旨 

  高森町監査基準（監査委員告示第１号）第 12 条の規定に基づき、令和２年度監

査計画を策定します。 

 

２ 基本方針 

監査委員は、公正で合理的かつ効率的な町の行政運営の確保のため、違法、不正

の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、町の行政の適

法性、効率性及び妥当性の保証を期するものとします。 

 

３ 実施する監査等の種類 

令和２年度に実施する監査等は、次のとおりです。 

(１) 例月出納検査（地方自治法第 235 条の２第１項） 

各会計の毎月の現金の出納等について、計数が適正なものとなっているか、

証拠書類も含めて検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか

を重点に検査を実施します。 

この場合において、会計管理者に対し一般会計及び各特別会計についての検

査を実施します。また、公営企業担当課長に対し、水道事業会計及び下水道事

業会計についての検査を実施するものとします。 

 

 (２) 定期監査（行政監査）、随時監査（地方自治法第 199 条第２項、第４項、 

第５項） 

財務に関する事務の執行が、事務事業の目的に沿って適正かつ効率的に行わ

れているか、町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか

を主眼として監査を実施します。 

原則として課等を単位として行い、監査対象課等に対して共通して実施する

項目と、個別の事務事業の中から重点的に掘り下げて検証する必要がある項目

を併せて監査します。監査対象以外の課等については、決算審査において補完

するものとします。全課等を対象として、おおむね２年間で一巡するものとす

る。 



 

備品については、各課における保管義務に遺憾な点はないか、棄損・廃棄な

どは適正に手続きが行われているか、帳簿残高と現在高は符号するか、需給計

画及び需給実績は適正であるかなど、長に報告したものに対し監査を実施しま

す。 

働き方の見直しに関しては、様々な方策が必要であることから、検討も積極

的に進め、可能なものから実施していくように要望しつつ、現状と実施状況、

課題等を共有します。 

 

 (３) 工事監査（地方自治法第１９９条第１項、第４項） 

町が発注した工事で、事業費（契約金額）が 500 万円以上のものを対象とし

ます。工事に関する計画、設計、積算、入札・契約、工事監理、施工等が適正か

つ効率的に行われているかを主眼として、関係書類及び関係帳簿類を調査する

とともに、関係職員からの説明を受け、また、工事現場において施行状況等の

調査を実施する。 

なお、本監査は、工事の進捗状況を踏まえて随時の監査として実施します。 

 

(４) 財政援助団体等監査（法第１９９条第７項） 

町が補助金等の財政援助を行っている財政援助団体、出資団体及び指定管理

者の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が、補助金等の交付目的に

沿って適正かつ効果的に行われているか、所管課等が当該団体に対して、指導

助言及び財政状況の確認を適切に行っているかを重点に監査を実施する。 

ア 補助金等交付団体 

町が補助金等を交付している団体に対し、団体が行う事業が計画及び交付

条件に従って実施され、十分に効果が上げられているかを主眼として監査を

実施します。 

   イ 出資団体 

町が出資や出捐をしている団体に対し、団体が行う事業が、出資の目的に

沿って運営されるとともに、会計経理等が適正に行われているか、また、費用

対効果をはじめ、健全な経営がなされているかという観点から監査を実施し



 

ます。 

ウ 指定管理者 

指定管理者に対し、公の施設の管理に係る出納その他の事務が適正かつ効

率的に行われているか、また、当該公の施設の設置目的を効果的に達成して

いるかについて監査を実施します。 

 

(５) 決算審査（地方自治法第 233 条第２項、地方公営企業法第 30 条第２項） 

令和元年度決算を対象として審査します。 

ア 一般会計及び特別会計の決算審査 

町長から審査に付された決算書について、計数の正確性の検証及び分析を

行い、予算執行及び財産管理の状況についても審査します。また、各事業が地

方自治法の趣旨に沿って行われているかについても確認し、意見を付します。 

イ 水道事業会計の決算審査 

町長から審査に付された決算書について、計数の正確性の検証を行うとと

もに、水道事業の経営成績及び財政状態について審査し、意見を付します。 

  

 (６) 基金運用状況審査（地方自治法第 241 条第５項） 

令和２年度の各種基金を対象として、基金運用状況調書等の計数の正確性を

確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適切かつ効率的に行わ

れているかを主眼として審査します。 

 

(７) 財政健全化判断比率等の審査（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、第 22 条第１項） 

令和元年度の一般会計等における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率及び将来負担比率並びに水道事業会計の資金不足比率を審査します。 

審査にあたっては、町長から提出された審査対象比率について、比率及びそ

の算定の基礎となる書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施

します。  

 



 

(８) 現金検査 

公金取扱機関の公金取扱いは適正か、現金残高証明と会計管理者作成の収支

日計表は一致するか、現金取扱いは書類、手順、決裁と規定どおりに行われて

いるか検査を実施します。 

 

(９) 住民監査請求による監査 

町民から違法、不当な公金の支出等について監査の請求があった場合は、規

定に基づき監査を実施します。 

 

４ 監査等の実施方法 

  監査等の実施方法は、あらかじめ提出を求める資料に基づく監査等のほか、必要

に応じて、担当職員へのヒヤリング（説明聴取）及び必要な施設等に対する現地監

査により実施します。 

 

５ 監査等の結果 

監査等を終了したときは、法令の定めるところにより監査等の結果に関する報告

の提出及び公表を行います。 

 

６ 年間監査計画 

令和２年度の年間監査実施計画は、「令和２年度 高森町監査実施計画表」のとお

りです。 

 

 

 

令和２年４月１日 

 

高森町代表監査委員 下井  明 

 

高森町監査委員 宮下 浩二 



課等の別 内　　容

4月24日 金
令和２年度監査基本方針協議

令和元年度主な建設工事について

元年度（２年）３月分

例月出納検査

5月25日 月 援助団体

財政援助団体等に対する監査

　①高森町商工会

　②社会福祉協議会

　③まちづくり振興公社

元年度（２年）４月分

例月出納検査

２年度４月分

例月出納検査

6月1日 月 出納閉鎖
○現金検査

(８時30分)

6月24日 水 環境水道課 水道事業会計決算審査（第１回）

元年度（２年）５月分

例月出納検査

２年度５月分

例月出納検査

５月31日

現在残高

7月17

21・22日

金

火・水
全課

一般会計及び特別会計決算審査

（第１回）

7月22日 水 環境水道課 水道事業会計決算審査（第２回）
２年度６月分

例月出納検査

8月24日 月 総務課
一般会計及び特別会計決算審査

（第２回）

２年度７月分

例月出納検査

○現金検査

(８時30分）

8/28決算意見書町長提出

8/21県監査委員研修会

9月24日 火 建設課 業務内容・備品監査
２年度８月分

例月出納検査

８月31日

現在残高

10月24日 木 健康福祉課 業務内容・備品監査
２年度９月分

例月出納検査

10/15~16

全国監査委員研修会

11月25日 月
御大の館

湯ヶ洞
業務内容・備品監査

２年度10月分

例月出納検査

○現金検査

（８時30分）

12月24日 火 環境水道課 業務内容・備品監査
２年度11月分

例月出納検査

11月30日

現在残高

1月22日 金
教育委員会

公民館
業務内容・備品監査

２年度12月分

例月出納検査

2月24日 水 南北小学校 業務内容・備品監査

２年度（３年）1月分

例月出納検査

○現金検査

（８時30分）

3月23

・24日
火・水 全課

令和２年度主な建設工事について

現場及び書類監査

計画中実施出来なかったもの

基金残高検査

２年度（３年）2月分

例月出納検査

２月28日

現在残高

3月31日 水 環境水道課 資材棚卸監査（3月31日現在）

*北部ブロック監査当番（喬木村）

令和２年度　高森町監査実施計画表

令和2年4月1日

月　日

定期監査・審査 出納検査 残　高

検　査
備　考

○印現金検査




