
現状
（基準年）

目標
（目標年）

達成状況
（年月）

区分

上
位
定期監査等の実施

５３５機関：実施率１
００％(１９年４月か
ら２０年３月）

５３６機関：実施率１
００％(２１年４月か
ら２２年３月）

５４０機関：実施率１
００％（２１年４月か
ら２２年３月）

Ａ

普通会計･公営企業会計監
査

５０７機関：実施率１
００％(１９年４月か
ら２０年３月）

５０４機関：実施率１
００％(２１年４月か
ら２２年３月）

５０４機関：実施率１
００％(２１年４月か
ら２２年３月）

Ａ

財政的援助団体等監査
２８機関：実施率１０
０％(１９年４月から
２０年３月）

３２機関：実施率１０
０％(２１年４月から
２２年３月）

３６機関：実施率１０
０％(２１年４月から
２２年３月）

Ａ

監査結果の報告及び公表

監査結果について定例
県議会開会日に議会･
知事等に報告(４回／
年）するとともに、県
報、県庁ＨＰにより公
表しました。(１９年
度）

監査結果について定例
県議会開会日に議会･
知事等に報告(４回／
年）するとともに、県
報、県庁ＨＰにより公
表します。(２１年
度）

監査結果について定例
県議会開会日に議会･
知事等に報告(４回／
年）するとともに、県
報、県庁ＨＰにより公
表します。(２１年
度）

Ａ

上
位

決算審査及び財政健全化判
断比率等審査等への的確な
対応

決算審査･例月出納検
査及び健全化判断比率
等審査を的確に行いま
した。(２０年度）

決算審査･例月出納検
査及び健全化判断比率
等審査を的確に行いま
す。(２１年度）

決算審査・例月出納検
査及び健全化判断比率
等審査を的確に行いま
した。(２１年度)

Ａ

健全化判断比率等審査

１９年度の一般会計、
特別会計及び公営企業
会計の決算に基づく健
全化判断比率公営企業
会計の決算に基づく資
金不足比率とこれらの
算定基礎となる事項を
記載した書類について
審査しました。(２０
年度）

２０年度の一般会計、
特別会計及び公営企業
会計の決算に基づく健
全化判断比率公営企業
会計の決算に基づく資
金不足比率とこれらの
算定基礎となる事項を
記載した書類について
審査します。(２１年
度）

２０年度の一般会計、
特別会計及び公営企業
会計の決算に基づく健
全化判断比率及び公営
企業会計の決算に基づ
く資金不足比率につい
て審査しました。(２
１年度)

Ａ

決算審査･例月出納検査の
実施

（決算審査）
１９年度の一般会計、
１９特別会計及び４公
営企業会計並びに２基
金(２０年度）
(例月出納検査）
１２回／年(１９年
度）

（決算審査）
２０年度の一般会計、
１９特別会計及び４公
営企業会計並びに２基
金(２１年度）
(例月出納検査）
１２回／年(２１年
度）

〔決算審査〕
２０年度の一般会計、
１９特別会計及び４公
営企業会計並びに２基
金(２１年度)

(例月出納検査)
１２回／年(２１年度)

Ａ

平　成　２１　年　度　　基　本　施　策　進　行　管　理　票　　　総　括　表

施策展開の柱

県民に対して果たすべき部の使命

　県の行政全般にわたって県民の関心が高くなっており、監査の役割がますます重要視されています。そこで監査の実施に当たっては、県行政運営の動向を注視し、事務事業が最
小の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているかに着目し実施します。これらの監査の結果については、議会及び知事等に提出するとともに、併せて
県民に情報提供を行うことにより、県行政の透明性を図りながら県民への信頼が得られることを目指します。

課　名

部名：監査委員事務局　　　　　　　　部長名：森　満

検証指標・手段

検証指標・手段
課の使命・役割 施　策　名

調　整　課
監　査　課

監査及び決算審査等の実施

　県の行政運営が公正性、透明性を確保
し、最小の経費で最大の効果を挙げるため
に、次の方針に基づき監査及び決算審査等
を実施します。

（１）　事務事業や予算の執行について、
合規性、正確性、経済性、効率性、有効性
の視点から積極的に検証します。
（２）　外部監査の結果や監査対象機関に
おける内部統制の整備･運用に留意し、監
査機能の充実･強化に努めます。
（３）　前回監査等の指摘事項等の措置状
況を把握し、継続的に是正･改善を求めま
す。
（４）　監査結果等の情報を県民にわかり
やすく公表します。

中
間

中
間

決算審査及び財政健全化判断比
率等審査等の充実

定期監査等の充実

別記様式第６号



審査結果及び意見の報告、
公表

１９年度決算、財政健
全化判断比率等審査結
果について、知事に意
見書を提出するととも
に、その結果を県庁Ｈ
Ｐへ掲載し、公表しま
した。(２０年度）
また、例月出納検査結
果について、定例県議
会開会日に議会及び知
事に報告(４回）しま
した。(１９年度）

２０年度決算、財政健
全化判断比率等審査結
果について、知事に意
見書を提出するととも
に、その結果を県庁Ｈ
Ｐへ掲載し、公表しま
す。(２１年度）
また、例月出納検査結
果について、定例県議
会開会日に議会及び知
事に報告(４回）しま
す。(２１年度）

２０年度会計決算、財
政健全化判断比率等審
査結果について、知事
に意見書を提出すると
ともに、その結果を県
庁ＨＰへ掲載し、公表
しました。(２１年度)
また、例月出納検査結
果について、定例県議
会開会日に議会及び知
事に報告(４回／年)し
ました。(２１年度)

Ａ

上
位
行政監査の的確な実施

県の事務事業の執行に
ついて、合規性、正確
性の観点はもとより、
経済性、効率性、有効
性の視点から実施しま
した。(１９年度）

県の事務事業の執行に
ついて、合規性、正確
性の観点はもとより、
経済性、効率性、有効
性の視点から実施しま
す。(２１年度）

合規性、正確性の観点
はもとより、経済性、
効率性、有効性の視点
から検証し、行政運営
の適正化、効率化を促
しました。

Ａ

行政監査のテーマ選定

「指定管理者制度に係
る事務の執行状況等に
ついて」を監査テーマ
に選定し、２１課６２
施設について実施しま
した。(１９年度）

県の重要施策や重点事
業等からテーマを選定
し実施します。(２１
年度）

「法令等に基づく団体
等に対する検査・監査
等の実施状況につい
て」を監査テーマに選
定し、県民生活に関わ
りの深いもの、県民の
関心が高いと思われる
もの等を中心に２６件
を選定し、監査しまし
た。

Ａ

監査結果の報告及び公表

監査結果について、２
０年２月２６日に議
会、知事等に報告する
とともに、県報、県庁
ＨＰにより公表しまし
た。(１９年度）

監査結果について、２
２年２月定例県議会開
会日に、議会、知事等
に報告するとともに、
県報、県庁ＨＰにより
公表します。(２１年
度）

監査結果について、２
２年６月定例県議会開
会日に議会、知事等に
報告するとともに、県
報、県庁ＨＰにより公
表します。

Ｂ

上
位
住民監査請求への的確な対
応

住民監査請求につい
て、的確･迅速な対応
を行っています。

住民監査請求につい
て、的確･迅速な対応
を行います。

住民監査請求につい
て、的確･迅速な対応
を行います。

Ａ

県民に対する制度の広報･
啓発

県庁ＨＰに制度の概要
を掲載し広報･啓発に
努めています。

県庁ＨＰに制度の概要
を掲載し広報･啓発に
努めます。

県庁ＨＰに制度の概要
を掲載し広報･啓発に
努めます。

Ａ

監査の期間 ６０日以内 ６０日以内
平均４１．９日
（２１年度）

Ａ

調　整　課
監　査　課

中
間

行政監査の実施

住民監査請求への対応

中
間


