
例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年４月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成２９年５月２３日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 



例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年５月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成２９年６月２２日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 



例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年６月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成２９年７月２４日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 
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北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年７月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成２９年８月２４日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 



例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年８月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成２９年９月２２日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 



例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年９月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成２９年１０月２５日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 



例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年１０月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成２９年１１月２０日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 
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北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年１１月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成２９年１２月２２日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 



例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成２９年１２月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成３０年 １月２５日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 



例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成３０年 １月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成３０年 ２月２１日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 



例月出納検査報告書 

 

 

北竜町監査委員 長谷川 秀 幸 

 

    同    小 坂 一 行 

 

 

１．検査対象 

一般会計、国民健康保険特別会計、町立診療所事業特別会計、後期高齢者医療特別

会計、介護保険特別会計、特別養護老人ホーム事業特別会計、農業集落排水事業及

び個別排水処理事業特別会計、簡易水道事業会計 

一般会計財政調整基金、国保会計財政調整基金、特老会計財政調整基金、減債基金、

地域福祉基金、商工ひまわり基金、ひまわりバンク育成基金、農地保有合理化促進

事業基金、生涯学習振興基金、青少年育成基金、土地開発基金、ふるさと応援基金、

介護給付費準備基金、農業振興基金、地域の元気臨時交付金基金、歳入歳出外会計、

公住敷金会計、送金手数料会計、奨学資金会計、合同庁舎会計 

２．検査現在期日    

平成３０年 ２月末日 

３．検査実施期日及び場所 

  平成３０年 ３月２３日 役場２階 監査委員室 

４．検査の概要 

現金の出納管理の状況を知る上に必要な調書、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、

会計管理者等の説明を受けながら検査現在月における現金出納事務及び同月末日にお

ける現金保管事務を検査した。 

５．検査の結 果 

提出された書類をもとに検査現在月の計数について、各会計等に属する現金の状況

等を検査、照合した結果誤りのない事を確認した。また、検査現在期日の預金残高は

帳簿と符合し、現金の保管事務は適正に処理されていると認められた。 

６．検査諸表 

・現金出納簿 別紙のとおり 

・簡易水道事業試算表 別紙のとおり 

以上 


