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例月出納検査結果報告について 

 

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、一般会計、各特別会計及び公営

企業会計の平成２９年５月分の例月出納検査を実施しましたので、同条第３項の規定

により、その検査結果を別添のとおり報告します。 



                            

一般会計及び特別会計 

（１）対 象 

一般会計  （平成２９年５月分） 

特別会計  （平成２９年５月分） 

国民健康保険事業、国民健康保険直営診療所事業、後期高齢者医療事業、

介護保険事業、介護サービス事業、簡易水道事業、集落排水事業、公共下

水道事業、浄化槽整備事業、工業用地造成事業、宅地造成事業、市民太陽

光発電所事業、峰山財産区、五箇財産区 

その他 

 歳入歳出外現金（平成２９年５月分） 

 （２）実施日 

平成２９年６月３０日 

（３）場 所 

京丹後市役所 ３階 ３０３会議室 

（４）出席者 

検査対応者 

中村会計管理者、小西会計課長 

監査委員及び事務局 

東監査委員、行待監査委員、髙田監査委員事務局長、和田主任 

（５）方 法 

検査は、会計管理者保管の証書、証憑及び基金保管金調書並びに指定金融機

関の公金出納日計表により計数を照合する等の方法によって実施した。 

（６）結 果 

計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。 

また、事務処理及び手続きについても、適正であると認められた。 



水道事業企業会計 

（１）対 象 

京丹後市水道事業会計 平成２９年５月分 

（２）実施日 

平成２９年６月３０日 

（３）場 所 

京丹後市役所 ３階 ３０３会議室 

（４）出席者 

検査対応者 

大木上下水道部長、藤原水道整備課長、金子係長、西井主任 

監査委員及び事務局 

東監査委員、行待監査委員、髙田監査委員事務局長、和田主任 

（５）方 法 

検査は、総勘定元帳、補助簿、その他諸帳簿、証書、証憑及び試算表並び

に出納取扱金融機関公金出納日計表及び現金出納簿により計数を照合する等

の方法によって実施した。 

（６）結 果 

計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。 

事務処理及び手続きについても、概ね適正であると認められた。  



病院事業企業会計 

（１）対 象 

病院事業会計 京丹後市立弥栄病院 平成２９年５月分 

（２）実施日 

平成２９年６月３０日 

（３）場 所 

京丹後市役所 ３階 ３０３会議室 

（４）出席者 

検査対応者 

川戸事務長、野田管理課長、奥田主任 

渡邉医療部長 

監査委員及び事務局 

東監査委員、行待監査委員、髙田監査委員事務局長、和田主任 

（５）方 法 

検査は、総勘定元帳、補助簿、その他諸帳簿、証書、証憑及び試算表並び

に取引金融機関の通帳預金残高及び現金出納簿の計数を照合する等の方法に

よって実施した。 

（６）結 果 

計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。 

事務処理及び手続きについても、概ね適正であると認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



病院事業企業会計 

（１）対 象 

病院事業会計 京丹後市立久美浜病院 平成２９年４月分、５月分 

（２）実施日 

平成２９年６月３０日 

（３）場 所 

京丹後市役所 ３階 ３０３会議室 

（４）出席者 

検査対応者 

 葛原事務長、蒲田管理課長、小谷係長 

渡邉医療部長 

監査委員及び事務局 

東監査委員、行待監査委員、髙田監査委員事務局長、和田主任 

（５）方 法 

検査は、総勘定元帳、補助簿、その他諸帳簿、証書、証憑及び試算表並び

に取引金融機関の通帳預金残高及び現金出納簿の計数を照合する等の方法に

よって実施した。 

（６）結 果 

計数は正確であり、現金の保管は適正であると認められた。 

事務処理及び手続きについても、概ね適正であると認められた。 

 



１　一般会計及び特別会計

（１）　現金出納状況 （単位：円）

収　入　額 支　出　額 差　引　額

34,269,525,561 33,345,986,035 923,539,526

国民健康保険事業 7,979,055,967 7,818,672,999 160,382,968

国民健康保険直営診療所事業 411,346,643 371,610,769 39,735,874

後期高齢者医療事業 694,025,864 688,454,458 5,571,406

介護保険事業 6,106,403,911 6,051,549,620 54,854,291

介護サービス事業 604,612,443 600,555,636 4,056,807

簡易水道事業 1,441,464,844 1,383,207,644 58,257,200

集落排水事業 415,392,016 390,711,303 24,680,713

公共下水道事業 2,690,809,406 2,646,601,686 44,207,720

浄化槽整備事業 285,577,418 266,981,430 18,595,988

工業用地造成事業 189,441,374 187,308,773 2,132,601

宅地造成事業 45,038,358 179,747 44,858,611

市民太陽光発電所事業 61,436,211 38,842,269 22,593,942

峰山財産区 6,216,711 137,147 6,079,564

五箇財産区 1,530,055 101,547 1,428,508

－　 －　 －　

－　 －　 －　

55,201,876,782 53,790,901,063 1,410,975,719

（２）　基金の状況 （単位：円）

前月末残高 当月増減 当月末残高

8,963,788,679 2,669,889,327 11,633,678,006

440,692,985 0 440,692,985

9,404,481,664 2,669,889,327 12,074,370,991

２　公営企業会計（現金出納状況） （単位：円）

収　入　額 支　出　額 差　引　額

－　 －　 －　

－　 －　 －　

－　 －　 －　

0 0 0

企　　　業　　　別

水道事業会計（上水道）

病院事業会計（弥栄病院）

病院事業会計（久美浜病院）

合　　　　　　　計

合　　　　　　　計

平成２８年度会計　京丹後市各会計別収支状況

（平成２９年５月３１日現在）

会　　　計　　　別

一般会計

特
別
会
計

歳入歳出外現金会計

歳入歳出外基金会計

合　　　　　　　計

財政調整基金等（２３件）

歳計外管理基金（４件）



１　一般会計及び特別会計

（１）　現金出納状況 （単位：円）

収　入　額 支　出　額 差　引　額

4,392,991,347 3,051,093,612 1,341,897,735

国民健康保険事業 539,632,793 718,147,611 △ 178,514,818

国民健康保険直営診療所事業 6,033,592 68,404,067 △ 62,370,475

後期高齢者医療事業 51,337,302 50,727,023 610,279

介護保険事業 565,706,153 504,901,535 60,804,618

介護サービス事業 3,739,220 78,172,320 △ 74,433,100

簡易水道事業 43,923,755 115,243,584 △ 71,319,829

集落排水事業 8,242,574 9,866,346 △ 1,623,772

公共下水道事業 51,706,906 36,470,513 15,236,393

浄化槽整備事業 3,258,332 11,789,221 △ 8,530,889

工業用地造成事業 0 0 0

宅地造成事業 0 0 0

市民太陽光発電所事業 4,980,089 87,425 4,892,664

峰山財産区 6,000 0 6,000

五箇財産区 0 0 0

707,568,591 574,282,204 133,286,387

65,752,695 463,000 65,289,695

6,444,879,349 5,219,648,461 1,225,230,888

（２）　基金の状況 （単位：円）

前月末残高 当月増減 当月末残高

－　 －　 －　

－　 －　 －　

0 0 0

２　公営企業会計（現金出納状況） （単位：円）

収　入　額 支　出　額 差　引　額

1,229,101,086 182,293,902 1,046,807,184

1,758,548,962 1,254,893,909 503,655,053

1,034,808,682 771,127,276 263,681,406

4,022,458,730 2,208,315,087 1,814,143,643

水道事業会計（上水道）

病院事業会計（弥栄病院）

病院事業会計（久美浜病院）

合　　　　　　　計

合　　　　　　　計

財政調整基金等（２３件）

歳計外管理基金（４件）

合　　　　　　　計

企　　　業　　　別

歳入歳出外基金会計

平成２９年度会計　京丹後市各会計別収支状況

（平成２９年５月３１日現在）

会　　　計　　　別

一般会計

特
別
会
計

歳入歳出外現金会計


