令和 2 年 12 月 10 日
監 査 委 員 決 定
令和３年監査 基本計 画
１

都政をめぐる状 況と監 査
新型 コロナウ イルス 感染症 の影響に より我 が国の 景気は依 然とし て厳し い状況
にある。ま た、都 の歳入 の根幹を なす都 税収入 は、法人 関係税 収の占 める割合 が
高く、景気 動向に 左右さ れやすい ことか ら、今 後、都の 財政環 境は一 層厳しく な
ることが予想 される 。
こうした中 にあっ ても、 今日の都 政には 、新型 コロナウ イルス 感染症 対策の更
なる強化や、東京 2020 大会の 延期への 対応な ど、喫緊の 課題に 的確に 対処して い
くことが求 められ ている 。加えて 、誰も が安心 して暮ら し、人 がいき いきと輝 き
活躍する社 会を築 くため の施策、 東京ひ いては 日本全体 の持続 的成長 につなが る
施策、さら にはデ ジタル 化の加速 により 都民生 活の豊か さや生 産性を 向上させ る
とともに、新型コ ロナウ イルス感 染症を 乗り越 えたその 先を見 据えた 新しい社 会
を創り上げて いくた めの取 組などを 推進し ていく 必要があ る。
令和３年は 、こうした 都政の 重要課題 に着目 した監 査を行う ことで 、監 査に課
された使命を 着実に 果たし 、都民の信頼に 応えて いく。

２

基本方針

（１）都の事 務や事 業につ いて、合 規性は もとよ り、その 成果や 効果等 を分析し 、
経済性、効率 性、有 効性の 観点から、都民 の視点 に立った 検証を 行う。
（２）都 の事業に おける リスク の評価を 適切に行い、 リスクの 重要度 を踏ま えた上
で監査の重点 化を図 り、効 率的かつ 効果的 な監査 を実施す る。
（３）各 種の監査 等が相 互に有 機的に連 携して 行われ るよう調 整し、 都の事 務及び
事業を横 断的・多 角的に 検証す るととも に、事 務部門 と技術部 門とが 相互に 協
力することに より、 相乗効 果の高い 監査を 実施す る。
（４）Ｉ ＣＴを活 用し、 監査事 務を効率 化する ととも に、デー タ分析 手法を 導入す
ることで監査 対象事 務のリ スクを把 握し、 監査の 質の向上 を図る 。
（５）必要に 応じて 監査専 門委員を 活用し 、監査 の専門性 の向上 と効率 化を図る 。
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（６）監 査結果の 報告に ついて 、図や表を活用 し、都 民に一層 わかり やすく 表記す
ることは もとより 、様々 な媒体 を用いて 効果的に発信 すること により 、都政 に
対する都民の 信頼確 保に寄 与する。
（７）監 査結果及 び各局 等が行 う改善措 置につ いて、 庁内への フィー ドバッ クを行
い、ミス 等の再発 防止の 徹底を 図るとと もに、 事務の 効率化や 都民サ ービス の
向上を促す。
（８）新 型コロナ ウイル ス感染 症の感染 状況及 び都に おける対 応状況 を踏ま え、監
査の実施を柔 軟に見 直す。
３

各監査の実施概 要

（１）定例監 査
ア

重点監査事 項
各 局の「新型 コロナ ウイルス 感染症 対策事 業」を重点監 査事項 に設定 する。
令 和２年 度は 、新型 コロナウ イルス 感染症 の拡大と いう危 機的状 況のなか 、
令和２年 ５月５日 付東京 都副知 事依命通 達「新 型コロ ナウイル ス感染 症の状
況を踏ま えた当面 の都政 の運営 について 」によ り、各 局は医療 提供体 制の強
化や同感 染症の拡 大防止 の取組 及び都民 の生活 や経済 活動を支 えるセ ーフテ
ィネットの 強化に 向けた 取組など に集中 的・重点的 に取り組 むこと とされ た。
都はこうし た取組 を迅速 に実施す るため 、これ まで総額 約１兆 ６，０ ００
億円を超 える補正 予算を 組み、 数々の新 型コロ ナウイ ルス感染 症対策 事業の
新規創設 及び既存事業の 拡充を 実施して いるが 、こう した事業に対す る都民
の関心は非常 に高く 、予算 執行の適 正性を 確保す ることは 重要で ある。
さらに、新 型コロ ナウイ ルス感染 拡大防 止及び 同感染症 対策に 集中的 ・重
点的に取り組む執 行体制 確保の観 点から 、各 局にお いては既 存事業 等の休 止、
縮小又は延 期をし ており 、そ れに伴う契約変 更等の 事務処理 が発生 してい る。
このため、 令和３ 年定例 監査にお いては 、各局 の新型コ ロナウ イルス 感染
症対策事 業の制度 設計や 執行体 制等、ま た同感 染症に より休止 、縮小 又は延
期などの 影響を受 けた事 業の事 務処理等につい て、重 点的に検 証を行 うもの
とする。

イ

行政監査等 との連 携
重点監査事 項であ る新型 コロナウ イルス 感染症対策事業 のうち 補助金 ・協
力金に係 るものに ついて は、定 例監査で 事業ス キーム の把握や 事業リ スクの
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検証など を行った 後、本 年行政 監査にお いて局 横断的 かつ集中 的な検 証を行
う。
ウ

その他留意 事項
都の事務・事業の監査に必要な場合、財政援助団体等が都の事務及び事業を
都と一体とし て行っ ている 業務につ いても 監査す る。

（２）工事監 査
ア

重点監査事 項
各局の行 う事業 が所期 の目的を 達成し 、また 効果を上 げてい る工事 となっ
ているかとい う「有 効性」 の検証を 重点監 査事項 に設定す る。
都は、コ ロナ禍 におい てもいつ 発生す るか分 からない 自然災 害を見 据え、
都市機能を 強化す る工事 などを効 果的 、かつ 着実に 実施しな ければ ならな い。
しかしなが ら、近 年、所 期の目的 が達成 されず 地震時に 効果が 発揮さ れな
い工事事 例などが 報告さ れ、ま た、コロ ナ禍に おける 対面によ る協議 の自粛
などによ り、定め られた 要件を 見落とす リスク も高ま っている 。もし 、所期
の目的を 達成しな ければ 、整備 した施設 などが 災害時 に十分効 果を発 揮しな
いおそれ がある。 これま でも、 工事監査 におい ては、 適正性、 安全性 などの
合規性は もとより ３Ｅ（ 経済性 、効率性 、有効 性）の 観点を重 視し、 各局の
事業特性 を踏まえ た監査 を行っ てきたが 、令和 ３年は とりわけ 「有効 性」に
着目し、各局 を統一 的、横 断的に監 査する 。

イ

その他留意事項

（ア ）案件ご とに、 契約金 額が高額 なもの 、設計 変更した もの、 特殊な 製品・
工法を使用し たもの など、 リスクの 重要度 に着目 し、案件 を抽出 する。
（イ）長 期間にわ たる大 規模工 事等につ いては 、計画 決定を踏 まえて 、事業 の
要件や期間な どが計 画どお りに適正 に行わ れてい るかを確 認する 。

（３）財政援 助団体 等監査
ア

公 益財団 法人東 京オリン ピック・パラリ ンピッ ク競技 大会組織 委員会 に対
する監査を実 施する 。
本監査では 、監 査の実 効性を高 めるた め、過年度（平成 ２９年 度以降 ）事
業のみなら ず令和 ３年度 事業も対 象とし、事務部門 と技術 部門が 連携して 監
査を行う。
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当該団体 について は、清 算結了 までの間 、継続 的に監 査を実 施するこ とを
検討する。
イ

その 他の団体 につい ては、都の関与 や関連 性等を 考慮し、 団体ご とのリ ス
クに対応した 監査を 実施す る。

（４）行政監 査
新型コロナ ウイル ス感染 症対策事 業のう ち、補 助金・協力金 に係るも のにつ
いて、定例監 査で事業 スキー ムの把握 や事業 リスク の検証な どを行 った後 、そ
れらを基に 、当該 事業の 適正性等 につい て局横 断的かつ 集中 的 な 検 証 を 行 う 。
（５）決算審 査、基 金運用 状況審査 、例月 出納検 査、健全 化判断 比率等 審査
各監査及び検 査は、 各監査の 結果な どを有 機的に連 携させ 、効率 的かつ効 果
的に実施する 。
（６）住民監 査請求
公平・公 正な審査 及び監 査を行 うため、 専門性 が高い 監査請求 に対し ては、
外部専門家を 活用す るなど 、住民監 査請求 に的確 に対応す る。
（７）内部統 制評価 報告書 審査
内部統制 評価報告 書につ いて、 これまで の監査 で得ら れた知見 に基づ き、内
部統制の評価 手続及 び重大 な不備の 判断が 適切に 行われて いるか 審査す る。
（８）その他
環境等の 変化又は 本計画 に影響 を与える ような 事象が あった場 合、必 要に応
じて、監査実 施体制 の変更 等を行う 。
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４

各監査等の実施 期間及 び報告・ 公表時 期
監

査

種

別

定例監査
工事監査

実 施 期 間
令和 3 年 1 月
～令和 3 年 9 月
令和 3 年 1 月
～令和 4 年 1 月

報

告・公

表

時

期

令和 3 年 9 月
令和 4 年 2 月

財政援助団体 等監査
公益財団法人東京オリンピ
ック・パ ラ リン ピッ ク 競技 大
会組織委 員会

その他の団体
行政監査

令和 2 年 12 月
～令和 4 年 3 月
（令和 4 年度 も継続
実施予定）
令和 3 年 9 月
～令和 4 年 1 月
開始時期未 定（ 注 1）
～令和 4 年 1 月

（令和 4 年監 査終了 時）

令和 4 年 2 月
令和 4 年 2 月

各会計歳入歳 出決算 審査
令和 3 年 7 月
（基金運用 状況審 査を含 む。）
～令和 3 年 9 月

令和 3 年 9 月

公営企業各会 計決算 審査

令和 3 年 6 月
～令和 3 年 9 月

令和 3 年 9 月

例月出納検査

令和 3 年 1 月
令和 3 年 6 月、9 月、12 月
～令和 3 年 12 月 及び令和 4 年 2 月

健全化判断比 率等審 査

令和 3 年 7 月
～令和 3 年 9 月

令和 3 年 9 月

内部統制評価 報告書 審査

令和 3 年 7 月
～令和 3 年 9 月

令和 3 年 9 月

随時

随時

住民監査請求

監査結果に基 づき知 事等が 講じた措 置
注１：行政 監査実 施計画 で決定
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令和 3 年 6 月 、12 月

