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背景および問題意識

現在の自治体監査制度は、戦後導入された監

査委員監査、1997 年に創設された包括外部監

査を大きく 2本の柱として構成されている。

1991 年に行政監査の権限追加、1997 年には

包括外部監査制度導入がなされたが、ともに監

査委員監査制度を前提とした見直しであったと

いえる。しかし民主党政権下で地方自治法の抜

本的な見直しが進められるなかで、自治体監査

制度についても現行制度の枠を越えた再構築が

検討されてきた。

総務省では、地域主権戦略会議「地域主権戦

略の工程表（案）」に沿って、2010 年 1 月から

総務大臣を議長とする地方行財政検討会議（以

下、「検討会議」という）を開催し、地方自治

法の抜本的な見直しの案を取りまとめるための

検討をすすめてきた。そこでの議論の柱の１つ

として、「監査制度・財務会計制度の見直し」

が掲げられている。

現行の監査制度の機能に疑問がもたれるよ

うになった契機の１つは、会計検査院が 2008

年次から 2010 年次までに行った都道府県等に

おける国庫補助事業に係る事務費などの経理の

状況の検査の結果、検査対象となった 47 都道

府県及び 18 指定都市すべてにおいて不適切な

経理処理の事例が判明したことにある*2。さら

に、その結果を受け多くの自治体で全庁的な調

査を行った結果、不適正な経理処理が実施され

ている事実が明らかになったという*3。

民主党から自民党への政権交代が、地域主権

戦略会議が検討してきた地方自治法の抜本的な

見直しの方向性にどのような影響を与えるのか、

本稿の執筆時点では未知数である。しかし、行

革への要請は絶え間なく、より一層厳しくなっ

ている状況に加え、透明性確保、説明責任遂行

の重要性についても浸透してきている今日、適

正な行政運営を目的とする監査制度が実情にあ

ったものであるかどうか適宜検証し、必要に応

じて見直すという取り組みを継続することは重

要である。そして検証・見直しのためには、そ

の第一歩として現行制度の運営状況や問題点の

把握が必須といえる。

以上を踏まえ、本稿では外部監査、とくに包

括外部監査に着目する。その理由は以下のとお

りである。

先述の検討会議が 2011 年 1 月にまとめた

『地方自治法抜本改正についての考え方（2010

年』（以降、「報告書」）は、現行制度の課題を、

①監査が果たすべき機能、②監査委員制度、③

外部監査制度、④監査を担う人材、⑤監査の基

準の 5 点で整理したのち、現行の監査委員制

度・外部監査制度については、廃止を含め、ゼ

ロベースで制度を見直すこと、その際には、地

方公共団体の内部の主体が担う監査と、外部の

主体が担う監査をもうけるとともに、それぞれ

の監査主体が担う監査の対象及び観点は制度上

も明確に区分することが言及されている*4。

しかし、包括外部監査はこれまでの制度設計

上、実施が都道府県・政令指定都市・中核市に

のみ義務付けられており、2009 年度末時点で

導入団体が全団体の 6.6 ％であること、さらに
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毎年度外部監査人が特定テーマを選定し、それ

に関わる部署に対して監査を行うため、実施団

体でも対象が限定されていることから、自治体

において制度自体に関する一定の理解が得られ

ているとは言い難い。

さらに、外部監査が導入されて 10 年以上が

経過し、制度やその実施に関してさまざまな課

題や改善案が指摘されるなかで*5、外部監査制

度の効果検証の必要性が指摘されていることに

も着目したい*6。総務省が実施している「地方

公共団体における外部監査制度に関する調査」

では、制度の導入状況や効果に関する認識など

の情報が収集されているが、監査本来の目的に

かんがみ、外部の専門家による監査の結果、ど

のような改善点が見いだされ、さらにそれらを

改善することにより、どのような効果が上がっ

ているかを総括的に検証することの意義は大き

いと考える。

よって本稿では、現在提示されている自治体

の監査制度改革の方向性を前提として、現行の

外部監査制度について概観したのち、外部監査

報告書に記載された指摘事項をまとめることで、

制度の理解や効果把握、さらには監査制度全体

を検討するための材料の１つとして提示したい。

外部監査制度の現状

地方自治体の適正な行政運営を確保するため

に、長その他の執行機関がそれぞれの判断と責

任で行政運営に当たるとともに、議会が執行機

関に対する監視機能を適切に行使しなければな

らないことは指摘するまでもない。

これを前提に、地方自治法は、「公正で、合

理的かつ効率的な事務処理の確保」を目的とし

て、すべての地方自治体に長と独立した執行機

関としての監査委員の設置を義務付けるととも

に、一定規模の自治体を対象として外部監査の

導入を義務付けている。監査委員監査と外部監

査の機能は、図表１のとおり整理される。

外部監査は、地方公共団体の監査機能の独立

性と専門性の強化を目的として設けられた制度

である*7。包括外部監査契約に基づく監査と個

別外部監査契約に基づく監査の 2種類があり、

前者は、毎会計年度、外部監査人のイニシアテ

ィブによる監査を実施するもので、都道府県・

政令指定都市・中核市は契約の締結が義務付け

られている。後者は、議会・長・住民から要求

がある場合において外部監査人による監査をす

ることが適当であるときに、外部監査人による

監査を実施するもので、条例制定により任意に

導入することができる。加えて、財政健全化法

に基づき、健全化判断比率の対象となる財政指

標のいずれかが早期健全化基準を超えた場合、

個別外部監査の実施が義務付けられる。

本稿で対象とする包括外部監査契約に基づく

監査（包括外部監査）に求められる機能は、財

務監査および財政援助団体などに関する監査

（図表１参照）であり、監査テーマには補助金、

委託料、物品や公の施設の管理などが選ばれて

いる。

総務省「地方公共団体における外部監査制度

に関する調査の結果」（2010）によると、調査

対象となった 1797 団体のうち包括外部監査契

約の締結が義務付けられている都道府県、指定

都市、中核市は 106 団体（2009 年度末時点）、

条例制定により包括外部監査を実施している市

区町村は 13 団体（同じく 2009 年度末時点）。

あわせて、全団体の 6.6 ％のみが包括外部監査

を実施している。

包括外部監査人が有する資格は、公認会計士

が 102 人（85.7 ％）と最も多く、次いで弁護

士 10 人（8.4 ％）、税理士（5.9 ％）となって

いる。また、監査に要する費用は、都道府県平

均で 1516 万円、指定都市平均が 1820 万円、中

核市平均が 1409 万円、上記以外団体平均で 84

8 万円である。

監査の結果に関する報告及び意見に対する地

方公共団体の評価としては、おおむね外部の専

門家からの視点又は第三者的な立場での視点に
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図表 1 現行の監査機能の分類

＊下線は義務付け規定。

＊総務省 地方行財政検討会議 第二分科会（第 4回）資料「監査制度の見直しの方向性について

（たたき台）」2ページをもとに、筆者作成。

よる提言で、有意義あるいは適正かつ効率的な

行政運営に資するという趣旨のものであったが、

「定期監査における指摘事項と同一であり、専

門的な視点からの指摘や問題提起が少なかっ

た」「政策的な判断として県が行った行為に対

する評価が十分行われていない」などの評価も

みられる。

さらに、2008 年度の監査結果に関する報告

書等に基づき措置を講じた場合の効果として、

ほぼすべての団体において、補助金支出事務に

おける事務の適正化、公有財産の適正な管理、

財政的援助団体や出資法人等の運営の効率化・

適正化、さらにこれらを通じた経費の削減や収

入の増加などの効果があったとされている。

たとえば京都市*8 では、制度が導入された

1999 年度から外部監査が実施され、2004 年度

以降の報告書およびそれぞれの措置状況はＨＰ

から確認することができる*9。

2011 年度からはコンプライアンス推進室が

選考、契約の締結、予算などに関する事務を担

う（以前は総務課で実施）。また、地方自治法

にのっとり、監査事務局が外部監査人と監査対

象部局等との連絡調整などに関する事務を行っ

ている。

包括外部監査人の選定にあたっては、公認会

計士協会もしくは税理士会から複数人の推薦を

もらい、書類審査を行う。その際、とくに候補

者の実績が考慮される。

外部監査人とは議会の議決を経て契約を締結、

実査および報告書内容の確認後、3 月末に外部

監査人から報告書が提出される。報告書で示さ

れた「結果」および包括外部監査人の「意見」

に対して、対象課等による改善の措置がなされ

たものについては、地方自治法にのっとり、監

査委員に対して通知があり、監査委員はその内

容を公表するとともに、監査事務局のＨＰで

包括外部監査の現状と、その効果の検証 25



図表 2 調査の設計

対 象 政令指定都市 20 団体

方 法 政令指定都市 20 団体の HP 上で公表されている 2011 年度の外部監査報告書より、「結果／

指摘事項 10」に分類されている項目を抽出、その内容を分類。

＊報告書本文（概要版のぞく）で、結果／指摘事項として挙げられているものの数をカウン

トした。

＊結果／指摘事項が、報告書の総論・各論で記載され、内容に重複が見られる場合は、

図表 3 包括外部監査 結果/指摘事項分類結果 （政令指定都市 2011 年度）

分類 件数

現物管理 47

法令等・マニュアル違反 43

支出 23

債権管理 9

ルール整備 19

会計処理 18

契約 12

その他 42

計 223
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「外部監査の実施状況」として公表している。

さらに、京都市の担当者は外部監査の効果と

して、「外部監査人の見識に基づく指摘」をあ

げた。一定分野の専門性を有する会計士・税理

士だからこそ言及できる内容に関する指摘を受

け、その対応を検討し、実際の改善策を講じる

ことが、より効果的で効率的な行政運営につな

がっているということであろう。

総務省の調査結果とあわせて、制度設計の意

図・趣旨に沿った効果は、団体や外部監査人、

選定されるテーマにより差異があることは考え

られるものの、総論としてはおおむね認識され

ているといえそうである。では具体的に、どの

ような内容の報告書が提出され、「公正で、合

理的かつ効率的な事務処理」に向けた改善につ

なげられているのだろうか。

調査の設計および結果

包括外部監査の具体的な効果の把握と見える

化を目的として実施した調査の設計とその結果

は図表 2と図表 3のとおりである。

「現物管理」とは、土地や建物、備品、現金

の管理不備に関する指摘である。具体的な内容

としては、管理すべきものを管理できていなか

ったという指摘（備品の除却漏れなど）、公有

資産台帳等台帳の不備に関する指摘に加え、土

地や建物などのより一層の有効活用を促すもの

があった。

「法令等・マニュアル違反」とは、法令、条

例、マニュアルなどで定められたルールに則っ

た取り組みがされていなかったことに対する指

摘である。

「支出」とは、支出の際の手続きにおける不

備に関する指摘である。たとえば、必要書類の

不備（金額に間違いがある、日付欄が空欄、必

要な添付書類を保管していないなど）、補助金

等を支出対象でないものに支出している、同じ

く補助金等の支出の際に実績報告書の審査が不

十分である（経費内訳や明細が示されていない

など、実績報告書の内容自体の不備も含む）な
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どがあった。

「債権管理」とは、貸付金等、債権の管理不

備に関する指摘である。債権管理台帳の作成に

関する指摘（必要な情報の記載漏れを含む）、

回収に向けた（さらなる）取り組み実施の必要

性を指摘するもの、不納欠損処理前の手続きの

不備に関するもの（回収のための取り組みが不

十分、必要な承認を得られていないなど）など

があった。

「ルール整備」とは、事務や事業を進める際

のルールが未整備または不適切であることに関

する指摘である。規程やマニュアルがある場合

も、国で定められた基準と要綱のそれとが合致

していない、実際の業務に沿ってマニュアルの

内容を更新していない、要綱で定められた補助

金の補助対象経費が目的と合致していないなど

の指摘があった。

「会計処理」とは、主に公営企業会計で会計

処理に際しての間違いや不合理に関する指摘で

ある。引当金の未計上や金額が合理的でないこ

とに関する指摘、減価償却が実施されていない

ことや実態に合ったものでないという指摘、計

上時の細目の選択間違いに関するものなどがあ

った。

「契約」とは、契約実施時の手順や契約内容

の不備に関する指摘である。随意契約の理由が

不十分であるという指摘、競争原理導入の必要

性についてのもののほか、契約書・仕様書の内

容に関する指摘（仕様書で示す成果物の明確化

など）があった。

上記に分類できなかったものは「その他」と

したが、そこには使用料の設定に関する指摘や

事業の実態に関する市民への情報提供の必要性

を述べるもの、事業の結果や効果の分析・計画

策定の必要性を指摘するものが含まれる。

まとめ

本稿では、これまでの民主党政権下で検討さ

れてきた監査制度改革の方向性を踏まえ、とく

に外部監査制度に着目して現行制度の概要と現

状を整理したのち、包括外部監査報告書に着目、

報告書で指摘されている内容の分類をとおして、

具体的な効果の把握・検証を試みた。

その結果、現物管理、法令等・マニュアル違

反、支出、債権管理、ルール整備、会計処理、

契約に関する指摘が多くみられることがわかっ

た。これらの点を改善することで、地方自治法

が求めている「公正で、合理的かつ効率的な事

務処理の確保」につなげることが可能になる。

外部監査を導入していない自治体でも、これら

の点を改善する余地がないか、検証する意義は

大きいと考えられる。

また、先述のとおり包括外部監査人に選定さ

れる割合は公認会計士が最も高いが、報告書の

内容においても現物や債権の管理、会計処理に

関する指摘が多いことから、民間企業の監査を

担った経験を有する会計士の強み・専門性が一

定程度生かされていることがわかる。さらにそ

れは、総務省アンケート結果および京都市の認

識を裏付ける結果であるといえる。

本稿では、包括外部監査の効果把握を目的と

し、包括外部監査報告書の結果／指摘事項のみ

を対象とした調査を実施したが、その内容につ

いては「定期監査における指摘事項と同一であ

り、専門的な視点からの指摘や問題提起が少な

かった」というコメントもみられることから、

監査委員監査で指摘されている事項を整理・把

握し、今回の調査結果と比較することで、現行

の監査制度全体のさらなる検証をすすめること

を今後の研究課題としたい。

まずは本稿が、外部監査の現状および成果の

理解・共有を促すための１つの材料となれば幸

いである。

【脚注】

*1 本稿は、公認会計士の掛谷純子氏と筆者が共同で

行っている研究の現段階における成果を、筆者の責

任でまとめたものである。

*2 地方行財政検討会議（2011）。
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*3 なお、全国都市監査委員会から提出された各団体

の見解には、不適切な財政処理、会計処理が露見し

た結果、現行の監査制度の機能に疑問がもたれるよ

うになったことについて、さらなる疑問を投げかけ

るものもみられる。たとえば、「現行の監査制度一

般の問題として把握すべきものであるかを見極める

必要がある（仙台市）」「監査制度上の問題ではなく、

運用上の問題であり、決してゼロベースで見直しを

必要とするほど現行の監査制度が機能していないわ

けではない。運用面の改善を図ることにより、十分

現行制度の充実・強化が可能である（名古屋市）」

など。

*4 ただし、現行のように都道府県・政令指定都市・

中核市とその他の市・町村で取り入れる監査が異な

るかどうかについては言及されていない。

*5 石川（2006）、経塚（2010）、井上（2011）など。

*6 小関（2006）。

*7 地方行財政検討会議 第二分科会（第 4 回）「現

行の監査制度について」より引用。

*8 以下、京都市の取り組みに関する記述は、平成 24

年 12 月 12 日（水）に実施した京都市行財政局コン

プライアンス推進室、監査事務局へのインタビュー

内容に基づく。

*9 京都市情報館「外部監査」 http://www.city.

kyoto.lg.jp/kansa/page/0000133770.html

*10 報告書に記載される外部監査人からの指摘は、

「結果／指摘事項」もしくは「意見」に分類される。

前者は、措置および措置状況の公表が義務付けられ

ている。
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資料）包括外部監査テーマ一覧 （政令指定都市 2011 年度）

No. 都市名 監査テーマ

1 札幌市 生活保護に関する事務の執行について

2 仙台市 保育事業の運営管理について

3 さいたま市 公有財産に関する事務の執行について

4 千葉市 情報システムに係る財務に関する事務の執行について

5 横浜市 下水道事業に関する財務事務の執行について

6 川崎市 川崎市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に係る事業の管理について

7 相模原市 消耗品の取得及びこれに係る出納事務の執行について

8 新潟市 指定管理者制度に関する事務の執行及び公の施設の管理運営について

9 静岡市 水道事業及び下水道事業に関する財務事務の執行並びに経営に係る事業の管理に

ついて

10 浜松市 生活保護に関する事務の執行について

11 名古屋市 公有財産（不動産）の有効活用について

12 京都市 京都市の下水道事業の財務に係る事務の執行及び経営に係る事業の管理について

13 大阪市 大阪市教育委員会に係る財務の事務の執行及び事業の管理について（当該事務事

業に関連する財政援助団体を含む）

14 堺市 子育て支援事業に関する事務の執行について

15 神戸市 教育委員会の事務の執行及び教育委員会が所管する財政援助団体の管理運営につ

いて

16 岡山市 岡山市における債権の管理

17 広島市 未収金、貸付金、出資金及び基金に係る財務に関する事務の執行について（債権

管理に関する事務を含む。）

18 北九州市 情報システムに係る財務事務の執行と有効性等について

19 福岡市 市における補助金の執行状況について

20 熊本市 熊本市病院事業の財務に関する事務の執行について
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