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Ⅰ　監査の基本概念と日本における公監査の現状

1. 監査の一般概念

現代社会において監査は、様々な組織において実施されている。その種類は多岐にわた

るが、これらの多様な監査形態に共通する一般的な定義として、1973 年にアメリカ会計

学会が公表した『基礎的監査概念報告書』は、「監査とは、経済活動や経済事象について

の主張と確立された規準との合致の程度を確かめるために、これらの主張に関する証拠を

客観的に収集・評価するとともに、その結果を利害関係をもつ利用者に伝達する体系的な

過程である。」という定義を示している 1。

2. 公監査の基礎構造

公監査の目的は、民間企業の財務諸表監査と同様に、パブリックアカウンタビリティ

（公的説明責任）の解除であると考えられる 2。また、パブリックアカウンタビリティ関

係に影響を与える要因として、委託者である国民・市民をどのような範囲で捉えるか、受

託者である政府組織を行政府に直接または間接に影響する範囲まで捉えるか、そして、そ

の両者の関係にはこれに与える影響要因も存在する。したがって、公監査の態様は、国・

地方自治体によって大きく異なるのが現状である。

3. 日本の公監査の現状

日本の公監査の監査制度は、会計検査院検査、独立行政法人監査、地方自治体監査（監

査委員監査と外部監査）の 3 つに分類することができる。本稿においては、本節以降、地

方自治体監査の外部監査を中心に論じる。そのため、会計検査院検査及び独立行政法人監

査の詳細は、省略する。以下、地方自治体監査の概要について述べる。
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1  原典雄『監査委員監査の基礎知識』2002 年　ぎょうせい　4 頁
2  鈴木豊『公監査（改訂版）』2008 年　同文舘出版　1 頁
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1）監査委員監査の概要

監査委員監査は、昭和 21 年の地方制度の第 1 次改正で設けられた。その権限は、地方

団体の経営に係る事業の管理、出納その他の事務の執行の監査、例月および臨時の出納検

査、決算審査等であった。しかし、監査委員は、職務上は独立した権限を有していたが、

身分的には地方団体の長の指揮監督に服し、監査の結果についても、長および議会に報告

するのみで、住民への公表は長が行っていた。

その後、昭和 22 年に地方自治法が制定され、監査委員は長とは独立した立場で監査を

実施する独立の機関となった。そして、地方自治法制定後、数次の改正によって監査委員

制度が逐次拡充されてきた。そして、平成 9 年には、監査委員の独立性の強化が図られ、

また、監査の結果に基づいて長等が措置を講じたときの通知・公表の制度が定められると

ともに、外部監査人による監査の制度が創設された。

2）外部監査の概要

日本の地方公共団体の外部監査制度は、地方自治体の不祥事等が社会問題となったこと

を契機として、第三者が地方自治体の行財政をチェックする目的で導入された。これは、

包括外部監査と個別外部監査とに分類される。

ここで、包括外部監査は、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の

福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならな

い。」（地方自治法第 2 条第 14 項）および「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合

理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなけれ

ばならない。」（地方自治法第 2 条第 15 項）の規定の趣旨を達成するために、外部監査人

の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする。

次に個別外部監査は、首長・議会・住民等からの個別請求に基づき行われる監査であ

り、個別請求があった場合に、当該請求又は要求に関わる事項について外部監査契約を締

結できる者の監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容

とする。

Ⅱ　公監査と私監査の監査機関比較

1. 地方自治体と株式会社の外部監査機関の比較

本節においては、筆者が現状の制度において問題点であると考える部分について、地方

自治体と株式会社の外部監査機関について、比較を行なう。

1）選任方法に関して、地方自治体の外部監査人は、議会の議決を経て長と契約する方

法となっており、被監査主体が、監査主体を決定していることとなる。一方株式会社にお
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いては、株主総会の決議によって選任されるものであり、被監査主体と、監査主体が完全

に独立している。これは、監査が機能するために非常に重要なことである。監査人は独立

の第三者でなければならないのである。地方自治体において住民の決議により外部監査人

を選出することは、現状の社会では困難であると思われるが、今までの選任方法には問題

があると考えられる。

2）監査の対象として問題となるのが、地方自治体の決算書を監査対象とすべきかとい

うことである。下表の決算書類の審査等にもあるように、現状の制度においては対象とさ

れていない。今や社会問題となっている、公金の不正支出や、裏金問題等に対応するため

にもの、外部監査人による決算書の監査が必要ではないであろうかと考える。また、特定

の事件について監査を行なっている制度そのものの改善も必要になってきているのではな

いだろうか。地方自治体と株式会社という組織形態が全く異なるものであるが、株式会社

においては、監査対象が制度として定められており、会計年度毎に異なることもない。し

かし、地方自治体の監査においては、特定の事件が、会計年度毎・地方自治体毎に異なっ

ている。これでは、監査や、監査結果の比較検討が非常にしづらい状況にある。

3）損害賠償責任等に関して、地方自治体の外部監査人には規定が設けられていない。

もちろん、民法上の債務不履行や不法行為責任は追求できると考えられるが、外部監査人

を規定している地方自治法に損害賠償責任等の規定がない。決して、損害賠償責任規定が

ないと、監査が十分なものにならないとは思わないが、やはり、監査人の監査に対する姿

勢も大きく変わってくると考える。

2. 地方自治体と株式会社の内部監査機関の比較

本節においては、筆者が現状の制度において問題点であると考える部分について、地方

自治体と株式会社の内部監査機関について、比較を行なう。

1）選任方法に関しては、外部監査制度と同様に、地方自治体においては議会の同意を

経て長が選任するものであり、被監査主体と監査主体とが独立していない状態にある。も

ちろん内部監査機関であるので、完全に独立している必要はないと考えるが、あまりにも

監査委員の独立性に問題があると考えられる。

2）選任される委員が、議員である場合には、ほぼ自己監査に近いものになってしまう

可能性がある。また、いかに精神的独立性が確保されていたとしても、外観的独立性に問

題が生じる。

3）監査結果等の取扱い等に関して、監査の結果に基づき措置を講じたときは、監査委

員へ通知し、監査委員はこれを公表することとなっているが、措置を講じない場合は、公

表の義務がないこととなっている。措置を講じない場合にも、なぜ措置を講じないのかを

説明する必要があると考える。

4）損害賠償責任等は、外部監査制度同様、地方自治体の監査委員に関しては規定され
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ていない。監査がより機能するように、監査人の責任規定の強化は必要であると考える。

また、責任を加重するのであれば、それに応じた報酬の増加も必要である。

Ⅲ　地方制度調査会にみる地方自治体監査の問題点

1. 第 29 次地方制度調査会にみる我が国の地方自治体監査の問題点 3

地方自治体の外部監査制度である、包括外部監査制度の現行制度、その問題点を考察す

る。

1）包括外部監査の監査方法

現行制度においては、包括外部監査人は、地方公共団体の財務に関する事務の執行、経

営に係る事業の管理が「最小の経費で最大の効果を挙げているか」、「常にその組織及び運

営の合理化に努めているか」ということを達成するため必要と認められる特定の事件につ

いて監査を実施する。

この制度に関して以下の問題点が挙げられている。

・包括外部監査人の監査は実効性のあるものとなっているか。

・現行制度では、包括外部監査人がそのイニシアティブにより、監査を行う特定の事件

を選定することとされているが、特定の事件の選定が当該地方公共団体にとって適切なも

のとなっているか。

2）包括外部監査の義務付け対象団体等

現行制度においては、包括外部監査については、都道府県・指定都市・中核市

義務付けられている。個別外部監査については、条例により任意に導入される。

この制度に関して以下の問題点が挙げられている。

・包括外部監査の義務付け対象団体の範囲を見直す必要があるのではないか。

・外部監査人の専門性の確保や、包括外部監査を行う団体の拡大を踏まえると、外部監

査についての情報交換等を行う仕組みが必要ではないか。

3  第 29 次地方制度調査会第 10 回専門小委員会　配布資料『監査機能の充実・強化をはかるための具体
的な方策に係る論点（修正）』6 〜 7 頁
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Ⅳ　事例研究 : 包括外部監査の通信簿においてオンブズマン大賞となった…
　　青森県の事例と改善要望となった鳥取県の事例

1. 青森県の事例 4

・監査テーマ

青森県教育委員会の財務に関する事務の執行について

・オンブズマンによる監査に対する評価

青森県を取り巻く経済社会情勢は雇用情勢の悪化など、極めて厳しい状況にあるといえ

る。その中で、地方行政の事業は選択と集中を加速させなければならない。その重要な推

進基盤である「人財」を創出する教育委員会の財務事務を検証することは適切である、更

に、近年の県の教育機関での不正事件の発生などに鑑みて、教育機関の現状を県民に知

らせる点でも有効である。監査人は例えば、義務教育課のすくすく子育て支援費補助事業

の廃止に対し、「高校の授業料免除事業と比較すると、かなりドライに事業を廃止した感

がある。（中略）低所得者家庭の経済的救済と幼児教育機会の提供は必要」と表明。住民

の、特に生活保護者等、生活弱者への視点を明確にしている。一方で他事業への予算流用

が常態的な点については「予算要求時と決算時とで求められる数字のレベルが異なること

が根本原因」とし、チェック機能が不全であることを明らかにしている。また、青森県学

校保健会運営事業については、事業費予算 300 万円の任意団体に対し、11 名の県職員を 1

日 1 時間の職専免を与えている実態を浮き彫りにし、実際の稼働時間を基準に必要最小限

の人数と時間に絞ることを強く提言。また、県教委の事業予算と実績データの齟齬から、

事業コストの把握や予算の妥当性の判断が困難であることなどを指摘しその具体的改善策

を示している。（財）青森県育英奨学会については給食費会計において簿外処理の事実を

指摘し、不正の温床になる恐れがあるなどとして速やかな是正を勧告。高校の授業料等で

は特に、私費会計からの授業料や長期未納者への立替入金が発生している実態を示し、虚

偽報告について学校側に反省を求め、厳格な管理監督業務を促している。また、PTA を

通じた農産物の販売については、名義借取引であることを提示し税法への準拠と処理の再

検討等を提言している。また、授業料の減免制度適用が年々高くなっている事実から、

「…減免することが未収金を発生させないために利用されている可能性もある」と指摘、

その運用基準の見直しを提言。

私費会計については、各学校別の実態を明らかにし期末剰余金の状況等や目的外使用の

可能性、目的会計の妥当な精算処理、監査体制の欠陥などについて具体的に指摘し、その

4  全国市民オンブズマン連絡会議『包括外部監査の通信簿』2008 年　120 〜 123 頁
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改善策を提言している。

私費会計の驚くべき残高や簿外預金の指摘など、杜撰な管理実態等が浮き彫りとなり、

読み手を引き込ませる。

138 の事業を悉皆調査し、更に権限外の私費会計にも切り込み、正面から教育委員会と

いう機関に深々と監査の手を入れた点を大きく評価したい。

2. 鳥取県の事例 5

・ 監査テーマ

教育委員会の財務の執行状況全般を対象

・オンブズマンによる監査に対する評価

テーマ選定の理由として県予算等に占める教育予算等の規模が最大であること、これま

での包括外部監査の対象事件となっていないことを挙げている。そのような選択理由で

は、監査人の問題意識が高いと思われずに内部監査の守備範囲とその質を超えようとして

いるとは言い難い。「授業料減免基準に資産基準を織り込むべきである」など一部の例外

を除き、細かい管理の不備とミスを正す意見が多い。県立学校 3 校を選定し監査を行って

いる。そして県立学校監査の総括意見として「歳出項目に学校の教職員の人件費を計上せ

ず、学校で管理すべき項目として予算配分された決算額だけが継承されている。学校単位

で集計した学校決算書を作成すべきである。」としているが、監査対象の 3 校について学

校決算書を作らせ、又は資料を提出させて監査人自ら試算することを怠っている。また、

学校には PTA 会費他多くの県費外項目の出納事務があり、PTA 会長等が指名する監査

が実施されている状況は見て取れたが、どのような方法で監査を実施したのか記述がない

としている。そうであれば、県費外出納にかかる監査担当から説明を受け、外部監査人自

ら監査を行うべきであった。その上で県費外出納項目を含めた学校決算書を 1 校でも作成

すれば学校の出納の実態を把握し問題点の指摘が出来たはずである。たとえば、窓の破損

などのスポット修理・給食費滞納者の滞納額、授業料減免などはどのような手続きでどこ

から金銭が補填されているのかなど、この監査からは実態が見えてこない。

補助金・委託料に至ってはまったく監査をしていない。手抜き監査と評価せざるをえな

い。今年同様のテーマでオンブズマン大賞である青森県と比較してほしい。

3. 事例にみる包括外部監査の問題点

青森県と鳥取県の包括外部監査のオンブズマンの評価をもとに、実際に監査報告書に目

を通すと、確かに監査として優れているのは青森県だと感じた。ただ、監査報告書のみで

監査内容の優劣は可能かもしれないが、包括外部監査の本来の目的はそうではない。監査

5  全国市民オンブズマン連絡会議『包括外部監査の通信簿』2008 年　89 頁



233日本における公監査の現状と課題

が優れていることと、行政の業務執行が住民にとって有効、効率的であることとは異な

る。

では、青森県と鳥取県のどちらが今回のテーマである教育委員会の業務執行に関して優

れているか、住民にとって有益なものとなっているのかは、わかりづらい。これは、監査

基準が明確に定められていないため、同じ教育委員会を監査対象としても監査人がする監

査内容は異なることが挙げられる。また、包括外部監査は会計年度毎に特定の事件に対し

て行なわれるため、前年度監査との監査結果による比較や他の自治体との比較も困難であ

る。

Ⅴ　イギリスの地方自治体監査制度

1. イギリス外部監査の基本原則 6

地方公共団体等公的団体の外部監査が効果的に機能するため、監査委員会は、次の三つ

の基本原則が備わっていなければならないと強調している。

① 外部監査官が、被監査団体から独立していること

② 外部監査では、被監査団体が誠実に業務を行い、かつ法令に違背していないことだ

けではなく、業務を経済的、効率的、効果的に行う仕組みを備えていることについ

て確認を行うこと

③ 外部監査官は、公益上重大と考えられる問題を発見した場合、その報告を公表する

権限を与えられていること

この三原則は、イギリス地方公共団体の外部監査制度の機能、外部監査官の権限を端的

に表している。

そもそもイギリスの地方公共団体では、議会が意思決定と執行の責任を負い、議会の下

にある事務組織を指揮・監督する。地方公共団体が自ら行う内部監査は、この事務組織内

の一部門が担当しており、内部監査の独立性を確保することは容易ではない。内部監査に

従事する職員の中にも、内部監査の機能を補完するものとしての外部監査の意義を確信し

ているものが少なくない。

独立して権限を行使する外部監査官の存在が、地方公共団体内の不正の抑止と効率性の

向上に関して、重要な役割を果たしている。

6  財団法人自治体国際化協会『英国の外部監査制度と監査委員会』1999 年 2 頁
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2. イギリス地方自治体の外部監査制度 7

1）監査委員会の職務

監査委員会は 1982 年地方財政法（Local Government Finance Act  1982）の制定を受

けて、1983 年 4 月に設立された地方自治体の外部監査を規制・監督する独立の公的機

関である。

監査委員会の地方自治体の外部監査に係る職務は 1998 年の監査委員会法（Audit 

Commission Act  1998）において規定されており、①地方自治体の外部監査人を任命す

ること、②監査人の実務規範であるコードを作成し、5年ごとに見直しを図ることである。

2）ベストバリューにおける外部監査の制度

ベストバリューとは、労働党のブレア政権が自治体の近代化を目指して掲げた政策で

あり、「最も経済的、効率的かつ有効な手段を利用して、コスト及び質の両面を対象とす

る明確な基準を満たしてサービスを提供する義務」であると、1998 年に公表された白書

「Modern Local Government: In Touch with the People」に定義されている。

そして、この政策を制度として義務づけたのが 1999 年の地方自治法（Local Government 

Act  1999） で あ り、1999 年 の 地 方 自 治 法 は ベ ス ト バ リ ュ ー 業 績 計 画（Best Value 

Performance Plan 以下、BVPP という）を作成し、公表することを特定の自治体に義務づ

け、かつ BVPP について法令への準拠性の観点から外部監査を行うことを要求している。

BVPP とは地方自治体が毎年 6 月末までに作成を義務づけられているプランであり、業

務の効率性、有効性、そして将来の計画についてのアカウンタビリティーを地方自治体に

徹底させる役割がある。

そして、BVPP に対する監査人の監査が終了すると、結果をまとめた監査報告書を作成

し、毎年 12 月末までに被監査団体、監査委員会及び国に提出することになっている。そ

して、監査の結果、計画に重大な過失や失敗があると認められる場合には、国や当該地

方自治体に必要な措置をとるように提言することができる。また、ベストバリューでは

BVPP の監査と併せて、評価人（Inspector）による評価（Inspection）を行なっている。

この評価は、監査委員会が行なうものであるが、特定の専門領域については教育標準局

（Office for Standard in Education）、社会福祉検査局（Social Services Inspectorate）、助

成金検査局（Benefit Fraud Inspectorate）が評価を実施している。

さらに、ベストバリューにおいて特筆すべきことは地方自治体の業績を測定、評価する

ための基準としてベストバリュー業績指標（Best Value Performance Indicators）という

全国的に統一された業績指標を設けていることである。上記 BVPP についてはベストバ

リュー業績指標に照らし合わせて作成した業績情報を含めることになっている。

7  鈴木豊『政府監査基準の構造』2005 年　同文舘出版　153 〜 156 頁
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したがって、ベストバリューにおける業績評価の要因は独立の第三者である監査人と評

価人が評価の一翼を担っていること、そしてベストバリュー業績指標という全国統一の指

標を使用して地方自治体の業績を評価していることの 2 つに要約することができる。そし

て、CPA ではこれらの要因をそのまま引き継いでいるのである。

3）包括的業績評価（CPA）のもとでの監査人の役割

CPA は、2001 年に公表された白書「Strong Local Leadership-Quality Public Services」

の中で、提唱されたものである。

CPA とは、地方自治体の教育、社会福祉、環境、住宅、図書館・レジャー、助成金、

資源の利用の各業績を総合的に評価し、その評価結果を点数化して、その合計点に基づい

てスコアカードを公表する業績評価の仕組みである。CPA の結果に基づいて公表される

スコアカードには、優秀（excellent）、良い（good）、普通（fair）、弱い（weak）、悪い

（poor）の 5 段階評価が記載され、それに応じて、地方自治体には「報酬」あるいは「ペ

ナルティ」が課せられる。

CPA を運営し、評価を実施する責務を負っているのは監査委員会である。そして、

CPA においてもベストバリューと同様に外部監査が重要な役割を担うことが求められて

いる。

4）ベストバリューと CPA の関係

ベスト・バリューと CPA は相互補完的に、地方自治体の業績の向上における役割を果

たしている。ベスト・バリューは地方自治体が業績の持続的な改善を目指すよう、実行計

画→実行　計画内容の外部チェック→サービス提供の実施→サービス提供の見直しと自

己評価→サービスの現状と改善見込みについての外部検査（ベスト・バリュー検査）とい

う一定のサイクルを法的義務として求めるものであり、CPA は地方自治体がベスト・バ

リューの達成を目指した改善がどの程度まで実現されているかを示すものさしである。

CPA は次のような背景から導入されるに至った。

ベスト・バリューの導入により地方自治体の各サービスの外部検査体制がより整備さ

れ、ベスト・バリュー検査を行うことによって地方自治体の各サービスの現状と改善への

見込みが客観的な基準で明らかにされ、同じ地方自治体内でもサービス分野によって業績

にばらつきが見られることが分かった。

そこで、地方自治体が提供するサービスを全体的にレベルアップさせるためには、個別

に行われるサービスの検査結果が示す業績を一つにまとめ、改善すべきポイントを明らか

にすること、またサービスの品質改善見込みの決め手となる地方自治体全体の組織運営能

力についても新たに評価に加えることが必要であると認識した政府は、2001 年の白書「地

域リーダーシップの強化と公共サービスの高品質化」の中で「現行の監査、検査、評価を

もとにして、さらに、自治体の能力全般を評価するシステムを包含する包括的業績評価を

全自治体に対して導入することにする。」と表明した。
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こうして、ベスト・バリューの達成義務の下での地方自治体の業務運営サイクルに、

地方自治体の総合評価制度である包括的業績評価制度（Comprehensive Performance 

Assessment）が新たに 2002 年度から新たに加わることとなった。

Ⅵ　我が国の包括外部監査の課題と活用

1. 外部監査人について

外部監査人の選任は、議会の議決を経て長が、外部監査契約を締結することとなってお

り、その多くは公認会計士となっている。もちろん、監査を行うのは、監査人とその補助

者であり、その補助者の中には弁護士や学識経験者等も含まれているが、そもそも、公認

会計士が、地方自治体の監査に関する知識を、株式会社監査に関する知識と同じ水準有し

ているかというと疑問である。

 我が国の公認会計士試験においては、今のところ、公会計や公監査の分野が試験範囲

としても除外されている。今後はこれらの分野も試験範囲とすることで、公会計や公監査

の分野の人材育成が大事であると考える。さらに、公会計や公監査に特化した新たな資格

の創設も包括外部監査の強化の一つの方策であると考える。

また、イギリスの監査委員会のような組織が必要ではないかと考える。つまり、地方自

治体監査を、地方だけに任せるのでなく、国レベルでの統制も必要ではないかと考える。

2. 外部監査人の権限と責任について

我が国の外部監査人の権限と責任は、共に小さい。もちろん、権限が大きくなればなる

ほど、その責任も大きくなるものである。イギリスとの地方自治体外部監査制度の歴史は

大きく違うものの、もっと権限と責任を強化すべきであると考える。我が国においては、

現行法上、外部監査人の監査結果に基づく措置は義務づけられておらず、その措置が講じ

られないときは監査委員への通知も監査委員による措置結果も公表されない。これでは、

いったい何のための監査、だれのための監査なのか。地方自治体監査は言うまでもなく

住民のための監査である。自治体が費用を使って、つまり住民の税金を使って監査をして

も、その改善が行なわなければ、監査をすること自体が無駄であり、ただ単に法律で義務

づけられているから監査を行っているに過ぎない。

3. 監査内容ついて

我が国の地方自治体の外部監査の対象は、必要と認める特定の事件について監査してい

るのである。

ここで、株式会社監査の監査は、会計監査人が誰であろうとも、その対象は明確に定め
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られており、明確な基準も存在するため、同程度の監査が実施できる。そのため、株式会

社監査では、監査の行なわれた財務諸表の比較検討が株式会社ごとに可能となる。

一方、地方自治体監査ではその年度によって自治体ごとに監査対象が異なるのである。

また、それぞれの監査対象に明確な監査基準がないため、監査結果を自治体ごとに比較検

討することも不可能に等しい。第 5 章における事例においても明らかなように、監査結果

の優劣は可能かもしれないが、果たして、自治体そのものの業務執行の優劣は不可能であ

る。

株式会社と違い地方自治体は、自治体ごとに独自の業務執行があるはずであり、統一の

指標、視点で比較することはなかなか難しいことであると考えるが、ある程度の比較は必

要であると考える。比較をすることで、自治体間の格差が生じるかもしれないが、自治体

間の競争を促すことで、自治体行政が住民にとってより良いものとなっていくと考える。

どのような指標、視点で比較すべきかは今後の課題としたい。

4. 監査委員監査と外部監査の連携

地方自治体監査である内部監査の監査委員監査と外部監査の包括外部監査それぞれ 2 つ

の機関の連携が今後の地方自治体監査にとって重要になるであろうと考える。外部監査制

度は地方自治体の監査機能の独立性と専門性を強化するために設けられた制度であるが、

地方自治体の監査を本来的に担うのは監査委員である。つまり、監査委員は、経常的に監

査を実施し、外部監査人は、随時・臨時に監査を実施する。だからこそ、監査委員監査と

包括外部監査それぞれに、しっかりと役割分担を行ない、そして連携を行なうことで、監

査の相乗効果を生み出すことができると考える。

5. 地方自治体における監査の位置づけ

地方自治体における監査の位置づけが、重要視されていないと考えられる。未だ地方自

治体の一部においては、首長や議会に都合の良い監査委員を選任することが、地方制度調

査会においても問題点として挙げられている。つまり、監査をあまりされたくないという

意識が首長や議会にあり、監査されることで様々な問題が噴出することを恐れているのか

もしれない。しかし、首長や議会は住民のためを思って行政執行すべきであり、その意識

改革が必要である。監査されることに嫌悪感を抱くのでなく、監査をうまく利用して、住

民にわかりやすい行政執行をすべきである。

6. 最後に

我が国の包括外部監査の歴史は未だ 10 年であり、これから更なる発展を遂げていくで

あろう。そもそも監査というものは、制度として必要なくなることが社会として一番望ま

しいことであると私は考える。しかし、監査制度がなくなることはないのである。だから
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こそ、監査を有効活用することが大事である。

本来、地方自治体への監査機能は議会が有していたが、それが機能不全になり監査委員

監査が、さらにそれが機能不全になると外部監査が導入されたのである。いまや地方自治

体監査こそが、最後の砦である。

今後は、被監査団体の地方自治体、監査人の外部監査人だけではなく、国や住民すべて

が一体となって、外部監査の強化を進めていくべきである。
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