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別紙１ 

監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査の求め 

 

今治市監査委員ら様 

 

請求人ら一同 

 

２０１８年１０月３０日 

 

 請求人らは、下記の理由から、地方自治法第２５２条の４３第１項の規定により、当該

請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監

査によることを求める。 

 

記 

 

１、住民監査制度は、自治的内部的処理による予防、是正を目的とする 

   

 最高裁は、住民監査制度について次のように「監査と予防、是正等の措置とを監査

委員に請求する権能を住民に与えたもの」とし、その目的を「自治的、内部的処理によ

って予防、是正させること」と判示している。 

 「住民監査請求の制度は、普通地方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体

の利益を確保する見地から、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の

違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、その監査と予防、是

正等の措置とを監査委員に請求する権能を住民に与えたものであつて、監査委員

は、監査請求の対象とされた行為又は怠る事実につき違法、不当事由が存するか否

かを監査するに当たり、住民が主張する事由以外の点にわたって監査することができ

ないとされているものではなく、住民の主張する違法、不当事由や提出された証拠資

料が異なることによって監査請求が別個のものになるものではないからである。また、

住民監査請求の制度は、住民訴訟の前置手続として、まず当該普通地方公共団体の

監査委員に住民の請求に係る行為又は怠る事実について監査の機会を与え、当該

行為又は当該怠る事実の違法、不当を当該普通地方公共団体の自治的、内部的処

理によって予防、是正させることを目的とするものであると解せられる」（昭和６２年０２

月２０日 最高裁判所第二小法廷 判例集巻第４１巻１号１２２頁） 

 

２、住民監査制度の形骸化 
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 残念ながらこの住民監査制度は、監査委員の構成及び人選・選任の規定並びに監

査事務局の職員の体制に大きな問題があり、本来なら地方公共団体の長その他の財

務会計職員の違法・不正を予防し是正を求めるためには、地方公共団体から完全に

独立し、その影響を完全に排除しなければならないにもかかわらず、現在の今治市監

査委員は、①定数２人の内１名は今治市市議会議員の内から選任され、しかも通常市

長派の議員が選任されるので、その市長らが行った措置に対して公正かつ適切な監

査が行われ難い。②また、残りの１名の監査委員についても 「行政運営に関し識見を

有する」との理由から市長の補助機関である市の職員ＯＢが、恒例として市長が議会

の同意を得て選任されるケースが多く、この監査委員が常勤となっており、行政が行っ

た行為を元職員が公正かつ適正に監査を行えるのかとの疑問がある。③さらには、監

査事務局の職員も市の職員がその任に就いており、日常の業務を市の職員らが行っ

ている。 

①～③のような監査委員の構成及び人選・選任並びに事務局体制下での監査の

実態は、市長をトップとする行政機関が行った行為をその行政機関のいわば身内的

な監査委員らとその事務局員らにより、手続きが行われている。つまり、厳正・公正・適

切な監査が執行される客観的制度的保障が整っているとは到底いえず、形骸化し、

十分に本来の目的に沿った監査が機能していない。 

 

 

３、住民監査委員制度は十分に機能していないとして、外部監査人制度を導入 

 

 住民監査委員制度は、以上のような現実・理由により、十分に機能していないと、弁

護士、公認会計士などの自治体外部の専門家による監査が必要であるとして、１９９７

年の法改正によって、公正性の担保として主要な自治体に外部監査人制度が導入さ 

れた。 

 

 

４、今治市と加計学園との特別な関係から外部監査人制度による監査が不可欠 

 

その理由として以下に加計学園獣医学部誘致に関する今治市の対応を挙げる。 

 

（１）愛媛県の精査による、とされる補助金減額について 

 

市長は「１月３０日に岡山で加計理事長と会い、県と歩調を合わせたとして理解を求

めたところ、『分かりました。大変ご苦労をおかけしました』と言われたという。」【事実証

明書１９】のだ。これは市役所で市長が会見をして述べた言葉であるという。９３億円余
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の補助金を出す立場の市長であれば、市に加計学園関係者を呼んで、補助金減額

を伝えるのが基本的な対応であろうと思われるのだが、自らが岡山に出向いて、「ご苦

労をおかけいたしました」と言われる加計学園と今治市の関係は市民には何ともはや

情けなく、この先が思いやられる。 

また、減額の代償と言わんばかりに「市は新年度当初予算案に、学部前の市道へ

の歩道橋設置に約８千万円※１）、周辺市道の照明灯設置に１,７００万円を計上し

た。」【事実証明書２０】 

 

（２）独任制の非常勤職員を「第三者機関」と称するペテンキャンペーン 

 

今治市は地方自治法１７４条に基づく独任制の専門委員※2）を「第三者機関」と称

するペテンキャンペーンを市ホームページ【事実証明書２１】、【事実証明書２２】及び

市広報で展開した。【事実証明書２３】、【事実証明書２４】 

 

（３）加計学園への補助金支出について 

 

本年３月２０日に加計学園理事長から今治市長あてに「今治市大学立地事業費補

助金出来高払請求書（以下、出来高請求書）」【事実証明書２５】（２枚目）が出され、当

該請求書で「出来高確認額」８３億８,９９３万８４５円を示し、その２分の１の４１億９,４９６

万５千円を「今回請求額」と請求し、市は同日に同額の決裁を行い３月３０日に支出し

た。 

 昨年６月２１日の市議会「国家戦略特区特別委員会資料」【事実証明書２６】（３枚目）

の（イ）施設の整備計画によれば、「管理棟、獣医学部棟、獣医学部病院棟」等及び

「２９年度の図書を含む設備費」は「２９年度」の事業であるから、その整備計画が完了

した出来高の２分の１としての「今回請求額」でなければならない。 

岩本直樹専門委員※3）（弁護士法人 しろやま法律事務所）の「今治市大学設置事業専

門委員」の「調査報告書（平成３０年１月１２日）」【事実証明書２７】（以下、岩本報告書）は

「補助金が支払われる前に、実績報告に基づく補助金の確定作業が行われる」と述べ

るが、今治市は補助金額決定にあたってどのような確定作業をしたのであろうか。 

市が開示した「岡山理科大学今治キャンパス設置経費内訳」【事実証明書２５】（４枚

目）表の「工事名」項目は上から順に、今治キャンパス新築工事等、次いで物品供給

契約書が(図書）と (備品）の２段、見積書は（動物）と（マイクロバス）」があり、「工事名」

横の項目は、契約金額及び支払時期（年度別）等が並んでいる。当該設置経費内訳

表の金額について合計部分以外は真っ黒に塗りつぶされており、加計学園の「出来

高請求書」に添付されている「出来高確認報告書」は非開示であった。 

確認できるものの一つとして、文部科学省から公開された資料、「基本計画」【事実
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証明書２８】（３枚目）に「図書・設備」の記載がある。図書は１３，６７３冊（うち外国書は

２，２５０冊）とあり、この図書の昨年度見積金額が９,９２８万円であろうと思われる。 

図書の審査らしきものについては坪井敬文今治市大学設置事業専門委員（愛媛大

学プロテオサイエンスセンター長）が調査結果報告書（２０１８年１月１９日）で「図書に関して

は､一般教養から専門の教科書まで､獣医ならびに獣医関連専門家学生教育に有用

な書籍がリストされていると考えられます｡また､雑誌や資料等も獣医学教育ならびに先

進的研究に必要な最低限のものがリストされていると考えられます｡また､それらの納入

単価についても､妥当なレベルであることを確認しました。」とあるだけである。 

当該調査結果報告書をはじめ企画課長らが市長に宛てた「今治市大学立地事業

検査調書」の審査内容は一切開示されておらず「岡山理科大学今治キャンパス設置

経費内訳」の金額合計部分以外は黒塗りであり、加計学園の「出来高確認報告書」は

非開示であるからどのような審査が行われたのか、ほんとうに審査を行ったのかさえ不

明であり、その是非を検証することは全く不可能であることから「確認作業」の実態は

「追認作業」ではなかったかと考えざるを得ない。 

上記「今治市大学立地事業検査調書」で思い起こされるのは、昨年の獣医学部新

設工事の建築費の水増し疑惑についての市の対応である。 

建築営繕課長が日常業務の中で精査はできず「極端に高すぎるとか、極端に低す

ぎないもの」であるかどうかの設計審査【事実証明書２９】を行っていたにすぎなかっ

た。 

これを市広報「いまばり」は「建築の専門部署」で「精査した」として、加計学園作成

の報道資料「今治キャンパス建設費の妥当性について」【事実証明書３０】（８枚目）と同

額（端数処理をしているものの事実上、加計の言いなりの金額）【事実証明書３１】を市独自の

「精査」であると記載し広報したのである。 

専門委員に対して設計審査及び市広報等が資料として示されていたかは不明であ

る。専門委員は「獣医学部を開設するにあたり」、「助言等を行う」【事実証明書３２】こと

を受諾している立場であることから専門委員自らが主体的に資料を収集して、勘案す

るのでなければ、公平公正な報告は期待すべくもない。 

※１）歩道橋設置は２年間で建設し、１億６,９００万円。内訳は工事費１億４，８００万円、

測量費２，１００万円）【事実証明書２０】、【事実証明書３３】 

※２）地方自治法上の補助機関。身分は市の非常勤職員。第三者機関ではない。 

※３）「学園都市構想の実現に向け、国際水準の大学獣医学部を開設するにあたり、専門的見地から

『助言等』を行なう。」との目的で「委嘱」【事実証明書３２】。（地方自治法は「委託」） 

 

（４）加計学園のウソについて 

 

ア ５月２６日（土）の加計学園から報道機関への FAX 
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愛媛県文書（２０１８年５月２１日参議院予算委員会に提出）には２０１５年２月２５日に

「理事長が首相と面談（１５分程度）。」、「首相からは『そういう新しい獣医大学の

考えはいいね。』とコメントあり」、との記載【事実証明書３４】がある。 

２０１８年５月２６日（土）に加計学園が報道機関にFAX【事実証明書３５】した「当

時の担当者が、実際にはなかった総理と理事長の面会を引き合いに出し、愛媛

県と今治市に誤った情報を与えた」に関して東京新聞は、 

二人の面会は学園側がでっち上げたものだと、報道各社に一斉に通告 

してきたのだった。 

二日後には国会で安倍出席のもと、加計・森友学園問題の集中審議が

控えていただけに、関与が疑われた安倍に助け舟を出した格好になった。

野党は「ウソの上塗り」と批判。与党のある副大臣も「何かを隠すためにウソ

を重ね、新しいウソをつかないといけなくなった。そう見られても致し方ない」

と突き放した。 

学園の説明通りなら、安倍の名前を使って県や市をだまし、獣医学部を 

つくったことになる。（敬称は略との記載あり）【事実証明書３６】 

と報じた。 

加計学園にウソをつかれた今治市の対応である。菅良二市長は、「（実際は面

会がなかったという）学園の言うことを信じたい」【事実証明書３７】と述べ、越智博

副市長は「加計学園からの事実発表を疑う理由というのも、今治市としては、ちょ

っとないのかなと思います」と語った【事実証明書３８】。また市長は、６月７日の市

議会冒頭で学園への補助金については見直さない考えを示した。【事実証明書

３９】 

 

イ ６月１９日の岡山で２５分ほどの加計学園理事長記者会見 

大阪北部地震翌日の６月１９日に加計学園理事長が岡山で２５分ほどの記者会

見を行い、「当時の面会者に記憶の範囲で確認出来た事」【事実証明書３５】とし

て「事務局長が面会を持ち出した理由について、『事を前に進めようとして言っ

た』」と説明したのである。【事実証明書４０】 

加計学園の同日の「緊急の理事会」は、一連の問題を学園担当者が起こした

「不適切な言動による重大なコンプライアンス（法令順守）違反」との見解を示し

た。【事実証明書第４１】 

同理事会が示した「重大なコンプライアンス違反」の見解は、岡山理科大学今

治キャンパスに関する基本協定書【事実証明書４２】及び解除条件付土地無償譲

渡契約書【事実証明書４３】が定めている信義則違反は明らかである。 

愛媛県は５月２１日に参議院予算委員会に「４．２復命書」を含む愛媛県文書

【事実証明書３４】を提出し、愛媛県議会は７月１１日に加計学園に説明責任を果
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たすよう求める決議を全会一致で採択した。【事実証明書４４】 

 

ウ １０月７日の今治キャンパスで２回目の加計学園理事長記者会見 

１０月７日、今治キャンパスで再び加計孝太郎理事長の記者会見があった。県議

会の決議を受けてのものであった。会見における加計理事長の不誠実さは目を覆

うものであった。同理事長は「みんなあきらめムードだった」、「これで黙っていたら

県も今治市も手を引く危機感」から、「渡邉事務局長が獣医学部新設を進めるため

勇み足で虚偽の話をしたものだ」と渡邉事務局長（当時）に責任を押し付けた。 

また、同理事長は自身と安倍総理大臣との面会について「自ら出張記録を確認

したところ面会したとされる（２０１５）年２月２５日、出張の記載はなかった」と説明し

ながら、その「２月２５日」を記した愛媛県文書は見ていないと語り記者から顰蹙を買

い追及された。 

１０月１５日の TBS「報道特集」のインタビューに前川喜平氏は 

「渡邉事務局長がうそをつく必然性がないですから。しかも前後の文書か

ら 見ても、一貫して加計孝太郎理事長と安倍晋三総理との面談をその前

から計画していたし、後の話もその面談がなければ辻褄の合わないことば

かりです。その後柳瀬氏がどうして関係者と会ったのかも説明できない」と

述べ、 

文書を読まないで会見をした理事長に対しては、 

「『語るに落ちる』だと思う。本当に渡邉事務局長が虚偽の説明をしたん

だとすれば、一体どんな虚偽の説明をしたんだと、それが愛媛県文書に載

っているわけですからどんな虚偽の説明をしたのかをちゃんと調べて、何で

君はどんなことを言ったんだということを問いつめなければいけないですよ

ね。 

そのためには愛媛県文書に何が載っているかを知らなければ責任を取

ることもできないわけですよね。それをやってないことは、書いてあることは、

本当のことが書いてあって渡邉さんが虚偽の説明をしたことが嘘であったと

しか考えられない」 

と応じた。 

国民の大多数が前川喜平氏の説得力ある発言に頷くのではないだろうか。 

翻って、加計理事長は６月１９日の岡山での記者会見と同様に停滞していた獣

医学部新設を進めるために県・市にウソをついて、理事長に報告もしないで勝手

に進めたのであると２回の会見で世間に公表したのである。端的に語れば部下の

ウソを咎めることなく、だまし取った補助金で獣医学部を開設したことになる。 

 

（５）今治市が加計学園のウソについて取るべき対応について 
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ア ２０１５年２月２５日の首相と加計理事長の面会について 

渡邉事務局長がなかったことをあったとウソをついた、または、愛媛県文書記 

載の面会が真実であり渡邉事務局長のついたウソがウソであったにしろ、そのい

ずれであったとしても獣医学部新設を「進めたい」がために渡邉事務局長がウソを

ついたという加計孝太郎理事長の６月１９日、１０月７日両日の会見は、岡山理科

大学今治キャンパスに関する基本協定書【事実証明書４２】第２条及び解除条件

付土地無償譲渡契約書【事実証明書４３】第１条が規定する信義誠実に反する不

正であることは誰の目にも明らかである。 

１０月８日の愛媛新聞は菅良二市長の「虚偽説明は残念だが必死の思いがあ

ったと思う。後ろ向きの議論だけでなく、前を向いて走っていきたい」【事実証明書

４５】との発言を報じた。 

今治市は２０１６年度には公債費負担比率が21％（20％が危険ライン）の厳しい

財政下で、４１億９,４９６万５千円の補助金を３月３０日に支出した【事実証明書４

６】のであるから市長は「前」だけを向いて「走って」逃げるのではなく「虚偽説明」

に対して検証を行い、市民に対して誠実に説明責任を果たさなければならない。 

 

イ 岩本直樹専門委員報告書を履行しなければならない 

岩本報告書【事実証明書２７】５、６ページは、今治市大学立地事業費補助金

交付要綱【事実証明書４７】（以下、交付要綱）について、 

実際に補助金が支払われる前に、実績報告に基づく補助金の確定作業

が行われるため、市としては、この確定作業の際、補助対象経費として当初

想定していなかったような、私立大学の設備として社会通念上明らかに適切

さを欠くようなものが発見された場合、これを排除したうえで最終的な補助金

額を確定することができます。このように、交付決定後においても、補助金の

適正さを担保する制度が規定されています。 

また、本件交付要綱第１９条には、「その他補助事業の施行について不

正の行為があったとき」は、「市長は、… 補助金の交付決定を取り消し、又

は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されている

ときは、市長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。」との定め

があり、万が一にも不正行為が発覚した場合における手当についても規定

されています。 

と「助言」を述べている。 

岩本報告書が述べる「万が一」の「不正行為が発覚した」のであるから市長の責

任はより重大であり、交付要綱第１９条が規定する「交付決定の取り消し、又は変

更」を命じない市長は市財政への背任行為というべきである。 



 8 

 

ウ 今治市及び市議会の対応は、市民より加計学園優先 

今治市は５月２９日の参議院予算委員会からの文書提出要請を拒み【事実証

明書４８】、補助金支出の確定作業の実態は黒塗り及び非開示であり、今治市議

会は２０１７年１２月２０日の国家戦略特区特別委員会の加計学園補助金６８０万

円の増額及び２０１８年３月１日の同特別委員会記録の４１億９,４９６万５千円の補

助金支出についても、その内容について審査を行った形跡はない。【事実証明書

４９】（６ページ）、【事実証明書５０】（９ページ以降）、【事実証明書５１】（２ページ以降） 

愛媛県及び県議会が一定の道理を示すに比して今治市及び市議会は、全く対

照的な加計学園優遇優先対応である。 

市民に対しては長寿祝金の廃止等、小中学校のエアコンを設置しない理由は

「限られた予算」（林秀樹教育委員会事務局長２０１７年９月１２日）即ちお金がなくてでき

ないというのだが、加計獣医学部生の教室はエアコン完備（学園今治キャンパス事務

所員）である。 

もう一つの国家戦略特区である道の駅施設（「よしうみいきいき館」、「マリンオ 

アシスはかた」、「多々羅しまなみ公園」、「よしうみローズ館」の４施設の２０１７年収

支計は２７，５５３，７３５円）であった。 

「機能維持等に関する協定及び建物使用貸借契約」で２０年間使用料免除とい

う市長のお友達優遇と併せ考えるとき今治市政の堕落、国家戦略特区・加計学園

症候群ともいうべき市行政機能不全状態を呈していると言わざるを得ない。 

 

エ 朝日新聞世論調査が加計疑惑は晴れぬ８２％と驚異的な数字を示した 

朝日新聞が１６日の１面で１０月１３、１４日に実施した世論調査について、「加

計学園の獣医学部新設の問題について、これまでの安倍首相や加計孝太郎理

事長の説明によって疑惑は晴れたと思うかを尋ねると、「疑惑は晴れていない」８

２％、「晴れた」６％だった。」と掲載した。【事実証明書５２】 

市長、市職員は今からでも遅くはない。善良な市民の名誉のためにもひた隠し

ている加計関連文書を開示して、疑惑解明に尽力すべきである。 

 

オ 野間馬ハイランドで加計学園が身勝手な振る舞い 

加計学園獣医学部が８月から９月にかけて野間馬全頭の身体計測、採血を行

っていたことが判明（１０月１９日、観光課）した。教育委員会の許可を得ないまま、横

紙破りで市文化財の現状を変えることは断じて許されず、市民の宝である今治市

文化財の野間馬に手を掛けるなどはもってのほかである。 

１０月７日の記者会見で加計理事長の隣に座った柳沢学長は「野間馬保存（保

全）プロジェクト」を語った。このプロジェクトについて１８日、今治キャンパスに問い
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合わせると「０８６……（加計学園コンプライアンス室）」に電話せよという。０８６……に

電話をすると今治キャンパスに聞けと言い、再度キャンパスに電話をしたが、コン

プライアンス室に聞けと無責任な対応を繰り返した。 

同日の会見で加計理事長はコンプライアンス、ガバナンスを述べたがそれ以前

の問題である。 

市教育委員会の許可を得ず、野間馬の血液を採るなどは県・市に対する「虚

偽」で補助金を得て大学を開学したと同様にコンプライアンス（法令順守）の対極

にある行いである。市は加計が持ち帰ったデータ及び血液の返却を求めなけれ

ばならない。 

 

 

５、結論 

 

 最高裁判決にあるように、住民監査請求の制度の目的は、「自治的内部的処理によ

る予防、是正」である。つまり、住民の請求を受け、「普通地方公共団体の財政の腐敗

防止を図り、住民全体の利益を確保する見地」から、自治体自らが、自らの腐敗の有

無を点検する機会となし、また、合わせて監査委員らが、それを促し、監査することが

監査委員らの職責である。しかも、当該行為にかかわる一切の資料は、ことごとく行政

が独占的に所有・管理しているのであるから、住民がそれらを逐一入手することは極め

て困難である。このような理由から、最高裁も、「住民が主張する事由以外の点にわた

って監査することができないとされているものではなく、住民の主張する違法、不当事

由や提出された証拠資料が異なることによって監査請求が別個のものになるものでは

ない」と釘を刺している。 

つまり、貴監査委員ら補正の求めの実体は、最高裁が示した住民監査制度の目的

に反し、住民には敵対し、その一方では、いわば身内的である行政側に身を置き、

「自治的内部的処理による予防、是正」を行う職責を放棄されている現実がある。 

それは結果として、「住民全体の利益を確保する見地から、当該普通地方公共団体

の長その他の財務会計職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実

について、その監査と予防、是正等の措置とを監査委員に請求する権能」を制限する

ことに他ならない。 

以上のことを勘案するならば、当該措置請求が、公正かつ適正に行われる可能性

は極めて低いことを示唆している。 

以上の貴監査委員らの状況から、地方自治法第２５２条の４３第１項の規定により、

当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づ

く監査によることを求める。 

以上 


