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財政と公共政策 第32巻第 2号(通巻第48号)2010年10月

( 研究ノート | 

これまでの日本における廃棄物処理は焼却

主義と呼ばれるように，焼却炉技術を核にし

た処理システムであった.大量廃棄社会にお

いては廃棄物の発生自体は当然視され，政策

的な操作対象とはされておらず，処理・処分

に関する技術的対応が中心的な課題であっ

た.そこでは，出てきた廃棄物を処理・処分

する過程で汚染が少なく確実で安価な技術が

求められ，その限りにおいて技術改良も進ん

できた 1)

しかし， 20世紀末には大量廃棄社会への反

省の機運が高まり，循環型社会へ向けて意識

的な取り組みも始まった.国レベルでは1997
年に容器包装リサイクル法の施行， 2000年に

は「循環型社会形成推進基本法」、 2001年に

は「特定家庭用機器再商品化法J(家電リサ

イクル法)など，循環型社会に向けた法制度

整備が相次いで進められるとともに，自治体

側でもごみ有料化，ごみ分別収集，ごみ減量，

資源化，コンポスト，グリーン購入など，

様々な取り組みが行われるようになってい

る.

その一方で，たとえば，ごみ処理の有料化

を検討するにあたっては，自分の自治体では

一体，ごみ処理にどれだけのコストがかかっ

ているのかを把握する必要がある.しかし，

現在の公会計制度による決算では，現金主義

の考え方に基づき当該年度の収入支出が整理

されているだけであるから，設備投資や退職

手当，様々な間接費などを含めた，ごみ処理

コストを的確に把握することができない.

また，現行の容器包装リサイクル法に関し

ては，自治体の分別収集・保管の負担が大き

いことから，多くの自治体が役割分担の見直

しを求めている所である.だが，自治体が負

担している分別収集・保管コストはどれだけ

か，となると十分明確にはなっていない.容

器包装リサイクル法と同様に，家電リサイク

ル法の見直しに関しでも，自治体の粗大ごみ

処理費用がどれくらい減少したのかというこ

とが，不可欠な情報となるだろう.

さらに，拡大生産者責任 (Extended

Producer Responsibility EPR) は，製

品・容器の生産者等の責任を，これまで自治

体が担ってきたごみ処理・リサイクルの部分

にまで拡大しようとするものであるから，

EPR政策をさらに推進していくには，自治

体が担ってきたごみ処理コストに関する情報

が的確に把握される必要がある 2) 

このように，自治体廃棄物政策実施にあた

ってコスト情報に対する関心が高まるととも

に，市民側から「廃棄物会計」が具体的に検

討され，より分かりやすいコスト情報に対す

るニーズが求められている.しかし，自治体

の費用把握の仕方がまちまちで，なおかっこ

れらの関心やニーズに応えられるようなもの

ではなかった.

近年の自治体廃棄物行政における一連の動

きにあって，都市ごみ管理におけるごみ処理

コスト情報の意味や，ごみ処理技術の方法や

政策の意思決定への活用，さらに市民の意思

決定に有用な情報を行政がいかなる形で公

開，提供していくのか，つまり，都市廃棄物

管理において自治体がどのようにして「アカ

ウンタビリティ」を果たしていくのが望まし

いか，を考えることは，今後の自治体廃棄物

行政においては重要な検討課題であるといえ

よう.

このような背景の下，本稿では都市廃棄物
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管理におけるアカウンタピリティに焦点、を当

てて検討する.まず， 2節において都市廃棄

物管理におけるアカウンタピリテイの意味に

ついて明確にした後， 3節において都市廃棄

物管理のコスト情報におけるアカウンタピリ

テイの重要性を，都市廃棄物管理におけるコ

スト情報の意味や近年のコスト情報の位置づ

けとアカウンタビリティとの関わりで論じ

る.さらに， 4節では，都市廃棄物管理のコ

スト情報の開示及ぴその状況を定量的に把握

しながらまとめにかえることにする.

.機説 こ、野狩亨
ビリティの位置づけ

2.1 都市廃棄物管理におけるアカウンタビ

リティとは

都市廃棄物管理の分野では，そもそもごみ

処理事業や減量・リサイクルにかかるごみ処

理費用がどれだけかかっているのか，に関し

ては実際にはわからないということが多い.

近年の自治体廃棄物行政を取り巻く情勢も相

侯って，市民の自治体廃棄物行政に対する関

心の高さ，意識の高まりに伴い，コスト情報

等の情報を知りたいという欲求が高まってい

る.そのことから，市民に対する外部への

「情報公開J及び行政が行っている施策，そ

してそれにかかる費用に関する情報におけ

る，行政の市民に対する説明の意味はますま

す高まってきているといえよう.

ただ，これまでの行政活動においては行政

と市民との「合意形成」といっても，あくま

で行政が提示した案をベースにするものであ

った.これを渋谷 [2003Jは「提示型行政」

と呼んでいる.提示した案については，審議

会等で専門家の意見を聴いたり，あるいは一

部の国民から寄せられた批判，苦情等をある

程度踏まえることはするが，基本はなるべく

変更せずに意思決定することになりがちであ

る.事業に対する反対があったとしても，

「懇切丁寧に説明して，納得してもらう」こ

とが「合意形成」であると考えられていた 3) 

住民に対する情報の公開，提供といった公開

性を中心とした場合には，コスト情報，財政

都市廃棄物管理のコスト情報とアカウンタピリテイ

情報，環境情報といった行政情報を公開，提

供し，説明することで文字通りの「情報公開」

及び「説明責任」を果たしていく.ここでい

う「情報公開」とは，瀧川 [2001Jによれば

「情報提供者・情報請求者のいずれも解釈も

受けていない生の事実が開示されることム

そして「情報提供」とは情報提供者によって

事実が解釈される場合に行われることである

が，一方的な情報提供及び情報公開において

は説明責任の遂行を意味しない.というのは，

情報提供者と情報請求者との相互の解釈枠組

みの調整が行われるようなコミュニケーショ

ンが存在していないからである.それに対し

て，瀧川の論によれば， I説明責任jは問責

者の解釈枠組みにおいて事実(=情報)が整

序される時にそれが果たされると主張され
る4) 

つまり，この瀧川の情報公開と説明責任の

関係性は，公共的なものだから情報公開する

のでなく，情報公開によって初めて公共性が

生まれることから，公共性を確保するために

いかに公開性を確保するのか，という観点に

たって論じられている.

近年のインターネットの普及は，財務情報

にせよ非財務情報にせよ，全ての人に，自治

体の情報に対してアクセス可能にしてきた点

では公開性をもつが，インターネットの持つ

非対面性・匿名性ゆえに説明責任は弱まる.

情報公開が説明責任につながるのは，誰かに

関われたら応答せねばならないという根源的

責任の想定があるが，インターネットの非対

面性・匿名性は，根源的責任を陵昧化し，情

報提供・情報公開と説明責任との議離を典型

的に示すことになったのである 5) 

つまり，そのような提示型行政における情

報開示，情報公開は，行政が情報を出し，市

民がそれを受ける，といういわば一方通行の

ものであり，これまでの行政においては，実

質的には「提示型アカウンタビリティJのみ

であった面が否めないのである.

他方，市民の関心や行政に対する要求は単

なるコスト情報，財政情報といったデータの

開示及び行政が行う施策の説明だけにとどま

らなくなる.それとともに，近年の自治体に
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おける政策評価，事務事業評価といった行政

評価の動きは，都市ごみ管理の分野にも入り

込み，いわば自治体経営の観点からの効率性

改善，自治体内部の経営管理のツールとして

アカウンタピリティが求められてきた.また，

行政と市民が情報を共有するとともに，アカ

ウンタピリティが行政と市民が協働して政策

意思決定を行う制度基盤としての役割も求め

られるようになってきた.このようなアカウ

ンタピリティを「フィードバック型行政によ

るアカウンタビリティjあるいは「フィード

バック型アカウンタピリティJと呼ぶことに

する.

自治体はごみ処理コスト等の情報を指標化

し，その指標に基づいて各種事務事業(ごみ

の場合ごみ処理事業，広く言えば都市廃棄物

管理事業)の事業評価を実施し，意思決定・

政策立案を行い，自治体内部における事業の

効率性向上とコスト削減を図る.そして自治

体聞における比較を可能にするとともに，

「ベストプラクティスJ(最善の実践)に学び，

継続的な改善を図る，いわば自治体経営の観

点が都市ごみ管理の分野にも入り込んでき

たへ

そのような観点から，都市廃棄物管理にお

ける情報の流れ及ぴアカウンタピリテイの対

象，そして利害関係者の関係性，といった都

市廃棄物管理のアカウンタピリテイの位置づ

けを図示したのが図 1である.このような自

治体の都市ごみ管理の状況下を踏まえて，情

報の流れ及び各主体の関係性，行政による市

民へのアカウンタピリテイの内容を位置づけ

たものが図 1の②である.提示型アカウンタ

ピリテイの①と異なるのは，第 1に，行政が

情報を住民に公開・提供し，説明する，とい

う一方通行のプロセスでなく，自治体行政内

部の事業効率性の改善及び向上を指標等の形

で市民にわかりやすく伝えることで，行政サ

ービスの向上を図ること，である.第 2に，

市民に政策プロセスや事前，事後評価等にお

ける情報を開示し，説明することで，市民と

行政の情報共有及び認識を共有化し，行政の

透明性7)を高めること，である.さらに，第

3に，アカウンタピリテイの対象となる情報

がそれらのプロセス段階まで開示され，説明

されるとともに，実質的に市民が行政の施策

図 1 都市廃棄物管理における情報の流れ、アカウンタビリティの位置づけ
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や現状を認識し，意思決定過程及び意見表明

する機会が保障され，行政の事業や評価にフ

ィードバックされ，施策や事業の継続的改善

を図ることが可能になる，ということであ

る.

その意味で，都市廃棄物管理のアカウンタ

ピリティは，本稿では「都市廃棄物管理に関

する事務事業効率性を高め，内部改善を図る

自治体内部の情報，及びステイクホルダーに

対する外部への情報を開示，提供し，とりわ

け市民に対してわかりやすく説明すること」

と定義することにする.そして，都市廃棄物

管理のアカウンタピリティは，①自治体廃棄

物行政及び廃棄物に関する施策の透明性の向

上を通じて，環境負荷低減やコスト削減に貢

献する.そして②住民と行政が情報を共有す

ることで，政策や施策の現状を認識し，コス

ト意識を高めるとともに，政策や事業，評価

のプロセスの段階まで開示，説明されること

で，行政と市民がともに学び合い，政策意思

決定過程に参加する機会を提供することを目

的とするのである.都市廃棄物管理のアカウ

ンタビリテイを考える際には， 2つの論点が

ある.一つには，アカウンタピリティの対象

であり，もう一つは都市廃棄物管理における

アカウンタピリティの役割である.次節では

これらの 2つの点について検討していくこと

にしよう.

2.2 都市廃棄物管理におけるアカウンタビ

リティの対象

行政学上の文献ではアカウンタピリテイは

法的責任と訳されており，会計責任=予算責

任=行政責任として捉えられており，英米の

公会計の領域ではほぼ確立されたものとなっ

ているが，ここで重要となるのは，アカウン

タピリテイの対象は誰かということになる.

政府の外部報告について最も体系的な研究を

行っているアメリカの基準設定機関である

GASB (Governmental Accounting 

Standards Board 政府会計基準審議会)の

概念書第 1号『財務報告の目的j(1987年)

によれば，アカウンタピリテイは財務報告の

最高目的として位置づけられているととも

都市廃棄物管理のコスト情報とアカウンタビリテイ

に， I公的資源の調達と当該資源の利用目的

を市民に弁明する政府の義務」と捉えられえ

ている 8)すなわち， GASBは，政府が第一

義的にアカウンタピリティを負っているのは

市民(納税者，有権者，サービス利用者)で

ある，という立場をとっているのである.な

ぜなら，政府は各個人が受け取るサービスの

コストや価値とは無関係に，税金の徴収とい

う選択の余地のない方法によって，その収入

のほとんとキを賄っているからである.それに

対して，納税という非自発的な手段に応じて

いる市民には， I知る権利 (rightto know) J 
が付与される.それは， I市民とその選ばれ

た代表による聞かれた討論につながるよう

な，明確に表明された事実を聴取する権利J
である.したがって，パブリック・アカウン

タビリティ (publicaccountability) は，世

論 (publicopinion) を形成する人々の集合

体としての公衆 (thepublic) に対する説明

責任を意味している 9)

地方自治体会計についての論説において，

住民に対する「アカウンタピリティ J(説明

責任)は，会計情報としての財務報告に限定

すれば，一般的に解釈されているのは，地方

自治体の首長をはじめとする行政管理者が，

納税者である住民に対して，納税された財を

いかに効率的かつ効果的に運用したか，その

顛末について行う報告責任及び義務として捉

えているものである.こうした行政管理者と

納税者である住民との関係は，営利企業にお

ける取締役と株主との関係と対比され，地方

自治体普通会計に「企業会計的手法」を導入

するに際しての， IアカウンタビリティJ(説

明責任)についての説明と論じられることが

多い I久しかしながら，藤森 [2003J によれ

ば，地方自治体が行う行政サービスは必ずし

も納税者にのみ限定されるものではない.ア

カウンタビリティは，財産の委託受託関係に

基づく伝統的な会計責任の立場からは，当該

財産の管理・運営とその報告(解除)にある

と考えられてきた.ここにおいて，財産の受

託者が当該財産の管理・運営を行い，その顛

末を委託者に対して情報開示するという関係

が存在するのである.この点から，委託受託
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関係に該当し，受託側である地方自治体と対

置されるのは， I行政サービスの受益者」と

定義づけられうる.そして，この「行政サー

ビスの受益者」とは，地方自治法による住民

である，と解釈されている.受託者である地

方自治体が行う情報開示は，納税者及び納税

者以外のものを含めた「行政サービスの受益

者」に向けてなされる「行政サービスJの内

容そのものとなり，その情報開示のあくまで

一部としての財務情報があると考えるのであ
る11)

一方，都市廃棄物管理の分野においては，

コスト情報のような財務情報，会計情報(貨

幣的情報)のみならず，近年では，環境情報

のような非貨幣的な情報も情報公開の対象と

なっているが，それらの情報の受け手，すな

わちアカウンタピリテイの対象はやはり市民

であるといえよう.

2.3 都市廃棄物管理のアカウンタピリティ

の役割

都市廃棄物管理のアカウンタピリティは，

これまで環境会計において議論されていた企

業及ぴ自治体内部における管理，業務改善，

そして住民をはじめとするステークホルダー

へのこれらの情報開示凶にとどまらない.コ

スト情報のような情報の開示及び提供は，自

治体の廃棄物公共政策において， (1) 自治

体経営における管理ツールとしてのアカウン

タピリテイ， (2) 自治体職員及び市民の学

習基盤としてのアカウンタピリテイ， (3) 

市民参加を支え，意思決定過程をも共有する

制度基盤としてのアカウンタピリテイ，とい

った役割を担う.それとともに，自治体廃棄

物行政におけるアカウンタピリテイの向上

は，よりよいごみ処理はいかにあるべきか，

といった自治体廃棄物行政に関わる施策に対

して， NPO， NGOも含めた市民が政策意思

決定過程に参加する情報を自治体と共有し，

施策や事業，評価にフィードバックすること

で，事務事業の効率性における継続的な改善

を可能にするといえる.

ここからは，都市廃棄物管理のコスト情報

に焦点を当てながら，アカウンタピリティの

重要性について論ずることにする.

コ
るアカウンタビリティの重要性

3.1 都市廃棄物管理におけるコスト情報の

意味

都市廃棄物管理のコスト情報に関しては，

従来から地方財政統計としてごみ処理事業，

尿尿処理事業を含む清掃費の総額は公表され

てきたが，このデータでは，当該年度の廃棄

物処理事業に伴って発生した費用を把握・分

析するのは困難であった.その一方で， I一
般廃棄物処理事業実態調査」の結果が1976
(昭和51)年度実績からほぼ毎年公表される

ようになった.この統計では一部の経費や設

備投資については収集・中間処理・最終処分

の3部門に分けて計上されており，また投資

的経費を識別できるなど，ある程度は部門別

性質別に費用を把握することが可能な体系に

なっている凶.

それでは，ごみ処理コストにおいては，何

故原価計算を行ってきたのであろうか.現在

の公会計制度による決算では，現金主義の考

え方に基づき当該年度の収入支出が整理され

ているだけであるから，設備投資や退職手当，

様々な間接費などを含めた，ごみ処理コスト

全体を的確に評価することができないことか

ら原価計算の手続きが必要とされてきたω.

大蔵省企業会計審議会が1962(昭和37)年

に出した『原価計算基準Jによれば，①財務

諸表作成目的のために必要な真実の原価を集

計すること ②価格計算に必要な原価資料を

提供すること ③原価管理に必要な原価資料

を提供すること ④予算編成及び予算統制の

ために必要な原価資料を提供すること ⑤経

営の基本計画の設定に必要な原価情報を提供

すること，とあるω.

一般に，原価計算の目的に関して岡本

[2000J は管理会計目的と財務会計目的に分

ける.前者は経営意思決定目的と業績評価目

的，そして後者は公開財務諸表作成目的があ

る凶.

一方，都市廃棄物管理分野に関しては，前
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述のように，一般廃棄物処理事業実態調査の

ような統計データが公表されてきたが，他市

町村との比較検討等の観点から方法論の標準

化が要請されたことを受け，全国都市清掃会

議の企画委員会が1979(昭和54)年にとり

まとめたのが「廃棄物処理事業原価計算の手

引J(以下， r全都清手引」と略称)であ
る17)

「全都清手引」は，廃棄物処理原価を「廃

棄物処理の用役のために正常な状態のもとで

消費された経済価値を貨幣価値的に表すも

の」と定義し，その計算方法を示したもので

ある 18) 企業会計における製造原価の計算方

法を踏まえ，自治体の現行財務会計制度を前

提としながらも，かつ簡便に計算できること

を指向している 1久主たる計算目的は，①廃

棄物処理事業の管理，運営のための資料を提

供すること ②廃棄物処理手数料等を決定す

るための資料を提供すること 20) とされてい

る.

このように，都市廃棄物管理における原価

計算方法が示されたことで，全都清手引によ

って基本的には廃棄物処理事業の方法論は確

立したと考えられてきた.しかしながら，

1990年代以降，都市ごみ管理のコスト把握や

コスト計算を巡り，様々な動きが生じるとと

もに，原価計算の目的も多様になってきたの

である.次項で、はその点についてみていくこ

とにしよう.

3.2 都市廃棄物管理におけるコスト情報開

示及び説明の要請

1990年代に入ってから，減量・リサイクル

施策が自治体廃棄物行政における大きなテー

マとなってきたことで，いくつかの動きがみ

られる.例えば，東京市町村自治調査会のよ

うに，ごみ減量とごみ処理費用低減の観点か

ら総合的なごみ処理費用の積算方法の統一的

なマニュアルを独自に作成する動き 21)や，フ

ロリダ州，アメリカ環境保護庁 (EPA)，ニ

ユ}ジーランド等で導入されているような，

都市廃棄物管理事業の実際の費用を識別し，

集計し，報告するための体系的な方法の提

案却などがある.

都市廃棄物管理のコスト情報とアカウンタピリティ

このような状況に加え，日本においてコス

ト情報の把握やコスト計算を巡る動きに大き

な影響を与えたのが容器包装リサイクル法導

入であった.同法は，一般廃棄物領域におい

て初めてリサイクル費用の一部を生産者に負

担させたことから，自治体，産業，一般排出

者との間での費用負担がテーマとなった剖.

また，同法の導入は原価計算にも大きな影響

を及ぼした.分別収集，選別保管費用を生産

者が支払う制度を目指す上で，その額を適切

に把握する必要が生じたからである.

原価計算の目的も，容器包装リサイクル法

導入及び実施に際しての議論の過程の中で生

じた課題に伴い，拡大してくる.

前述の(財)東京市町村調査会 [1996Jに

よれば，ごみ処理原価計算の目的としては，

ごみ処理事業の運営管理，ごみ処理手数料・

助成金の算定根拠，住民への普及・広域など

への適用を挙げている.いずれも，都市廃棄

物管理事業の運営管理やごみ処理手数料の算

定根拠が主な理由である.当該報告書は一部

事務組合における負担金の扱いを原価計算に

取り入れて提案したという点では先駆的とい

えるものの，多摩地域という特定の地域のも

のである上，最終処分場の確保の困難性から

さらに高度化した最新のごみ処理施設の必要

性を謡っている 2久このことから，ごみ処理

原価の正しい把握によるごみ処理事業の適正

かっ効率的な推進の目的が処理費用の低減の

みならず，環境負荷の低減も可能にするよう

な施策とつながるのか，を勘案すれば疑問の

余地がある.

このように，ごみ処理有料化の導入や生産

者責任の拡大下で，廃棄物処理，とりわけリ

サイクルなどが自治体廃棄物処理の問題とし

て遡上にあげられると，その効率性を社会的

に評価しなければならなくなった25)

さらに，環境省 [2007Jは，一般廃棄物の

処理に関する事業に係る原価計算書の作成目

的に関して次のようなことを挙げている 26)

①市町村が，納税者に対して一般廃棄物の処

理に関する事業の財務情報を開示するために

作成する ②市町村が，自らの一般廃棄物処

理に関する事業及びその運営のあり方を検討

司
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するための基礎情報とするために作成する

③市町村が，自らの一般廃棄物の処理に関

する事業を能率的に運営し，社会経済的に効

率的な事業となるようにする見地から，その

アウトカムと投入コストを比較衡量し，事業

の費用対効果を検証するための基礎情報とす

るために作成する，となっている.

廃棄物・リサイクル行政の目的が，これま

での公衆衛生の向上や公害問題の解決から循

環型社会の形成へと変遷している中で， 2005 

年 5月に定められた「基本方針」には， (1) 

一般廃棄物処理事業のコスト分析と情報提供

を行い，分析結果を検討して，必要に応じて

PFIなどの事業形態に反映すること， (2) 

一般廃棄物処理の有料化により，排出抑制や

再生利用の推進，排出量に応じた負担の公平

化及ぴ住民の意識改革を進めること， (3) 

分別収集区分や処理方法などの変更や新規導

入の必要性と環境負荷面，経済面に係る利点

を，住民や事業者に対して明確に説明するよ

う努めること，の 3点が示されている 2九

そのような「基本方針Jの下で，原価計算

の実施は，一般廃棄物の処理に関する事業

(一般廃棄物の収集運搬体制の変更や有料化

施策の導入等)を検討する際の判断材料，及

び変更・導入する際の議会や住民への説明材

料のーっとして活用することができるお)と位

置づけられている.

さらに，環境省 [2007J は，一般廃棄物処

理事業における財務情報の管理及び情報公聞

に関して，

(ア)一般廃棄物の処理に関する事業のみ

を切り出して財務情報の管理及び情

報公開を行うことは，事業に要する

費用の必要性や効率性について具体

的に把握し，事業の効率化を測る

(イ)住民や事業者に向けた取り組みの推

進が求められる中，そのために取る

べき具体的な施策や，施設整備を含

めた処理システムの最適化等の検討

の基礎情報，住民や事業者に対して

処理システムの必要性等を説明する

ための情報

としても，市町村による一般廃棄物の処理

に関する事業に係る会計の分析・評価を行う

ことが求められている 29)

このような「事業の効率化」及び「市民や

事業者への理解を得るための情報開示」の考

え方は， 2007年 6月に公表された環境省によ

る「一般廃棄物会計基準jにおいても意義づ

けされている制.

このように，都市廃棄物管理の分野におい

て，事業の効率化，施策の選択や処理システ

ムの最適化を説明する基礎情報としてのコス

ト情報の開示及ぴその説明が重要視されてく

る.

3.3 近年の都市廃棄物管理におけるコスト

情報の位置づけとアカウンタビリティ

近年の都市廃棄物管理のコスト情報は廃棄

物処理事業の管理，運営のための資料提供，

廃棄物処理手数料決定のための資料提供とし

ての意味のみにとどまらない.すなわち，第

1に分かりやすいコスト情報のニーズに応え

ること，第 2に政策やごみ処理事業における

市民等のステークホルダーの意思決定過程の

参加に必要な情報の提供 の2点に整理する

ことができる.

3.3.1 分かりやすいコスト情報のニーズヘ

の対応-，廃棄物会計」の取り組み

との関連で-

まず，第 1のコスト情報における分かりや

すさに関してである.これは， r容器包装リ

サイクル法の改正を求めるごみ研究会j(以

下，ごみ研と略称、)が2002年春に提案した

「廃棄物会計」の取り組みとの関連で述べる.

そもそも，廃棄物会計が導入されたのは，自

治体の資源化を含む廃棄物管理費用における

外部への情報公開に関して，廃棄物会計は，

1つには製造者に収集費用の負担を求める負

担額の根拠を示すこと，もう 1つは，消費者

に容器包装種類毎の処理・リサイクル費用を

示すことが目的とされている 3九

一般廃棄物会計基準を出す意味，及び廃棄

物会計基準をどのような目的に用いるかをめ

ぐって，環境省における検討委員会では議論

の結果，標準的手法を示すことで市区町村や
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一部事務組合が情報を提供すること，つまり

パブリック・アカウンタピリティを優先する

こととしている.このことは，びんネットが

発行した「廃棄物会計調査報告書 (2002(平

成14)事業年度版)Jにおいても，廃棄物会

計が「コストの標準化あるいは作業の標準化

ではなく，計算方法，情報公開フォームの標

準化」であり，自治体聞の安易な比較や広域

化・大型焼却炉導入など拙速に「効率を論じ

る」ことに注意を喚起している制.これに対

し，藤井 [2007Jは，廃棄物会会計基準自体

は情報の提供であり，それに基づく費用対効

果といった政策評価やそれに基づく意思決定

へ結びつくことが期待されるものの，内部評

価や廃棄物全般の政策評価に至るまでは分析

方法の検討や議論が必要である，と述べる却.

さらに，山川 [2006Jは，廃棄物会計により

作り出される情報が自治体間で比較でき，す

ぐれたパフォーマンスに学ぶことができるよ

うなデータベースの必要性から，多くの自治

体が共通の廃棄物会計体系に基づいて情報を

提供することの重要性を説く.それとともに，

廃棄物処理事業実態調査のごみ収集・処理情

報，施設情報，財務情報を廃棄物会計体系と

して整備し直し，自治体の都市ごみ管理事業

の実態を把握するための体系的な統計資料と

すると同時に，すぐれたパフォーマンスを探

す際に使用可能なデータベースとして発展さ

せることが望ましいとしている 34) 加えて，

山川 [2007Jは，一般廃棄物会計基準に則っ

て計算された情報のデータベース化に伴い，

広範囲の自治体を対象としたコスト・ベンチ

マーキングの実行可能性が高まることを重要

視している回.

これまでの議論を踏まえて考えると，都市

廃棄物管理のコスト情報は，廃棄物処理事業

の管理，運営のための資料提供，廃棄物処理

手数料決定のための資料提供としての意味か

ら，廃棄物処理や資源のリサイクル費用のコ

スト情報の把握を通して自治体における会計

のあり方を再整理する，という意味を持つ.

そして，コスト情報を通じて廃棄物処理やリ

サイクルといった施策を評価するモノサシを

確立し，そして情報公開フォームの標準化を

都市廃棄物管理のコスト情報とアカウンタピリテイ

図ること，さらに，情報のデータベース化に

よりパフォーマンスを改善していく基礎資料

としての意義を持つ.すなわち，廃棄物会計

の導入は，都市廃棄物管理のコストに関して，

分かりやすいコストを開示するニーズが高ま

る中で，アカウンタピリテイを制度化する役

割を果たしたということができるのである.

3.3.2 廃棄物政策やごみ処理事業における

意思決定過程の参加に必要な情報の

提供

これまでも行われてきた廃棄物処理事業の

管理，運営のための資料提供は，廃棄物政策

及びごみ処理事業における現状を把握すると

ともに，科学的な根拠に基づく廃棄物政策の

基礎資料とならなければならないものであ

る.それに加え，近年では，循環型社会形成

にむけた取り組みや地方財政逼迫，地方自治

体における公共部門改革の流れの中で，廃棄

物政策運営にあたっては，地方自治体や事業

者，市民など多様な主体が自律的かつ主体的

に関わりながら合意形成を図る， I公民協働」

の考え方の下で進められなければならない.

また，そのことは，かつて迷惑施設といわれ

ていた環境インフラストラクチャーである廃

棄物処理・処分施設は，以前は地方自治体に

おける財政支出の問題であった.しかしなが

ら，ごみ処理施設の建設及ぴ維持管理運営に

みられるごみ処理事業の運営や容器包装リサ

イクル法の導入・実施等の廃棄物政策の運営

は，従来の市民参加及び住民参加と異なり，

相互にステークホルダーの主体性を尊重しな

がら合意形成を図るとともに，実施された廃

棄物政策やごみ処理事業を評価・検討し，改

善と向上を継続的に図っていき，そういう意

思決定過程に主体的かつ実際に参加してい

く，まさに廃棄物ガバナンスを可能にする主

体間関係を求めている.

その意味では，都市廃棄物管理におけるコ

スト情報は「公民協働」をつなぐ架け橋の役

割をしている.市民の意思決定への参加及び

意見表明を可能にするためにも，情報に触れ

る機会の保障及びその情報の活用が不可欠で

あるといえよう. 4節では，都市廃棄物管理
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におけるコスト情報の活用をアカウンタビリ

ティとの関連で検討していくことにしよう.

で習鵠譲耀毒菌官需雪索開譲
の活用とアカウンタビリティ

4.1 都市廃棄物管理におけるコスト情報の

活用とステークホルダーの「学び」

市民と行政が情報を共有することで事業や

施策の現状を認識し，コスト意識を高めると

ともに，政策や事業，評価のプロセスの段階

まで開示，説明されることで，行政と市民が

ともに学び合い，政策意思決定過程に参加す

るフィードバック型のアカウンタピリテイの

重要性を2.1及び2.3において既に指摘した.

それでは，そのようなフィードパック型のア

カウンタピリテイが自治体廃棄物行政におい

て最大限発揮されるには，市民はいかにコス

ト情報を活用したらよいのであろうか.

地域におけるポテンシャル及び学習能力に

関して諸富 [2006Jは，地域に立地する企業

の技術革新能力と地域全体の学習能力の高さ

との直接的な関係を社会的関係資本の蓄積の

観点、から述べている.すなわち， I地域が新

しい知識に対して柔軟に適応し，吸収し，そ

して今度は新しい知識を創出するJという

「地域の学習能力J，そしてその規定条件が

「人的資本の質，それによって構成されるネ

ットワークの密度，互恵性に基づく協力関係

がその地域に存在するか否かによるJ36) と指

摘しているが，この点は，地域産業政策のみ

ならず，自治体の廃棄物公共政策にもあては

まる.その地域の学習能力をどう高めていく

のか，その学びの主体はNPO，NGO，市民

のみならず，自治体自身も対象となる.また，

個々人の学びのみならず，組織としての学習

と継続的改善も不可欠で、ある.自治体による

市民やNGO，NPOへの情報の「公開」にと

どまっていた段階から情報を「共有」し，共

有された情報をもとに自治体内部，自治体間，

そして自治体と市民が共に学習し，対話を重

ね，公共的な意思決定過程の共有を可能にす

る必要があろう.アカウンタピリテイの向上

は，市民社会の力量向上とともに，結局は政

府自身のパフォーマンス向上にもつなが

る制.その点では，倉阪 [2004Jにもあるよ

うに，廃棄物会計の取り組みが市民団体によ

って推進されている取り組みである点につい

ては，市民団体の政策形成能力が向上してい

る証として、高く評価されるべきであろ
う38)

4.2 都市廃棄物管理のコスト情報における

公開及び活用の現状

ただし，コスト情報の公開及び活用にあた

ってはいくつかの課題もある.第 1の課題は

都市ごみ管理のコスト情報に関しては，どの

ようなコスト情報がどれだけ開示されてきた

のか，というコスト情報開示の仕方の問題で

ある.第 2の課題としては，自治体のごみ処

理・リサイクルにかかるコスト情報の内容及

び質の向上である.そして，アカウンタピリ

ティを意識したコスト情報の開示が，自治体

ごみ政策のあり方をどう変えるのかである.

第1の課題に関しては，これまで述べてき

た廃棄物会計実施自治体におけるコスト情報

公開の状況に関する調査結果が出ている.図

2は， 2002事業年度及び2003事業年度にお

いて廃棄物会計(以下廃棄物会計2002，廃棄

物会計2003と称する)に参加した自治体に

おけるコスト情報の公開状況を，そして図 3

はコスト情報の公開方法をびん再使用ネット

ワークが複数回答で調査した結果をもとに作

成したものである.

まず図 2の結果から，ごみ処理・リサイク

ル事業に関するコスト情報の公開に関して

は， I公開していない」と回答した自治体は

廃棄物会計2002においては3%，廃棄物会計

2003においては約6%にすぎず，不明・無回

答分も含め，多くの自治体が何らかの形でコ

スト情報を公開していると考えられる.中で

も「部門別・品目別Jにコストを公開してい

るという自治体弘前年度(廃棄物会計2001)
が3.7%に対しぬ)，廃棄物会計2002では

12.8%と増加している.また，コスト情報を

どこまで公開するかに関しては，合計費用の

みの公開自治体が廃棄物会計2003において

は25%なのに対し，部門別に公開する自治体
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図2 コスト情報の公開状況

廃棄物会計2003

廃棄物会計2002
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[出所]びん再使用ネットワーク [2005aJ24ページ，同 [2006J27ページより筆者作成.
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図3 コスト情報の公開方法(複数回答)
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[出所]びん再使用ネットワーク [2005aJ24ページ，同 [2006J27ページより筆者作成.

が 4割近くにのぼっている.しかしながら，

部門別・品目別の公開となると，細かいコス

ト情報を公開していない自治体が約 9割近く

いることから，まだ浸透していないことが読

み取れる.

また，コスト情報の公開方法に関しては，

図 3からわかるように，廃棄物会計2002で

は清掃事業概要，決算書，広報誌，予算書等

の順だ、ったのに対し，廃棄物会計2003では，

多い順に清掃事業概要，広報誌，ホームペー

ジ，決算書，啓発チラシなどとなっている.

特に，近年ではホームページの普及がコスト

情報の公開方法に一定の貢献をしていること

がうかがえる.

さらに，第 2の課題に関しては，廃棄物会

計参加自治体と，廃棄物会計に参加しなお

かつ部門別・品目別公開自治体と比較してみ

ると，清掃事業概要や決算書等による情報公

開はほとんど差がない40) その一方，広報誌，

啓発チラシ，出前講座，ホームページにおい

ては廃棄物会計参加自治体ではそれぞれ

41 %， 22%， 24%， 30%なのに対し，部門

別・品目別公開自治体に関しては，図 4にあ

るようにそれぞれ56%，44%， 33%， 56%と

顕著に多いことがわかる.それらの結果から，

部門別・品目別公開自治体においては，コス

ト情報に関する住民への情報公開やわかりや

すい説明，アカウンタピリテイを果たそうと

する意識の高さがうかがえるといえるだろ

っ.
今後の自治体廃棄物行政に向けては，費

用内容や出てきた数字がわかりにくかった

り，ごみ処理に関する情報が一部の自治体職

員を除いては理解が容易で、ない傾向があった

自治体においても，数字の根拠も含め， GSR 

(Government Social Responsibility， I行政

の社会的責任J)41) としてアカウンタビリテ

イが求められる.行政担当者が用いるツール
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図4 部門別・品目別公開自治体のコスト情報の公開方法(複数回答)
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[出所]びん再使用ネットワーク [2006J27ページより転載。

だけでなく， I住民・事業者の参画と協働の

ツール」としての廃棄物会計の原点に立ち返

った場合，市民にとってもより一層わかりや

すいものとしていくことが求められる.その

際には，各自治体における現状の原価計算や

処理システムと，廃棄物会計のシートにおけ

る質問項目が必ずしも一致しないことがあ

る.それには，びんネット [2005bJが指摘

しているような点，つまり，自治体が独自に

原価計算などを行っている場合の整合のとり

方も含め，その自治体の規模や処理システム

形態に合わせてワークシートを複数種類用意

し，その自治体に説明可能な形のシートを選

択させる方法が今後の改良点として考えられ
る42)

また，この廃棄物会計の取り組みをどのよ

うに制度化するのかは，単なる計算手法の統

一化にとどまらず，都市廃棄物管理のコスト

情報においてアカウンタビリティをどのよう

に制度化し，意思決定過程にまで反映させる

仕組みを確立するのか，ということでもある.

それに対して倉阪 [2004J は，現制度の廃棄

物会計では，参加する市町村の範囲が限定さ

れるとともに，様々な算出方法がまかり通っ

ている所を統一する上では，自発的な呼びか

けのみによっていたのでは限界があることか

ら，廃棄物会計が制度として定着するように，

市民団体の活動をベースにした環境省の行政

的制度化，あるいは市民団体自身による廃棄

物会計を含んだ法制度の提言を主張してい

る43)

都市廃棄物管理におけるアカウンタピリテ

イの浸透は，自治体が他の自治体や市民と相

互に学習し，意思決定過程をも共有し，自立

的に政策の意思決定をしていく今後の行政の

ありかた，市民の行政の関わり方，地域運営

のあり方に転換していくとともに，より透明

で効率的な廃棄物管理システムづくり，ひい

ては市民社会型ガパナンス構築にむけての重

要なキーポイントとなるのである.
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