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Ⅰ　はじめに

本稿では、民間企業を中心に発達してきた管理会計の、地方自治体の経営への活用に

ついて検討を行う。そのための事例として、事務事業評価を取り上げる。事務事業評価

では、行政の活動の成果を評価するとともに、コスト情報を集計することで、「費用対効

果」を測定することができると考えられる。そしてそのためには、どの範囲までを成果と

対比させるコストとするかを設定する必要がある。この範囲の設定について、管理会計の

活用を検討する。

Ⅱ　NPMと業績評価会計

1. NPM と事務事業評価

①予算の最大化から成果の最大化

従来、地方自治体を含む公会計の中心は予算による統制であった。財政民主主義の観

点から、議会による行政機関の民主的なコントロールの手段である予算が重視されて

きたためである。組織内部の会計報告も、予算の執行状況を把握する予算管理が重視さ

れ、「伝統的なモデルでは業績の監視が特に弱く、一方、内部のマネジメントの構成要素

は、特に予算は、アウトプットや目標の業績ではなくインプットの監視を目的としていた

（Hughes2003、p. 149）」状況にあった。

この状況に変化をもたらしたのが、New Public Management（以下、NPM という。）

と呼ばれる新しい行政経営の流れである。行政も成果の最大化とコストの最小化を目指す

方向へと変化し始めた。成果の最大化のためには、成果を測定する必要があり、そのため

に行われているのが行政評価である。日本の地方自治体ではそのうち事務事業評価が広く

行われている 1。
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1  行政評価の対象に事務事業評価を含めている団体の割合は、都道府県 91.58％、政令市 94.1％、中核
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NPM の特徴の一つは、実務が先行し理論的な整理は事後的に行われた点である。経済

学および経営学の理論的背景から得られた知見により、1980 年代以降に各国で行われた

公務部門の改革について、事後に共通点があることが指摘され、NPM として理解されて

いる。そのため、共通点が指摘される一方で、社会的な背景の違いなどにより、国や地域

により行われている改革は異なる。また、理論的な整理の上でも、どのような点を共通点

として抽出するのかにより定義が異なる。本稿は NPM の定義の検討が目的ではないので

詳細には立ち入らないが、「NPM の核心は、民間企業の経営手法を参考に、自治体など

の公共部門の行政改革を推し進めようとする点（石原 2008、p. 176）」にある。

定義や理論に幅があるため、NPM の要素も論者によって異なるが、例示すると①業績

／成果による統制、②市場による統制、③顧客主義への転換、④統制しやすい組織への変

革の 4 点が挙げられる（稲沢 2008、p. 47）。事務事業評価は、このうち業績 / 成果による

統制を主たる背景としている。また、活動を成果や業績によって評価し、統制するという

ことの前提には組織の分権化がある。OECD 諸国にあっても、「経営と予算編成の両方に

対して、インプットをコントロールすることから、結果を達成することに向かって、予算

編成、経営および説明責任の重点を移行させるアプローチを取ろうとして（OECD2006、

p. 81）」きた。

②日本の地方自治体への導入

日本の地方自治体への行政評価の導入は、NPM のほか、地方自治体の裁量権の拡大、

地方分権に伴う地方公共団体の政策責任の拡大が地方公共団体の説明責任を強化するこ

とを要請したこと、地方公共団体の財政状況の悪化が背景として指摘されている（宇賀

2002、pp. 92-93）。その中で平成 8 年に三重県で日本で最初に導入された事務事業評価シ

ステムは、「その後わが国自治体における行政評価の雛形とな（宮本 2004、p. 155）」った

とされる。コスト集計についても、三重県やその影響を受けた滋賀県長浜市の事例は、事

務事業評価システムと「経済性や効率性の評価を担う発生主義会計のデータをリンクさせ

（石原 1999、p. 13）」た、先進的な取り組みであった。これにより、事務事業評価の中で

集計されるコストは、現金主義により認識・測定される決算額では十分ではないというこ

とも広く認識されることとなった。しかし事務事業評価の結果を公表している自治体の中

には、投入資源の情報の開示が行われていない場合がある。また、もとより現行の地方自

治体は、「正確な費用（行政コスト）の計算に関しては、システム内部で満足のできる計

算体系を有していない（石原 2008、p. 182）」2。しかし、「事務事業評価と発生主義会計

市 94.6％、特例市 100％、市区 97.6％、町村 98.0％となっている（総務省「地方公共団体における行政
評価の取組状況」より平成 20 年 10 月 1 日現在の状況）。

2  現在、整備が進められている行政コスト計算書は、決算統計という一次統計をもとに作成され、会計
システムとは切り離された加工統計である。
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に基づく原価計算といった管理会計手法を融合すれば、費用便益分析を自治体の比較的小

さな事務事業表のレベルで実現することが可能になる（石原前掲書、p. 186）」のである。

そのために、事務事業評価においてどのようにコスト集計を行うべきなのかを検討する必

要があるし、その前提として「コスト」として集計すべき範囲を明確にする必要性があ

る。

2. 事務事業評価と業績評価会計

①分権化と業績評価会計

事務事業評価は、意思決定権限を現場に近いところに委譲する組織内の分権を背景と

し、業績による統制との関連が強い。一方、民間企業も近年、組織内分権の傾向を強めて

いる。権限委譲により組織全体の目標の達成のためにコントロールする必要が生じ、その

ために業績評価が行われる。その場合、「組織のマネジメント・コントロールに利用され

る管理会計技法は、分業の形態（部門のくくり方）や分権化の程度（移譲される権限の内

容や程度）によって異なる（島 2005、p. 262）」ため、公的セクター活用を試みる場合も

同様に、分権の形態や程度、さらに、議会との関係などを考慮する必要がある。しかし、

これらの手法は、組織の規模や分権の度合いが異なる民間企業の中で発達してきたもので

ある。そのため、異なる点があるために活用できないのではなく、組織の差異を超えて活

用してきた手法であるため、活用の余地は大きいと考えられる。

②業績評価会計の 2 つの目的と責任会計制度

業績評価は、目的により 2 つに区分される。評価対象に責任を負っている管理者の業績

を評価する場合と、評価対象となる事業そのものを評価する場合である。

主として管理者の業績評価のための制度として、責任会計制度がある。これは、組織管

理と会計を結びつけ、会計によって得られる情報を利用し、業績評価を通じて分権化組織

の管理を行う制度である。業績評価を行う際に、何らかの責任を有する組織の構成単位を

責任センターという。責任センターは、移譲された権限の範囲により類型化され、原価セ

ンター、利益センター、投資センターなどが典型的である。原価センターは、その組織の

構成単位の管理者の権限の範囲内で発生した原価にのみ責任を負う。これに対して、利益

センターは原価の発生に加えて収益にも責任を負う組織単位である。さらに権限の範囲が

広げられたのが投資センターで、利益だけではなく投資についても責任を負う。利益セン

ターに期待されていることは、「現時点での経営資源を前提とした利益達成（横田 2008、

p. 90）」であるのに対し、投資センターは「投下資本の効率的な活用への責任を持つ（横

田前掲書、p. 90）」という相違点がある。
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③事務事業評価と責任センター

事務事業評価をうける事業の責任者がどの責任センターに該当するかについては、権限

の範囲が組織によって異なるため、一概に設定することは難しい。また、責任の所在が明

らかであるためには、意思決定権限が組織内で明確になっている必要がある。いずれにし

ても、事務事業評価では成果が評価されるので、成果（収益）と費用のいずれにも責任を

負う責任センターである。地方自治体の場合、資産への投資について、最終的には予算を

通じて議会に権限がある。一方、議決を経る必要があることをもって責任が議会にあると

考えるのであれば、事務事業評価の対象となる事業の責任者に、コストの責任を負わせる

ことができないということになる。

このように、地方自治体の業績評価にあたって民間企業の責任センターとは異なる点も

ある。そこで以下では、民間企業の分権組織の業績評価の検討の際に用いられる事業部と

同程度に分権化された組織と仮定して、検討を行うこととする。その前提として、組織

内の責任と権限は明確であると仮定する。事業部とは、「独立採算をたてまえとして、生

産、販売、財務などの職能が総合的に担当させられる（櫻井 2009、p. 73）」組織であり、

利益センターとみなすのが典型的である。

責任会計制度を導入した場合、「管理者には管理可能費だけの責任を負わせるべきであ

る（櫻井前掲書、p. 42）」とされる。管理者の管理能力を問う際に、権限の範囲の外にあ

る収益やコストを含めて業績評価を行うことは適当ではない。そのため、コストを集約す

る範囲は各責任センターにとって、管理可能費なのか管理不能費なのかにより区分され

る。なお、管理可能費と管理不能費の区分は、どの程度の期間について考察するのかで異

なる場合がある。

④貢献利益法

貢献利益法では、目的により集計すべきコストの範囲が異なると考える。まず、費用を

変動費と固定費に分類し、固定費は管理可能費か管理不能費かで区分する。このうち管理

不能固定費は個別費あるいは事業部個別固定費と共通固定費に区分する。業績評価は、収

益からこれらの費用を控除した利益により行い、目的に応じて控除すべき費用の範囲を選

択する。収益から変動費を控除した利益が貢献利益、ここから管理可能固定費を控除した

利益が管理可能営業利益、さらに管理不能事業部固定費を控除したのが事業部営業利益で

ある。事業部自体の収益性評価と、事業部等の管理能力評価の評価を評価する利益につい

てはそれぞれ、「理論上は、前者は事業部損益計算書における事業部営業利益が、後者は

管理可能営業利益が評価指標として利用されるべきである（島 2005 年、p. 274）」とされ

る。ここでも、評価対象の範囲は管理可能かどうかで画されている。
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Ⅲ　事務事業評価の目的

1. 行政評価導入目的

行政評価の目的は、理論的には「政策背景にある専門分野への知的貢献、行政のアカウ

ンタビリティの確保、マネジメント支援の 3 つ（山谷 2007、p. 8）」とされる。一方、既

存の調査によれば、実際に日本の地方自治体が行政評価を導入した目的は、「『事務事業の

廃止・削減』、『事務事業の効率性向上』、『事務事業の有効性向上』といった事務事業に関

わる目的と、『住民等の行政外の主体に対して行政の活動状況を明らかにする』といった

アカウンタビリティに関わる目的を選んだ自治体が大半を占めた（田中 2008、p. 176）」

という結果がある。一口に事務事業評価といってもその目的は一様ではなく、また、複数

の目的を有している場合もあるのである。そのため、その中で求められるコスト情報も唯

一のものがあるというよりは、それぞれの目的を考慮する必要があると考えられる。

2. アカウンタビリティの視点と事務事業の改善の視点

地方自治体の提供するサービスはその性質上、成果を財務数値で測定することのできる

範囲が狭く、非財務情報を用いる必要性が高い。その場合、財務情報で投入資源と成果の

双方を比較・分析することはできない。事務事業評価などの行政評価は、投入資源と業績

測定について、財務情報に加えて「非財務情報を加えた説明責任の果たし方を体系化し、

さらにそれを行政経営の手法に展開しようとした（稲沢 2008、p. 10）」ものである。自

治体会計における「財務報告」の内容に、「行政評価」で管理される業績管理情報（宮本

2004、p. 3）を含める考え方も、行政評価を説明責任を果たす役割から説明するもので、

行政評価で管理される財務情報である業績管理情報とは、業績とそれに対応するコスト情

報からなる。

財務会計が、その機能の一つである情報提供機能を果たすためには、情報を得た利害関

係者がいかなる意思決定を行うかに応じて、有用な情報を提供する必要がある。しかし、

地方自治体をめぐっては「住民という利害関係者の会計情報に対する意思決定モデルは未

だ明確になっていない（大塚 2006、p. 3）」状況にある。意思決定モデルが明確でない状

態とは、情報利用者が誰であり、その利用者が情報をどのような意思決定に利用するのか

が明らかではないということである。一方、情報提供を目的とする場合でも、より具体的

なものとすることも提示されている。行政評価の結果の開示の機能を「事務事業や施策

の、優先順位や劣後順位を明確にする（石原 2005、p. 14）」ことに求める場合である。こ

れは、内部での優先順位の意思決定を行うために用いた会計情報が、開示すべき会計情報

ということになる。

次に、事務事業に関わる目的とした、事務事業の廃止・削減、効率性向上、有効性向
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上に適したコスト集計について検討する。このうち、事務事業の廃止・改廃という意思

決定に有用なコスト情報とは、上述の事業の優先順位を決定する情報と関係が深い。一

方、効率性や有効性の向上は評価の視点と関係が深い。効率性（efficiency）と有効性

（effectiveness）は、経済性（economy）と併せて「3E」と呼ばれるが、コストと関わり

が深いのは経済性と効率性である。効率性とは「アウトプットのコストに対する最も良い

割合について（Jones et al.  2000  p. 248）」で、投入資源と成果の関係であり、コストを

集計して比較・分析することで削減や内容の変更などの検討が行われる。

以下では事務事業の 2 つの目的を通じ、コスト集計について検討することとした。1 点

目は、事務事業の改善のうち効率性向上の視点から評価を行うために適切なコストの範囲

である。2 点目は、アカウンタビリティの改善の観点で、その中でも、事務事業の優先順

位を明らかにするために適切なコスト集計の範囲である。このことは必然的に、優先順

位が低いとされた事務事業を廃止・削減することを視野に入れた評価ということになるた

め、コスト集計の範囲は、この点を考慮して決定される必要がある 3。

Ⅳ　事務事業評価とコスト集計

1. 減価償却費を計上する意義

以下では、具体的な範囲の検討のため、減価償却費を取り上げる。

有形固定資産について、時間の経過などに伴う価値の減少分を使用期間にわたって配分

する手続きが減価償却であり、各年度では使用に応じた費用として、減価償却費を計上す

る。減価償却を行わず、有形固定資産への投資にかかる金額を投資を行った年度の費用と

すると、投資を行った年度以外の年度は、資産を使用することで成果を挙げているにもか

かわらず、費用を負担しないこととなる。減価償却は、資産の使用によって得られる成果

と、そのために行った投資額とを期間配分を通じて一致させる手続きであり、現金主義会

計によるよりも厳密に対応させることが可能となる。

また、マクロ統計から見た場合、地方政府 4 についてはすでに固定資本への投資額以上

3  導入当初から、事務事業評価には「数値による結果評価と進捗度管理を目指す考え方」と「事業の優
先順位を主務部局が主観的に評価し、事業の見直しに役立てようとする」（石原 1999 pp. 32-33）2 つの
考え方があったとされる。そして、前者の代表的な事例である三重県の場合、評価そのものによって事
業のスクラップ・アンド・ビルドを行うのではなく、「公的関与の考え方を導入することで事業のスク
ラップ・アンド・ビルドを推し進めている」（前掲 p. 33）とされる。

4  一般政府のうち地方政府は、地方自治体の一部事業を除く普通会計と、一部の公営事業会計や独立行
政法人からなり、決算統計などの区分とは異なる会計区分である。
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に、時の経過などによる減少により、社会から固定資本が失われている状況となってい

る 5。このことから、効率的に社会資本を維持および整備を行うこととともに、既存の社

会資本をどう活用していくのかが重要な課題となるといえるだろう。そのためには意思

決定の過程で、投資額とともに、減価償却費も含めて考慮される必要性が高いと考えられ

る。

2. 事務事業の改善に関する目的とコストの範囲

企業の業績評価には、前述のとおり、事業の管理者を評価する場合と、事業部自体の収

益性を評価する場合とがある。効率性の向上の視点と事務事業の優先順位を明らかにす

るという視点には、直接的には、管理者の業績評価は目的として挙げられていない。しか

し、管理者の評価でコストの集計範囲を画している管理可能費・管理不能費という区分

は、事務事業評価の改善に関する場合、特に効率性の向上には一定の意義があるのではな

いかと考えられる。

効率性とは、与えられた水準のコストに対して最も大きなアウトプットを得る、また

は、与えられた水準のアウトプットに対して最小のコストしか投入しない、のいずれかで

あることを意味する（Jones et al.op. cit.  p. 248）。効率性の改善の視点で考えると、管理

可能費と管理不能費を区分して集計しなければ、誰がコストについて効率性の向上の取り

組みを行うことができるのかはわからない。管理可能費かどうかを、コストの削減が可能

かどうか、あるいは同じコストであってもより大きなアウトプットを得ることができる内

容のコストに組み換えが可能かどうか、により区分すれば、効率性の改善という観点で管

理可能費・管理不能費を区分する意義があると考えられる。

一方、管理可能費に含まれなかった減価償却費であっても、集計することで効率性の向

上に役立たせることが可能な場合もあると考えられる。例えば、管理不能費とした固定費

のうち、個別費も事務事業評価で成果と対応させるべきコストとして集計を行う。その上

で、管理可能費とは区分して表示することで、効率性を向上させるために問題となってい

るのは個別の事業にあるのか、共通して発生するコストによる別の要因によるのかを分析

することが可能となると考えられる。そのため、効率性の向上の観点から、管理不能費に

ついても集計範囲に含むことが有益な場合もあるといえると考えられる。

3. 事務事業の優先順位を決める視点

事務事業評価の目的のうち、優先順位を決める視点の前提には、投入資源に限りがあり

全ての事業を実施することはできないため、資源を競合する事業同士のいずれに振り分け

5  内閣府国民経済計算部「平成 19 年度国民経済計算」によれば、平成 19 年度には固定資本減耗が総固
定資本形成を上回った。なお、固定資本減耗と減価償却は完全に同じではないが、「同義語であるとみ
なすことができる（Lequiller,et.al,  p. 197）」とされる。
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るのかを決める必要があるということがある。そのために必要な情報は、事業を廃止する

ことでほかの事業にまわせるコストがいくらあるのか、である。貢献利益法の固定費の区

分を用いるなら、管理可能費に含まれるものは他の事業に利用しているとは考えにくく個

別費であると考えられるから、個別費は全て集計範囲とすることが適当ではないかと考え

られる。これは、結果的に収益性の評価を行う場合の集計範囲と一致すると考えられる。

その上で、共通費についてどこまで配賦を行うべきなのかを検討する必要があると考えら

れる。

留意する必要があるのは、優先順位の決定あるいは事務事業の改廃にかかる意思決定

は、将来に向けて行われるということである。事務事業評価で成果と対応させられるコス

ト情報は過去情報であるため、将来への意思決定のためには将来情報についても併せて考

慮する必要があると考えられる。

4. 共通費の配分

貢献利益法によれば、事業の管理者の評価を行うためには管理不能費は含まないことが

適切とされる。一方で、事業の収益性の評価を行う場合には、管理不能費であっても個別

費はコストとして算入されることが適切であるとされる。これによると、管理不能固定費

のうち共通費については、管理者の評価と事業そのものの収益性の評価のいずれの場合で

も、業績評価を行うためのコストに含めることは適切ではないことになる。

しかし、実際に行われている業績評価会計では、事業部制による組織であっても、管理

不能固定費を各事業部に配賦することがある。主なメリットは、まず、共通して発生する

経費を抑制することができる点である。また、各事業部の業績のみを考慮するのではな

く、全社利益への貢献意識を醸成すること、他社業績との比較可能性、があげられる（島

2005、p. 275）。管理不能固定費のうちの共通費を各事務事業のコストとして配賦するべ

きかどうかは、事務事業評価の目的から考えて、上記のようなメリットを享受することが

できるかによるべきである。

まず、共通費の抑制については、事務事業間で共通的に発生する経費は多種にわたるた

め、配賦により削減が期待できるかどうかで共通費を分類することが考えられる。また、

配賦を行う際にコスト削減のインセンティブを持たせることができるのかが重要になる。

次に、全社利益への貢献意識の醸成については、自治体の場合、もともと成果を共通の尺

度で図ることができず、「全社利益」が数値として現れるわけではない。そのため、共通

費の配賦を受けたことのみでこのような意識を持たせるのは困難を伴うと考えざるを得な

いだろう。また、他社業績との比較可能性というメリットについては、他社が単独の企業

として営業している場合に比較が可能であるということであるため、自治体以外が同様の

サービスを提供している分野に限られる。以上から、共通経費を配賦するメリットは、い

ずれも限定的、あるいは一定の条件が必要であると考えられる。
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また、これは全てのコスト計算に共通する問題点として、計算自体を行うコストが計算

により得られる成果に比して過大となるべきではない。共通費の配賦にあたっても、配賦

にかかるコストが配賦することのメリットを上回るのであれば、過大なコストをかけて配

賦を行う意味は乏しいと考えられる。

Ⅴ　課題

1　効率性の向上と比較可能性

効率性を向上させるためには、成果を維持したままでコストを削減する、あるいは同じ

コストの水準のまま成果を向上させるという改善策を探ることになる。しかし、成果と

コストを対比させるだけでは、効率性が高いかどうかを判断することは難しいと考えられ

る。効率性とはインプットとアウトプットの比率であり、同種のサービスの提供であって

も、それが財務情報か非財務情報かにかかわらず、自治体によって異なるはずである。そ

して、各自治体でコストを計測しても、自治体内に比較に適したサービスがなければ改善

すべき部分はわからない。その場合、他の団体との比較を行うことで、効率性の向上につ

なげることができると考えられる。しかし、現時点の日本の地方自治体には、コストを比

較するための前提となる統一的な基準がない。そのため、各自治体で公表されている事務

事業評価の結果を単に持ち寄ったとしても、比較可能性がないために、改善につなげるこ

とのできる有意な比較を行うことは難しい。そのため、比較可能なコスト計算を行うため

の基準を設定し、その上でコストとそのコストにより生み出された成果を比較するフレー

ムワークを設定することが有用であると考えられる 6。

2　組織経営の中での位置づけ

減価償却費の検討のため、事務事業評価を受ける組織では、組織内の責任と権限が明確

であり、事業部制と同程度に分権化された組織であると仮定した。逆に言うと、実際に導

入するためには先立って、責任と権限の明確化と組織の分権化を行わなければ有効に機能

させることができない可能性があるということであり、このことは、管理会計の手法を応

用するためには、会計の問題のみを考えれば応用できるわけではない場合があることを示

していると考えられる。ここから、管理会計の手法を取り入れて機能させるためには、単

に手法を取り入れればよいのではなく、組織経営全体について会計以外の他の分野も見直

しを行わなければならない場合があるということを意味していると考えられる。

また、目的によりコストとして集計すべき範囲が異なるということは、目的を明確にし

6  例えばイギリスの場合、ベスト・バリューの枠組みの中の会計実務規範には、サービスの総原価の計
算が含まれる（石原 2009、p. 92）。
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なければ有用なコストが得られないということになると考えられる。例えば、アカウンタ

ビリティに関して、説明する内容が事務事業の優先順位ではなく、各事業の責任者がどの

程度効率性の向上を進めているのかであれば、効率性向上を目的として行った集計結果を

開示したほうが目的には適合すると考えられる。そして、目的を明確化する必要があると

いうことは、上述の組織経営全体について見直しを行わなければならない場合があること

と関連があると考えられる。取り入れようとする手法や考え方について、組織経営の中で

どのように位置づけるのかを明確にする必要があるということを意味すると考えられるか

らである。

ここからわかることは、新たな内部管理ツールとして民間で行われている会計の手法を

取り入れ、有効に機能させようとするのであれば、会計のみを考えるのではなく、まずは

組織経営のあり方全体をどのように行うのかを明らかにする必要があるということであ

る。その上で会計の手法が担うべき役割と目的を明確にするとともに、会計以外の側面と

も整合性をとるべきではないかと考えられる。会計の手法を取り入れるということは、会

計の問題にとどまらず、行政機関の組織経営そのものを見直すことにつながるのだと言え

るだろう。
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