
239経営戦略研究　vol.…3

はじめに

地方公共団体は、多種多様な場面で住民の生活やニーズに接することが多いものであ

る。その中でも各家庭や事業所から毎日のように排出されるごみ環境について、地方公共

団体は大きな役割を果たしている。地方公共団体は、生活環境の保全や公衆衛生の向上を

図るため、各家庭や事業所から排出されるごみを適正に処理・処分することが廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に規定されている。廃棄物処

理法によるごみ処理とは、ごみの分別、保管、収集、運搬、処分などの処理であり、これ

らごみ処理業務の一つである一般廃棄物収集運搬業務は、地方公共団体の職員自らが収集

運搬する「直営方式」を採用するか、或いは民間業者に委託する「民間委託方式」を採用

するかに分かれる。

「民間委託方式」という地方公共団体以外のものに一般廃棄物収集運搬業務を委託する

場合には、廃棄物処理法施行令に規定される委託の基準に基づき、業務の委託がなされる

ことになる。その委託の基準の中には、「委託料が受託業務を遂行するに足りる額である

こと。（廃棄物処理法施行令第 4 条第 5 項）」と定められており、単純な経済性よりも業務

の継続性や安定的遂行が重要であるとされている。

1990 年代後半から全国的に取り組まれている行政改革や NPM 理論から考えると、市

場競争による経済性の発揮よりも業務の安定的遂行に重点を置くということは、市場化原

理や競争原理とは全く表裏にあるものであると言える。各地方公共団体は、行政改革にお

いて行政の担うべき役割を整理し、民間で行える分野は民間に委ねるという民間委託を推

進し、また競争の原理を導入することで経費の肥大化を防いできたが、一般廃棄物収集運

搬業務においては、どのように考えるべきなのであろうか。

第Ⅰ章において、ごみ問題とはどのような問題を示しているのか、法的な変遷から確

認するとともに、第Ⅱ章で廃棄物処理の市町村の役割と民間委託に関する意義を明確にす

る。

第Ⅲ章では、一般廃棄物収集運搬業務における競争入札制度の導入についてどのように

認識されているのか、また、地方公共団体としてどのような判断をすればいいのかを考察
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するとともに、第Ⅳ章において、大阪府柏原市で 2008 年 11 月に実施された一般廃棄物収

集運搬業務における競争入札制度の導入に関するアンケートから全国の導入状況を把握す

る。第Ⅴ章では、今後、地方公共団体が行う一般廃棄物収集運搬業務に競争入札制度を導

入するためには、どのような事項に注意し考えていかなければならないかに焦点をあてま

とめることにする。

Ⅰ　ごみ問題とごみ処理法令の変遷

この章では、ごみ問題がどのようなことを示しているかを述べ、ごみ処理に関する法律

の変遷をみることで、ごみ行政のどこに問題があるのかを見ていくことにする。

1. ごみ問題とは

近年、特に各家庭や事業所より排出されるごみの処理について、分別収集や排出量削減

が問題となっているが、どのような経過を得て、これらの問題が起こったのかその原因を

追求してみることにする。

田口正己によると、ごみ処理に伴う問題が生活環境に及ぼすなどとして政治問題や政治

課題として深刻化したのは高度経済成長期以降のことである。1950 年代は、終戦後の食

糧難に象徴されるように物不足状況となり、商品消費を最小限に抑え、自給自足の農村的

生活様式である自然経済が浸透していた。しかし、1960 年代以降の高度経済成長におい

て、この農村的生活様式が、住民の都市への集中化、大量生産・大量消費、使い捨てへと

生活様式の変貌を遂げるに伴い急速に崩壊し、このような生活様式により、現在の多量ご

みの排出や多様なごみの排出が問題化となったと考えられる。それらにより、東京や大阪

などの主要都市を中心とし、公衆衛生や治安維持の問題意識が表面化していったことにな

る。主要都市に多くの事業所が集中してきたことにより人口や世帯が急増し、それに伴う

主要都市部のごみの排出量が急増していくことに至ったのは当然である。また、農村型生

活様式が高度経済成長に伴って崩壊したことにより、工業化や産業化などを推し進めるこ

とで日本の経済大国化を目指し、製品の大量生産や大量消費という短いライフサイクルの

製品の消費や使い捨ての生活様式が急速に浸透し定着していくことになった。

また、この大量消費や使い捨てという生活様式は、排出されるごみの量を増加させるだ

けでなく、ごみの質を変化させる結果となった。消費スタイルが変わるにつれて、容器包

装廃棄物が増加し、ごみの分別の問題が顕著化されることとなった。

2. ごみ処理法令の変遷

ごみ処理が地方公共団体の責務として位置付けされたのは 1900 年の「汚物掃除法」が
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初めであり、ごみ処理のあり方が抜本的に変わることとなった。汚物掃除法第 2 条には

「市ハ本法其ノ他ノ法令ニ依リ別段ノ義務者アル場合ヲ除クノ外其ノ区域内ノ汚物ヲ掃除

シ清潔ヲ保持スルノ義務ヲ負フ」と定められており、ごみ収集業者は、行政の管理下に置

かれ、ごみを迅速に収集し、衛生上支障のないよう処理することが義務付けされることと

なった。

しかし、民間請負による収集作業は、しばしば停滞したり、計画とおりに行われなかっ

たこともあり、大都市圏を中心に市職員が直接収集運搬を行うという直営方式が導入され

ることとなった。

汚物掃除法は、若干の改正が加わったものの戦後まで運用されたが、1954 年に汚物掃

除法の考え方を踏襲する形で「清掃法」が制定されることとなった。この清掃法第 1 条で

は、「この法律は汚物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより公衆衛生の向

上を図ることを目的とする」と法の目的を明確に定められ、ごみ処理は市町村の責務であ

ること、清掃区域を定めて計画的に収集すべきことなどが定められた。

汚物掃除法は、同法第 1 条において基本的に土地の所有者、使用者及び占有者に汚物を

清掃し、清潔を保持する義務を課しているのに対し、清掃法は、汚物掃除法のこの趣旨を

引き継いだ上で、国や地方公共団体に汚物を衛生的に処理する責務を課している。また、

清掃法では、同法第 4 条第 1 項において特別区及び市の区域を特別清掃地域とし、これら

の限定した地域に汚物を衛生的に処理する責務を地方公共団体に課しているものでもあっ

た。しかし、この清掃法も当時の高度経済成長におけるごみの質の変化、粗大ごみの増

加、産業廃棄物の排出など、法では予想できなかった状況が顕著化することとなり、公衆

衛生、清潔の保持という理念に加え、公害対策や生活環境の保全という新たな理念を掲げ

た廃棄物処理法が制定されることとなった。

廃棄物処理法は、1970 年の公害国会において清掃法を全面的に改正することによって

制定されたものであり、同法第 1 条には「この法律は廃棄物を適正に処理し、及び生活

環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的と

する。」と定められており、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収

集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境

の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としたものである。同法には、廃棄物の定

義、国民、事業者、国及び地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等

についても定められており、廃棄物をさらに政令に定める 20 種類の「産業廃棄物」とそ

れら以外の「一般廃棄物」に区分されている。また、公害対策の基本原理として、汚染者

負担の原則の考え方に基づいて事業者の責任を明確にするとともに、国、都道府県、市町

村、事業者、国民の役割や責任を明確にしたものである。

廃棄物処理法は、汚物掃除法以来、清掃事業・ごみ処理事業の対象を「汚物」から「廃

棄物」として切り替え、「汚物の衛生的な処理」から「廃棄物の適正処理」への転換を
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図ったものであった。これは、汚物として、ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿及び死獣を対

象としていたものを、廃棄物として、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分するととも

に、その対象をごみ、粗大ごみ、燃えがら、ふん尿、廃油、廃棄アルカリ、死獣その他の

汚物又は不要物とし、対象を大幅に拡大するとともに、清掃法で欠落していた排出事業者

や国民に適正処理の責任を課しているものであった。

しかし、1970 年の廃棄物処理法の制定以降も高度経済成長のなか、ごみは増え続け、

不法投棄や不適正処理などが多発することとなり、1976 年には、「措置命令規定の創

設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが同法改正により定め

られた。しかし、この改正においても実効性がほとんどなく、ごみの発生の抑制やリサ

イクルを促進する規定はなされなかった。1990 年代になると地球サミットが開催される

など地球環境問題が大きくとりあげられ、「再生資源の利用の促進に関する法律」の制定

をはじめ、さまざまなリサイクルの推進法と連動する形で循環型社会形成への転換が図ら

れ、2000 年に「循環型社会形成推進基本法」が制定されることとなった。また、これら

の法律の制定と同じくして、廃棄物処理法も全面改正が行われ（1991 年改正）、危険性の

高い廃棄物を特別管理廃棄物として規制を強化することや、不法投棄が絶えない産業廃棄

物の流れを管理するためのマニフェスト制度の導入、不法投棄に関する罰則規定の強化な

どの内容を盛り込むこととなった。

この改正された廃棄物処理法第 1 条では、「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び

廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を

清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」

と定められ、廃棄物処理制度にはじめて「発生抑制」の視点が導入された画期的なもので

あった。このことにより、ごみ大量化・多様化などの大量廃棄型社会を転換し、代わって

循環型社会の形成が求められることとなったものである。

循環型社会形成推進基本法は、循環型社会を目指す理念と政策の方向性を示すものと

し、廃棄物処理法の上位法として位置付けることによって、ごみ行政を廃棄物処理法の基

本路線に、循環型社会の形成を推進していくものとして制定されたものであった。環境保

全を目的とする「廃棄物処理法」と「再生資源の利用の促進に関する法律」や「容器包装

に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」などの個別リサイクル法が、川下で

の処理と川上での対応と例えられる 1 が、川下である廃棄物の種類や発生の問題等が多様

に複雑化するとともに度重なる廃棄物処理法等の改正により、法解釈に曖昧さが残るもの

となっている。

つまり、廃棄物処理法が環境保全を目的としているために、あらゆる不要物を廃棄物と

して規制するものであるの対し、個別リサイクル法ごとにリサイクルのための廃棄物の移

1  山本（2007）p. 24 を参照
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動や取引に際して例外規定を設ける形になって、市場経済を活用してリサイクルを推進し

ていく立場からは、廃棄物処理法の規制の見直しを求められている 2。

Ⅱ　廃棄物処理の民間委託

この章では、廃棄物処理に関する市町村としての役割を確認するとともに、ごみ処理業

務の中でも特に各家庭や事業所から排出されるごみの収集運搬業務を取り上げ、民間委託

方式を導入することの意義を明確にする。

1. 廃棄物処理に関する市町村の役割

廃棄物処理法において、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに区分することに

よって、廃棄物処理に関する役割を市町村と都道府県との役割の分担が規定されている。

特に家庭や事業所から排出されるごみは、「一般廃棄物」として、市町村の役割とし処

理責任が課せられている。実際のところは、ごみ処理の責任は住民などの廃棄物の占有者

にあり、その責任を住民から市町村に引き継いで処理にあたっているとすべきであり、廃

棄物処理法では、市町村は一般廃棄物処理計画を策定する責務を負うこととなるため、一

般廃棄物処理計画を策定し、地域のごみ処理に関する方針を明らかにし、関係者の役割と

具体的な対応について定めているものである。

廃棄物処理法第 6 条には、市町村に地方自治法第 2 条第 4 項の基本構想に即して一般廃

棄物処理計画を定めなければならない旨が示されており、「発生量及び処理量の見込み」、

「排出抑制の方策」、「分別収集の種類及び分別の区分」、「適正な処理及びこれを実施する

者に関する基本事項」、「処理施設の整備に関する事項」、「その他一般廃棄物の処理に関

し必要な事項」の 6 つを定めることとしている。市町村はこの一般廃棄物処理計画に従っ

て、一般廃棄物を適正に処理する責務を負うものである。

また、廃棄物処理法第 6 条の 2 にごみの収集・運搬・処分等の事業を市町村以外の者に

委託できる旨の規定がなされており、各市町村においては、ごみ処理事業を直営方式で行

うか、或いは民間委託方式で行うかを一般廃棄物処理計画に基づき実施しているものであ

る。

2. 一般廃棄物収集運搬業務

地方自治法には、地方公共団体の事務は、長その他の職員の手による直営方式が原則で

あるとされている。また、地方自治法及び廃棄物処理法において、ごみ処理を含む清掃事

2  山本（2007）p. 27 を参照
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業は、市町村が責任を持って所管すべき「固有の自治事務」と定められ、原則として、民

間企業に委託する方式ではなく、地方公共団体自らが収集運搬する直営方式で行うものと

されているものである。

廃棄物処理法第 6 条の 2 に規定されるごみ収集運搬業務の民間委託方式は、例外的規定

であり、公衆衛生の保持や生活環境の保全など営利を追求しにくい環境保全事業、若しく

は、環境原則を経営原則のうえに据えることが避けられない環境保全事業が、基本的に企

業経営になじまないとする判断が直営方式を選択させる背景にあったとされるものである3。

しかし、近年になると行政改革を求める社会的ニーズと地方公共団体の財政難による

一般廃棄物収集運搬業務の民間活用が急速に導入されてきている。環境省が実施してい

る「一般廃棄物処理実態調査」のごみ収集形態の推移によると、ごみの収集量に対する

割合として、1988 年においては、直営方式が 50.3%、民間委託方式が 30.3%、許可方式

が 19.4%であったが、10 年後の 1998 年においては、直営方式 38.7%、民間委託方式が

36.3%、許可方式が 24.9%と直営が減少し、民間委託方式・許可方式が増加している。さ

らに、2006 年においては、直営方式 30.0%、民間委託方式 42.9%、許可方式 27.0%となっ

ており、年々、直営方式が縮小されていることが窺える。

多くの地方公共団体で一般廃棄物収集運搬業務を直営方式として採用していた頃は、地

方公共団体が現業職員を雇用することで各家庭や事業所から排出される一般廃棄物の収集

運搬を行っていたが、バブル崩壊以降、徐々に各地方公共団体の財政状況が悪化するなか

で、組織の構造改革や人員削減、なかでも新規現業職員の不採用による大幅な人員減少な

どの行財政改革がなされ、直営方式から民間委託方式へと事業形態をシフトさせていった

と考えられる。つまり、ごみ処理に要する経費が地方公共団体の財政にかなり大きなウエ

イトを占めており 4、その処理の一つである一般廃棄物収集運搬業務を地方公共団体以外

のものに委託させることによって、経費の節減を図ったものである。

地方自治法上において、地方公共団体の事務を原則として、直営方式としていたのであ

るが、事務事業の減量化や能率化の見地から民間業者に委託することによって、民間の技

術と活力を利用し、経費の軽減を図りつつ、より良好なサービスを提供しようとするもの

である。

しかし、一般廃棄物収集運搬業務の民間委託を行い、経費を削減したとしても、必ずし

も従前より良好なサービスが提供できるかどうかの保障はないものである。

民間企業と業務の委託契約を締結する際においては、良好なサービスの安定的かつ継続

的な履行を確保し、業務遂行に関する責任体制を明確にする必要性がある。直営方式であ

れ、民間委託方式であれ、サービスの受給者である住民にとっては、排出したごみを適正

3  田口（2002）p. 40 を参照
4  小林（2005）p. 12 を参照
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に処理することが求められることであり、この一般廃棄物収集運搬業務が住民の日常生活

に密接に係わる行政サービスであることからも、適正に業務を履行することが最低条件で

あると言える。

Ⅲ　一般廃棄物収集運搬業務の経済性

この章においては、一般廃棄物収集運搬業務に関して民間委託方式を導入するにあたり

業務の専門性や効率性を追求できることであったが、より経済性を求めるための競争入札

制度の導入に関してはどのように認識されているのかを考察する。

1. 競争の原理

前章により、一般廃棄物収集運搬業務を含め、地方公共団体の事務に民間の技術や活力

を利用することによって、経費の削減やサービスの向上を目的として、民間委託がなされ

ていることが窺えたが、民間委託方式を導入したとしても、競争原理に基づくものとなっ

ているかが問題である。

地方公共団体における委託契約については、地方自治法第 234 条第 1 項の規定に基づく

ものとされており、一般競争入札、指名競争入札、随意契約によるものとされている。で

きるだけ廉価で抑えるため、業務内容を詳細に示した仕様書を提示し、競争の原理に基づ

く競争入札制度を導入することが求められている。また、地方自治法施行令第 167 条の 2

には随意契約することができるものとしての規定がなされており、地方公共団体が任意に

委託の相手方を選定し、契約締結できるものである。随意契約によるものは、地方公共団

体の契約担当者の恣意が働く可能性が高く、一般的に競争性や透明性が乏しい契約方法と

されているものである。

地方自治法及び同法施行令に基づくと一般廃棄物収集運搬業務を民間委託し契約する場

合において、経費をできるだけ廉価に抑えるためには一般的に競争性や透明性の乏しい随

意契約を選択するのではなく、一般競争入札や指名競争入札の手法を選択すべきである。

しかし、2006 年 5 月 30 日付の全清連ニュース（全国清掃連絡協議会）において、環境

省粕谷明博廃棄物対策課長により廃棄物処理業務の随意契約に違法性がない旨の見解が示

されている。一般廃棄物処理業務の競争入札制度の導入について市町村の廃棄物処理業務

の委託は私法上の契約ではなく公法上の委託であり、一般廃棄物処理業務の随意契約が地

方自治法に違反することはないとされており、競争入札制度を導入するか、あるいは随意

契約によるものにするかは、各市町村の一般廃棄物処理計画においての位置付けが重要で

あるとされている。地方自治法で、地方公共団体における物品の調達や請負に出すときに

は、原則として一般競争入札によるものであることを認識したうえで、一般廃棄物処理業
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務に関しては必ずしもこれを適用すべきではなく、様々な住民裁判の判例によると随意契

約によるものを違法性ありとされなかったものが相当数あるとのことである。

また、一般廃棄物収集運搬業務に関して、廃棄物処理法施行令第 3 条に基づく民間業者

への委託基準に「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」と示されており、

環境保全の重要性及び一般廃棄物処理業務の公共性に鑑み、経済性の確保等の要請より

も業務の確実な履行を重視しているものである（環境省廃棄物対策課長　2008 年 6 月 19

日）という指針が出されている。

この指針が通知された背景として広島県清掃事業協同組合の松浪俊博は全清連ニュース

（2008.11.28 第 48 号）において、次のように述べている。

本来、一般廃棄物処理は廃棄物処理法において市町村の固有事務としての公共性から直

営中心に行われ、いつしか行政の能力不足を補うために民間委託が開始され、直営と同様

の取り扱いとして随意契約にて実施された。また、廃棄物処理法の立法から 30 年以上が

経過し、バブル崩壊以降の経済不況により、国や地方公共団体が財政難に苦しみ、一般廃

棄物処理業に関しても経済性を重視せざるを得なかった。その結果として、小泉元首相時

代に発足した規制緩和改革等の時代の流れを受け、市町村において委託業務の自由競争入

札化や一般廃棄物処理計画を無視した新規許可業者の乱発を多発してきたものであるとさ

れている。更には、これらの事態は、廃棄物処理法の本来の立法目的や歴史的背景が時代

とともに忘れ去られ、その意味を理解しない市町村の首長や担当者、規制改革会議といっ

た政権力者達が経済性を重視した結果として、他の行政事務と一般廃棄物処理の事務を同

一視したために発生したことが原因であり、改めて廃棄物処理法を遵守されなければなら

ないこととなり、この通知が発せられるに至ったものとされている。

以上のことから地方公共団体における一般廃棄物収集運搬業務の契約締結方法は、一般

競争入札、指名競争入札、随意契約のいずれによるかは、一般廃棄物処理計画によるもの

となり、各地方公共団体の裁量に委ねられているものであるが、受託業務を遂行できるに

足りる額により契約をするためには、過度の経済性を求めるような競争はできず、受託業

務を遂行できるに足りる額を保障した範囲において、競争性を発揮できるものと解するこ

とができる。

2. 随意契約のメリットとデメリット

地方公共団体の契約は、競争入札によるものが原則であり、その例外としての随意契約

をもって契約を締結できるのは、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項に列記の要件に該

当する場合にのみ限られるものである。随意契約のメリットは、手続が比較的容易で、契

約に係る経費の負担が少なくてすむこと、契約の目的に相応した専門性や経験等を有する

相手方を任意に選定することができることなどがある。また、デメリットは、業者の選定

や契約金額の決定における経過が、不透明になりがちであること、競争性を欠くため、契
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約の相手方が固定化してしまい、結果として不経済になりがちであることなどである。

一般廃棄物収集運搬業務の場合、住民と直接的に接する業務であり、住民の生活環境や

環境保全の維持からは、地域から排出されるごみの収集形態や収集運搬経路等を熟知して

おくことが、迅速かつ円滑な収集ができることに繋がるものである。そのためには、受注

業者が、その地域のこと、或いは住民のことをどの程度把握できているかという熟練技を

兼ね備えておく必要があると言える。日々、各家庭や事業所から排出されるごみを定期的

に決まった時間に収集しなければならないなど、一般廃棄物収集運搬には、経験と実績が

必要である。

また、一般廃棄物収集運搬業務を競争入札に付すとしても、この条件を充足する業者が

どのくらい存在するかという入札参加者の問題もある。入札参加者が少数の場合、競争入

札に付したとしても、競争性が必ずしも発揮されるとは考えにくいものである。

現在における地方公共団体のごみ行政の取り組みは、ごみの排出抑制や資源ごみの分別

収集、ごみ減量・資源リサイクルなど、社会情勢とともに変化し、これからもその変化に

対応するよう推し進めていかなければならないものである。地域コミュニティーの活用と

して、ステーション方式によるごみや資源の分別や地域の学校教育における環境への問題

意識の醸成などの取り組みは、継続的な業務の履行があってこそなされるものであり、行

政と住民、収集業者との協力のもと築いていくものである。

地域住民の参加と協働によるごみ行政を推進していくためには、従来の経験や実績から

地域住民のことを熟知している収集業者を随意契約の相手方として選定することも必要か

もしれない。仕様書に記載された内容に基づく請負業務として、経済性を重視し競争入札

に付すことで契約の相手方を決定することでは、仕様書に記載された内容を効率的かつ適

正に履行することが求められることになり、受託業者の創意や工夫、或いは地域で起きて

いる問題の解決など、民間委託の本来の利点を活かすことができないものである。

また、阪神淡路大震災や中越沖地震、洪水の被害などの災害が発生した場合において

も、地域のごみの諸問題が発生するため、競争入札による経済性を重視するあまり、一般

廃棄物の収集運搬だけを行うことでは、かえって住民の生活環境や環境保全の維持を確保

することができず、行政としての責務を果たすことができないかもしれない。

契約方法を競争入札、或いは随意契約を選択するのは、各地方公共団体の裁量である

が、ごみ行政をどのように進めていくかを考えるとここに随意契約のメリットがあると言

えるのかもしれない。

Ⅳ　全国の一般廃棄物収集運搬業務の状況

前章で、一般廃棄物処理業務においては、地域の実情に即して創意に富んだ行政を自主
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的に展開することができ、業務の継続性・安定性を重視するのか、あるいは経済性を重視

するのかについては、地方公共団体の裁量に大きく委ねられているものであった。民間委

託方式を採用する中で、市場原理を活用して競争入札に付すことで経済性を重視し契約す

ることが地方公共団体にとって有利なのであろうか、それとも業務遂行の適正を重視し安

定的かつ継続的に業務の履行できる相手方と随意契約することが有利なのであろうか、各

地方公共団体の状況を把握するものである。

1. 一般廃棄物収集運搬業務の契約方法の状況

2008 年 11 月に大阪府柏原市において実施された一般廃棄物収集運搬業務に係る競争入

札制度導入に関するアンケート調査の結果を集計すると図 1 のとおりである。

このアンケート調査は、全国市区 806 の一般廃棄物収集運搬業務の担当者を対象に実施

されたもので、回答のあった 750 市区（93.1%）の状況である。

この結果から、直営方式が 6.3%、47 の地方公共団体となっており、一般廃棄物収集運

搬の形態として、93.2%の地方公共団体が民間委託方式を導入していることが示される。

さらに、競争入札制度の導入により契約の相手方を決めている地方公共団体は 29.3%、

221 団体で、任意に相手方を決めている地方公共団体は 63.9%、487 団体であり、競争入

札制度の導入により、経済性を追求している地方公共団体が 3 割程度あることが把握でき

る。

入札，221

入札

直営，47

直営

その他，4

その他
随意契約，478

随意契約
63.9％

29.3％

（市区数）
0.5％

6.3％

一般廃棄物収集運搬業務運搬業務における競争入札制度競争入札制度の導入状況

この調査では、各家庭や事業所から排出される一般廃棄物に関しての契約の形態を求め

るものであったため、どれだけの地方公共団体が競争入札制度を導入している把握するた

めには十分なものである。
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Ⅳ　むすび

一般廃棄物収集運搬業務という住民の生活環境と直接的に接する行政サービスにおい

て、従前の直営方式から時代とともに民間委託方式に変更されてきている。また、その民

間委託方式によるものであっても、公平性や透明性の乏しい随意契約によるものではな

く、競争入札制度を導入したものとなってきている。

先進的に入札制度を導入した地方公共団体からは、首長の行政改革の一環として、より

競争性やより透明性の高い競争入札制度を導入したものであり、廃棄物処理法施行令第 4

条に規定される委託基準を満たす業者であれば、業務仕様書を詳細に明記し、モニタリン

グを適正に行うことで、業務の安定的遂行を確保することができると言える。リース契約

や庁舎管理業務のように長期的に継続して契約をすることで継続的遂行できる機会を確保

できれば、一般廃棄物収集運搬業務の市場化を推し進め、競争原理を導入するべきである

と考える。住民にとっての環境衛生を維持しながらも、どこまで経済性を追求することが

できるのかは、一般廃棄物収集運搬業務の仕様書内容や最低制限価格の設定に大きく影響

するものである。

住民の都市への集中化、大量生産・大量消費、使い捨て、発生抑制、リサイクルと環境

の変化とともに、国や地方公共団体のごみ行政は大きく軸を変えてきた。度重なる廃棄物

処理法等の関係法令の改正がなされているが、地方公共団体を取り巻くごみ環境の変化は

より激しく変化していることは確かである。1999 年自治法改正により、地方公共団体は

自治権に基づいて地域の実情を酌み、創意と工夫を凝らしてより自主的に行動をおこさな

ければならないものとされ、住民自治のもと地域に即した行政サービスを展開する必要が

ある。

一般廃棄物収集業務を含むごみ行政は、住民の生活環境や住民の環境への問題意識とと

もにごみの分別の仕方や収集方法、処理方法など社会情勢とともに歩んできた。廃棄物処

理法に住民や事業所に排出者の責任が規定されているとは言え、住民の清掃事業への意識

や地域コミュニティーの協力が地方公共団体のごみ行政には不可欠なものである。今後さ

らに変化していくごみ問題に順応していくためには、地域住民の現状を的確に把握すると

ともに、住民と行政がともになって考えることが大切である。経済性を追求するあまり廉

価な価格で契約した業者で履行し住民サービスの低下を招くかどうかは計れないが、行政

が作成する仕様書に基づく請負になるため、ただ排出物を収集しているだけになること

は、行政としての責務を全うできているか疑問である。

これらのことを考慮すると今後、廃棄物行政の改革に取り組んでいくためには、市場競

争による経済性を発揮し、経費の無駄を省くことは重要であるが、地方公共団体として、

地域住民と協働し、まちを築いていくためには包括的に行政改革を進めていく必要があ

る。
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