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Ⅰ　はじめに

平成 18 年度公営企業年鑑によると、我が国における地方公営企業は 9,317 事業存在し、

そのうち公営企業法適用事業は 2,858 事業、法非適用事業は 6,459 事業で、全体の 3 割程

度しか法適用化がなされていない。また、水道事業についてみてみると、上水道事業は

1,406 事業すべてが法適用事業であるが、簡易水道事業は法適用事業が 24 事業しかなく、

残る 867 事業はすべて法非適用事業であり、その法適用化率は 2.7%ときわめて少ない。

地方財政法第 6 条には、公営企業は独立採算制を旨とすることが規定されている。この

条文は、法適用事業であるか非適用事業であるかを問わず、「地方公営企業」に対して適

用されるものであり、当然のことながら法非適用事業もこの独立採算制の原則に基づいて

経営されなければならない。しかしながら現実は、法適用化は進展しているとは言い難い

状況にとどまっている。本稿では、なぜ法適用化が必要なのか、また、何が法適用化を阻

害する要因であるのか、あるいはどのようにすることが法適用化につながるのかについて

検討していく。

まず第Ⅱ章では、地方公営企業の位置づけ、法の立法趣旨などから地方公営企業という

ものを概観し、一方で存在する地方公営企業会計の問題点にも触れる。次に第Ⅲ章では、

法非適用事業に対して法適用化が求められる背景について、地方自治体の内外に存在する

要因から説明を行う。続いて第Ⅳ章では、法適用化の具体的事例を取り上げ、事例の共通

点を探る。第Ⅴ章では、前章までの論旨を踏まえ、法適用化の意義について検討を行う。

Ⅱ　地方公営企業会計概観

1. 公会計における公営企業会計の位置付け

地方自治体の会計の区分は大きく分けて、地方自治法・地方財政法・地方公営企業法な

どの法令上の区分と、地方財政統計（いわゆる決算統計）上の区分とがある。
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まず、法令上の区分では地方自治法第 209 条第 1 項において、一般会計と特別会計に

分けられる。ただ、各地方自治体においては会計区分のしかたが異なるため、この 2 つ

の分類では自治体間の比較ができない。そのため、地方財政の全体的な動向を知るため

に、一定の基準により、一般行政部門と企業活動部門とに分け、前者を「普通会計」、後

者を「公営事業会計」と区分している。普通会計には、一般会計の他、公営事業会計以外

の会計が含まれる。地方財政状況調査表作成要領では公営事業会計は、公営企業会計、そ

の他公営事業会計等に分けられ、また、公営企業会計は、地方財政法第 6 条と同条を受け

る地方財政法施行令第 37 条に水道事業をはじめとする 13 事業が掲げられている。その中

でも、地方公営企業法により、地方公営企業法適用会計（法適用）と地方公営企業法非適

用会計（法非適）とに分かれ、同法を当然適用するものとして、第 2 条第 1 項に水道事業

等のいわゆる法定 7 事業があり、財務規定適用事業として同条第 2 項に病院事業が掲げら

れている。これ以外の公営企業で、同条第 3 項に一部を任意適用する規定が定められてい

る。

2. 地方公営企業法からみた公営企業の特徴

その地方公営企業の中身について、地方公営企業法からみていくと、まず、第一章総則

では、この法律の目的や法の適用範囲など基本的事項について定めがあるが、特に重要な

のは、第 3 条「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的

である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」とする経営原則が定めら

れている。

つぎに第二章組織では、管理者を設置することにより、首長部局とは独立した機関とし

て規定されており、これは公営企業の経営を「企業の経済性を発揮のためには、一般に企

業経営に対する政治的介入を排除して企業に自主独立性を付与し、かつ、企業が機動的に

活動できる体制をとることが必要であるとされる」（関屋 1995、p.61）ためである。

つづく第三章財務では、特別会計の設置や経費の負担原則など、地方公営企業の財務に

関することについて規定され、いわば公営企業会計の心臓部ともいえる。この章で注目し

ておきたいのは、経費負担の原則、第 20 条の経理の方法など公営企業会計の根幹に関わ

る部分を定めている。また、この第 20 条を受けて、地方公営企業法施行令第 9 条では、

企業会計原則の一般原則を規定している。これについて、昭和 27 年 9 月 29 日付け自乙発

第二四五号「地方公営企業法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達」（基

本通達）では、「第三　財務に関する事項」の「三　経理の方法」の「三」に、公営企業

会計が企業会計原則に依っていること示している。

なぜ、このような法律の構成になっているのかは、本法律の制定当時の政府の考え方や

その意図を読み取ることができる。昭和 27 年 3 月 27 日に行われた第 13 回国会衆議院地

方行政委員会の中での岡野清豪地方行政庁長官による地方公営企業法の提案理由説明をみ
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ると、地方公営企業法のその立法の趣旨は、地方自治体の一部として公共の福祉を増進さ

せる根底は持ちつつも、その運営に際しては、「常に企業としての経済性」を発揮しなけ

ればならないとしており、この点を民間企業との類似点としているのである。また、そ

の「企業としての経済性」を発揮するために、一般行政の財務と同じ官庁会計では企業経

営の特殊性から困難だとして発生主義に基づく企業会計を採用し、一般行政事務とは別の

「企業としての経済性」を発揮することを目的に法律が整備されたのである。

ただ、地方公営企業法はこの後、昭和 41 年の大改正を経るも以降は地方公営企業の根

幹に関わる改正されない一方で、地方公営企業法の財務規定がよりどころとする企業会

計の基準は大きく様変わりした。ところが同法は、企業会計原則を適用したまま、現在に

至っている。

3. 公営企業会計の問題点

前述のとおり、「企業としての経済性」を発揮するためには、企業会計に倣った形で経

営することにより、会計的な問題が解決するとしている。たしかに官庁会計に比べれば、

格段に会計情報が増え、経営の意志決定に際しても、より判断に必要な情報がもたらされ

る効果は大きい。しかし、一方で公営企業会計自体にも問題点があり、様々な方面で指摘

がされている。

瓦田は、公営企業会計が企業会計原則を無批判に適用していることに対し疑問を呈して

いる。公営企業会計は、その成り立ち、つまり立法趣旨やその後の通達によって、「地方

公営企業法における会計目的が事業運営の効率性追求すなわち経営管理目的から導き出さ

れていると解釈される」（瓦田 2005、p. 71）としている。そして、私企業に適用されるべ

き企業会計原則を適用することについて、「地方公営企業と私企業は異なるために本来独

自の諸原則・諸基準を構築していくべきなのに、住民の理解可能性を履き違えた論拠の下

に、私企業会計を参考にする傾向が見られる」（瓦田 2005、p. 169）と述べている。

瓦田は、公営企業会計の財務報告の目的は、資本維持と料金適正性を表示することであ

ると、平成 13 年地方公営企業会計制度に関する報告書から導き出している。そこでは、

料金収入は成果ではなくサービスコストをまかなえるかどうかを判断するものであり、ひ

いては能率的な経営の下で発生したかコストであるのか、不必要なコストが含まれていな

いか、継続的なサービス提供のための適正な料金回収がなされているか判断するものであ

る。また、一方で、「資本維持は、継続的なサービスの提供を保証し、利用者が負担すべ

きコストの適正制を判断する基本的な概念として位置づけられている」（瓦田 2005、pp. 

168-169）とする。

その上で、私企業の企業会計原則は、外部報告会計が前提であり、企業会計原則を適用

する公営企業会計とは会計の報告目的が違い、企業会計原則や会計基準の頻繁な改正、複

雑化により「参考とする域を超えた」（瓦田 2005、p. 169）とし、公営企業会計は政府会
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計の一部として根源的に存在する公共的責任独自に基づく会計原則を構築するべきだとし

ている。

これらの批判に加え、旧自治省では平成 12 年度に 21 世紀を展望した公営企業の戦略

に関する研究会が開催され、平成 13 年 3 月に前掲の「地方公営企業会計制度に関する報

告書」が公表されている。この中では、公共料金分野における情報公開や企業会計の見直

し、公会計制度の見直し、公会計へのバランスシートの導入、環境会計、政策評価などの

公営企業会計を取り巻く状況の変化をふまえ、公営企業会計制度の検討課題を整理してい

る。

この中では、これまで実務上も問題視されることの多かった借入資本金の問題や、見な

し償却の取り扱いと建設補助金の取り扱い整理と検討、提言が行われている。

また、その他の検討課題として、法非適用企業への企業会計制度の導入として、法適用

の必要性と法適用の推進についても言及されている。従来、資産評価の煩雑さから公営企

業法の適用が難しいとされていたが、資産評価の簡素化などを図り、財政措置や経過措置

等を設けた上で地方公営企業法を改正し、法適用を義務づけることも検討すべきであると

している（21 世紀を展望した公営企業の戦略に関する研究会 2001、p. 38）。しかし、こ

こでは、法適用化の目安については一切触れられておらず、法適用化の推進との関連性に

ついては明確に整理がなされていない。このことについては後段で詳述することとする。

平成 13 年の報告書は、公営企業会計についての問題点を列挙し、その採るべき方策に

ついても述べられているが、残念ながら、公営企業会計は今以て報告書に述べられている

ような形とはなっていない。

Ⅲ　地方公営企業法非適用事業が法適用化を求められる背景

1. 外部要因（四指標や連結決算など外部要因）

現在、地方公営企業法非適用事業に対する法適用化について求められている背景につい

て、地方自治体の外部要因と内部要因に分けて考えてみたい。

まず、外部要因としてあげられることは、地方自治体を取り巻く環境が大きく変化して

きたことが挙げられる。特に平成 12 年以降の地方分権改革と国の財政改革とリンクした

地方財政改革としての市町村合併が挙げられよう。この「平成の大合併」により市町村の

再編が大きく進んだが、地方分権の受け皿として規模の拡大を進めた結果、行政能力が向

上した反面、被合併市町村の多くは周辺部となったために衰退が進んだ。市町村合併に際

しては、国による手厚い財政支援があったが、地方交付税改革によりその効果は十分発揮

されず、加えて小泉政権下でいわゆる三位一体の改革が行われたが、結果として交付税・
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国庫補助金が削減されたのに対し、税源移譲が十分と伴わないために、地方財政は窮乏す

ることとなった。

そのような中、平成 18 年に夕張市が準用財政再建団体に移行した、いわゆる「夕張

ショック」の発生を契機に、平成 19 年に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

が制定され、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の数値で

早期健全化もしくは再生に取り組むスキームが生み出された。公営企業を含めた連結決算

を作成することにより、公営企業も地方自治体全体の会計の中にしっかりと組み込まれる

こととなり、会計改革への圧力が高まりつつある。

2. 内部要因（特別会計・法非適用事業に内在する問題点）

1）特別会計に内在する問題点

法適用化が求められる背景の 2 つ目に内部要因があると考えられる。地方公営企業法非

適用事業における問題点を 3 点に整理し、指摘していきたい。

まず一つ目は、これは公営企業全体にいえる問題点だが、全体に公営企業に対する関心

の低さがあげられる。一般会計・普通会計に比べて、その規模が比較的小さいため、その

小ささが公営企業会計を矮小化してきた。ここ最近になって、決算を連結することを求め

られることとなり、これまで特別会計を赤字のまま放置してきた自治体にとってはその問

題が一気に顕在化することとなった。また、伝統的な予算原則である単一性の原則、目的

非拘束の原則の例外となっているため、財政担当課からの直接支配が弱い特別会計は、財

政規律が緩くなりがちである。特別会計が重視されないことをいいことに、赤字隠しや一

般会計でできないことを請け負うなど、自治体財政のグレーゾーンとして存在することも

あった。これは地方財政のみの問題ではなく、国の財政においても同様で、平成 17 年以

降に取り上げられた特別会計積立金（余剰金）問題、いわゆる『霞ヶ関埋蔵金』問題や、

平成 15 年 2 月 25 日第 156 回国会衆議院財務金融委員会において財務大臣塩川正十郎が特

別会計について答弁の中で「母屋ではおかゆ食って、辛抱しようとけちけち節約しておる

のに、離れ座敷で子供がすき焼き食っておる」と表現していることとも符合する。

ほかにも特別会計の問題点としては、「特別会計が多数設置されることは、予算全体の

仕組みを複雑で分かりにくくし、財政の一覧性が阻害される」、「固有の財源により、不急

不要の事業が行われている」、「多額の剰余金等が存在し財政資金の効率的な活用が図られ

ていない」（財務省 2006、p. 33）といった点が指摘されている。

2）理由なき（原価なき）料金設定

二点目として特別会計の問題点以外に、非適用の公営企業会計の問題点として、理由な

き（原価なき）料金設定が行われること、財政状況が十分に考慮されていない施設整備、

また、これらに伴う多額の基準外繰入金の存在がある。理由なき（原価なき）料金設定と
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は、料金設定の際に、詳細な原価算定によらず、政治的要因や過去数年の会計の経年変化

や収入見込みのみで決定されることがある。原価を算定しないために、原価にあった料金

を設定することができず、地方財政法第 6 条に規定される公営企業の原則にも適合しない

ばかりか、収支ギャップが拡大する直接要因となる。政治的な判断による料金水準の変更

は、それぞれの地域の状況を考えれば否定されるべきではない。しかし、その際にも、ま

ず原価を算定した上で、料金水準を変更するのが本来の姿であり、それを行うことにより

行き過ぎた軽減や収支ギャップを抑制することにもつながる。

3）財政状況が十分考慮されていない施設整備

三点目として財政状況が十分考慮されていない施設整備とは、例えば、簡易水道の未普

及地域に対する施設新設や区域拡張について、財政状況を鑑みて整備できる状況かどうか

を簡易水道会計の面から判断することより、政治的な要請を優先させがちであるというこ

とにも現れる。現状の水道未普及地域は、高齢者が多く、経済性が発揮されにくい山間部

に点在することが多く、水道施設整備に際しては、平地など人家の集中した区域への拡張

に比べて多額の整備費用が必要となる場合が多い。高齢化や過疎化など社会的問題に対す

る政治的要請として施設整備が推進されるわけであり、その点では施設整備自体の必要性

そのものを否定することはできない。しかし、そのような場合でも、公営企業として整備

可能な財政状況かどうか、つまり独立採算で少なくとも収支均衡することができるかどう

かを把握することは重要である。

公営企業の特殊性から一般会計で負担すべき経費については、一定の規定がなされてい

るものである。しかしながら、これだけでは不足する分について、任意で基準外の繰入を

行い、会計収支のバランスを保っている例が、特に小規模市町村では多くみられる。基準

外の繰入が常態化すると、財政規律が乱れ、一般会計への過度の負担を強いるとなり、本

来一般会計で支出されるべき事業費について、支出できないことが起こりうる。そのよう

なことを防止し、財政規律を保持する観点からも、基準外の繰入については抑制されなけ

ればならないものである。しかし、この繰入金の問題についても、資産・負債・資本の正

確な把握がなければ、適正な料金水準の設定や資本投資についても可能とならないばかり

か、地域の状況を鑑みた政治的判断による料金水準の低減についても、どこに基準を置く

のかすらわからない状態であるため、判断することがきわめて困難となる。

これら地方公営企業法非適用事業における問題点については、地方公営企業法を適用す

ることによって解決することが可能である。また、法適用によって、「意志決定」という

会計の重要な要素についても実現することができる。地方公営企業における意志決定、つ

まりは経営判断が可能になるということである。意志決定とは、会計の状況・財政状況を

つまびらかにし、資本投資に際しては適正な事業量・事業費による適切な整備事業の判断

が可能となり、また一方で、財政状況や地域の経済状況もっと有り体に言えば住民の受益
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者負担可能額を鑑みながら適切な料金設定をする上で必要な判断を与えてくれることにな

る。また、これらの判断・決定を行うための会計としての機能を持たせると言うことであ

る。これら整備事業や料金設定などの経営判断をするには、先程来問題点の中でも述べて

きたように資産・負債・資本の把握が大前提であり、これらをせずに安易に繰入金に頼る

ような企業経営をおこなっていたのでは、無責任との批判を免れることはできない。適切

な企業経営を行ってこそ、公営企業に求められる持続可能な経営を可能にするのである。

Ⅳ　地方公営企業法適用化事例

1. 法非適用事業の法適用化の順序と基準

法適用化の作業について、どのような流れなっていてどういった事柄があるのか、標準

的な法適用化への作業手順について「簡易水道法適化マニュアル」（総務省）及び、月刊

公営企業 2001 年 3 月号から「下水道・簡易水道事業への法適用」（中小規模上下水道研究

会）を参考に確認しておくと、①先進自治体の事例調査や資料収集などの事前調査、②法

適用化への庁内の意志決定、③関連条例等の整理、④開始貸借対照表の作成、⑤新予算の

調製、⑥新会計の運用開始、⑦総務大臣への報告、が標準的な流れであると示されてい

る。

この適用化に際して法的な条件を確認しておくと、地方公営企業法第 2 条第 3 項が任意

適用する際の根拠である。そして、法第 2 条第 3 項を受ける地方公営企業法施行令第 1 条

第 2 項とこれを受ける基本通達の第一　総則に関する事項、三　本法の適用を受ける企業

の範囲の ( 六 ) にその基準が示されている。この基準によれば、経常経費の 70~80%程度を

料金等の経常収入で補うこととされており、他会計繰入金等の経営に伴うもの以外に過度

に依存する法非適用事業は法適用化することはできないのである。これは、財政状況の悪

い、または料金収入の基盤の弱い会計は法適用化しても経営困難に陥るため、こういった

制限を設けているのである。施設供用開始まで当初の収入がないような事業は、この制限

に掛かるであろうが、通常の法非適用事業でこの基準で法適用化できない会計があるとす

れば、政治的要請に基づき繰り入れしているものは除き、繰入先の一般会計等を圧迫して

いることになり、経営としてすでに適切ではないといえる。一方で、地方公営企業の総点

検や決算統計、各種調査などを通じて国や県が法適用化を進める取り組みをしているとき

に、この規定があることは法適用化しない根拠となると法適用化推進とは矛盾することに

なり、この 70~80%の制限が妥当であるのかどうかについては矛盾が存在する。
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2. 地方公営企業法適用化事例

それでは、地方公営企業法の適用によって事業はどの様に変化するのか、またこれまで

に挙げた問題点の解消は可能なのかを実際に検証していくこととする。

1）新潟県小千谷市簡易水道事業の例

小千谷市は簡易水道が慢性的な水量不足による渇水に見舞われていたため、水道未及

地域に上水道を拡張するとともに、3 つの簡易水道を上水道へ統合した。これにより残る

4 つの簡易水道が、規模の小ささから単独で特別会計で置こうなうことが困難となったた

め、地方公営企業法を適用し、水道事業会計と併せて運営することとしたのである。

法適用の形態は、地方公営企業法第 2 条第 3 項の規定による全部適用とし、同法施行令

第 8 条の 4 の規定により水道事業と併せて運営している。この法適用のメリットとして、

「①公営企業会計のため予算の執行に自由度があり、状況の変化に迅速、柔軟に対応でき

る」こと、「②経営状況・財務状況が期間計算に基づき、より明確になり適切な対策が講

じられる」としている。また、法適用化のデメリットとして、「①地方交付税の対象であ

る一般会計交付金からの繰り出し金については、起債の元利償還金等が基準となってい

るため、基準どおりに繰入を行うと、損益で欠損金が生じる」、「②水道事業と簡易水道事

業それぞれの原価が個別に把握できるため、格差が明確になる」ということを挙げてい

る。一方、水道事業と同一会計で行うメリットとして、「①資金の運用を水道事業と共通

で行えるため、起債償還や工事費の支払い時にも当座資金の不足を回避できる」「②収納

事務、予算・決算事務、消費税等の申告などが、水道事業と一本化されることにより、事

務の効率化が図れる」としている。

特に注目しておきたい準備作業上での問題点として、資産の評価を挙げている。資産

の評価は、この移行作業中もっとも時間を要した作業であり、その中身は、資産の取得

価格、耐用年数、減価償却累計額、帳簿価格の算出それから資本金、剰余金の算出であ

る。評価に当たっては、「可能な限り建設当時の設計書、補助金の関係書類、起債計画の

書類等で事業費を調査し、資産ごとに分類しながら経過年数に基づき評価額を算出」（山

本 2001、p. 59）したとしている。しかし、相当年数の経過したものは、関係書類の存在

しないものもあり、それらについては類似施設を参考にしたり、保険料の書類などから類

推することとし、できる限り忠実に評価することを心がけている。

山本は、簡易水道事業の法適用化の際、水道事業があれば企業会計の経験があるため、

法適用化への移行はスムーズに進むと述べている。また、移行時に膨大な作業があるが、

「それらを乗り越えて、簡易水道事業に地方公営企業法を適用することは、将来への安定

した経営、統合・合併等へのステップとして重要な過程」（山本 2001、p. 59）とも述べて

いる。
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2）岩手県北上市・下水道事業の例

北上市では、平成 18 年から法適用化への取り組みを始め、平成 20 年 4 月に全部適用事

業として会計運用を開始した。加えてこの事例で特徴的なのは、平成 20 年度からの水道

事業との組織統合、下水道使用料の料金改定も併せて着手したことである。

菊池は下水道会計の法適用化について、料金収入で費用をまかなう下水道事業は「れっ

きとした企業」であり、「会計制度において企業会計で行うのが本来の姿」といい、「下水

道事業が法非適用の官庁会計である現在の状況自体、実は異常な事態である」と述べてい

る。

その上で、法適用化のメリットとして、①経営状況の明確化とディスクロージャー（情

報開示）、及び適切な使用料の設定とアカウンタビリティ（説明責任）、②企業経営の弾力

性等の確保、③消費税の節減効果、④その他の効果の 4 点に整理している。

経営状況の明確化とディスクロージャー（情報開示）、及び適切な使用料の設定とアカ

ウンタビリティ（説明責任）については、法適用化することによって、発生主義・複式

簿記で処理されることにより、会計情報が明確化され、多様な財務分析・経営分析が可能

となり、自己の経営診断ができ、結果を住民にディスクローズすることができるとして

いる。これらの効果として、①減価償却費を含めたトータルコストに対応する適切な料金

水準の設定、②費用圧縮と収益確保・収益増の財務構造の明確化、③資産管理法としての

「アセットマネジメント」、④長期の財務シミュレーション、⑤原価分析など高度な財務分

析が可能、を列記している。また、このほかに、減価償却費という非現金化支出を計上す

ることで、留保財源の確保が図られ、後年度の施設更新の際の対応を可能とすることも利

点としている。

企業経営の弾力性等の確保では、地方公営企業法第 24 条第 3 項の弾力条項が、迅速で

柔軟な企業経営を実現できるとしている。菊池は、「現場においては流用の自由度と並ん

で実際にこの条項を使う場面もあり、機動的な支出が可能となる」と述べている。

弾力条項のほかにも、地方公営企業法施行令第 18 条第 5 項ただし書きでは、実際に支

出を伴わない費用については、予算を超過して執行することも可能であるとされている。

また、地方公営企業法第 33 条及び同法施行令第 26 条の 3 において、重要な資産の取得・

処分は予算に定めればよく、議会の議決は必要ない。これらの規定により、企業経営の機

動性を確保しているのである。

一方、法適用化のデメリットとしては、資産評価などの事務的負荷や残高試算表、月例

出納検査などの新たな事務の発生が挙げられているが、これについては多くの自治体で水

道事業を行っているためすでにノウハウを蓄えており、スムーズな移行が期待できるとし

ている。また、もう一つのデメリットとして菊池は、「赤字が白日の下にさらされる」こ

とを挙げている。官庁会計では繰入金等があり表面的に赤字にはならなかったが、減価償

却費等の処理により、多額の赤字に陥るおそれがある。しかし、これは会計の現状が明確
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になることの裏返しであり、この現実をもとに改善していくべきであり、むしろ「逆に企

業会計化のメリットと捉えるべき」（菊池 2008、p. 33）と述べている。

3. 2 つの事例にみられる法適用化のメリット

ここまで 2 つの事例について取り上げたが、両者に共通する部分が見て取れる。1 つ目

は法適用化のメリットとして、企業会計方式により詳しい財政状況が明確となり、高度な

財務分析が行えるとともに経営判断が可能になることである。2 つ目は、地方公営企業法

に定める弾力条項により、状況に合わせた機動性・柔軟性のある経営が可能であるという

ことである。

また、デメリットとしている業務の増加も、多くの団体では水道事業が経営されてお

り、その経験やノウハウがすでに蓄積されているため、それを転用もしくは業務を共通化

すれば大きな障害なく法適用化への移行が可能とするのも、メリットの一つと言うことが

できる。

また、北上市が下水道事業の法適用化に併せて、料金値上げに踏み切ったことは、「会

計の見える化」（菊池 2008、p. 29）を進めたことによる効果と言えよう。会計の現状をふ

まえ、改善策を見いだしていく契機となったことは間違いなく、会計情報が意志決定に資

する効果である。また、法適用化することによって原価を正確に割り出し、住民および議

会に対し料金値上げの正当性を示すことができ、利害関係者の意志決定や判断にも影響を

与えるものである。

Ⅴ　法適用化の阻害要因とその反論としての有意性

これまで、法適用化について制度的な視点から検討を行ってきた。しかしながら、これ

だけでは法適用化できるであろうか。次は、制度以外の面からも阻害要因が存在について

検討してみたい。そもそも、なぜ企業会計にできないのか、担当者の心配するのはどのよ

うな点であるのかを考えてみると、2 つの導入事例からも以下のように整理できる。

1. 法適用化すると会計が赤字に陥るという危惧

単純に減価償却費の増加や繰入金について基準に沿って厳格化されると、たちまち赤字

に陥ってしまうとの危惧である。しかし、赤字になるのはそれが会計本来の姿なのであ

り、会計の現状を率直に示しているので致し方ない。むしろその赤字の現実を早く認識

し、その解消の手だてを講ずることの方が重要なのである。コストを賄い切れない料金収

入ならば、住民負担を考慮しつつ、料金を再設定するべきで、その上で収支ギャップが生

じるのであれば、または住民に過重な負担を与えるおそれのあるときは、政治的な判断と
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して実際上の繰入を行うこともやむを得ない。財政規律保持の面からは、国の基準以外の

繰入金は厳に慎まなければならないが、小規模自治体では、多くの基準外繰入金に頼って

いるのが現状であり、すべて全廃されることは現実的ではなく、ともすれば法適用化を妨

げる要因とも成りうる。実際には基準外繰入金が行われており、基準内に納める努力をし

つつ、漸減的に基準外繰入金を減らすよりほかない。

2. これまでのような投資（施設整備）ができないという危惧

会計の現状が判明すると、将来の負担も明確になるため、従前の積極的な施設整備が

行えなくなるのではないかという危惧がある。だが、施設整備は、適正なコストと料金設

定に基づき実施するのが本来の姿であり、それを曲げて行うことは公営企業としては赦さ

れない。地域事情により水道施設を整備しなければならないが、料金によって投資費用

を回収することが困難であれば、公営企業での整備とは違う、別の手法を検討するべきで

ある。水道施設を整備する手法は、なにも公営企業だけではない。重要なことは、その地

域・集落に対し、適切な施設を整備するためにはいかにすべきかを十分考慮しなければな

らないということである。水道事業や簡易水道事業は水道法の適用を受け、水質や施設に

一定の基準が設けられているため、小さな地域や集落には過剰投資となるような施設を作

らなければならなくなり、水道料金によって回収するスキームなど望めないことになる。

そうであるならば、水道法の適用を受けずに、集落の規模にあった施設を作り、投資金額

を抑制するべきである。直接投資事業を行わなくとも、民間管理の飲料水供給施設や簡易

給水施設に対する市単独補助でも可能である。水源枯渇や水源水質悪化など、地域住民だ

けでは対応できない課題が発生することも考えられ得るが、それについても事業採算を考

慮した上で適切な事業選択をするか、また、政治的判断によって公営事業を選択するのか

判断しなければならないだろう。

3. 資産の算定などの作業が困難という危惧

事例でも見たように、コンサルタント等の助けを得ながら法適用化の作業を進めること

は十分可能で、その上、財政措置も講じられているのであれば、心配には及ばないはずで

ある。また、ほとんどの市町村ですでに法適用事業である水道事業が運営されており、そ

のノウハウを得ることは困難なことではない。いずれにしても国の方針で、将来的には水

道事業との統合を行わなければならず、避けては通れない道である。

4. 法適用化後の姿が見えていないための危惧

法適用化をし、会計本来の姿を見せないと、職員を始め住民も議員その内実をわかって

いない。また、利害関係者全体に理解を得るためにこそ、法適用化しなければならないの

である。住民は料金が高いと言うが、その反面、高料金になるだけの投資をこれまでして
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きているので、その仕組みを理解してもらえるよう会計情報を用いて説明しなければなら

ない。利害関係者の中にはさらなる整備を求めるものもあるかもしれないが、会計情報を

用いて、施設整備が可能な状態か検討をするべきである。公営事業は、持続的にサービス

を行うことを求められており、持続可能性についてより真摯になるべきである。現在供給

している顧客に対し料金上昇を説明できるほど必要性のある施設整備なのか、もしくは、

繰入を前提とするなら一般会計・市民全体で負担すべき費用なのか、などを十分検討した

上で整備を実施しなければならない。企業会計はその考えの基礎となる（会計）資料にな

るのである。

以上のように法非適用事業の法適用化は、企業会計の手法を以て会計の現状を明らかの

することができ、またそれは、経営上の意志決定へとつながっていく。発生主義によりス

トック情報とコスト情報を把握することにより、会計の現状を把握し、この情報を基に公

営企業の経営を行うのである。そして経営情報は、貸借対照表や損益計算書のような利害

関係者の理解できる形として公表される。それは、独立採算原則に基づく経営を表すもの

で、常に適正なコストとそれに対応する料金収入として表されるのである。

Ⅵ　おわりに

規模の大小はあれ、公営企業会計は厳然として存在する「企業」であり、企業の経営を

行い、法第 3 条の要請に応えねばならない。その方法とは、これまで述べたとおり、官庁

会計より企業経営に優れた地方公営企業法を会計に適用し、企業会計化することなのであ

る。その適用においても、多くの自治体ではすでに法適用の公営企業である水道事業が存

在し、その適用・移行は無理なく行えることがわかる。たとえ、水道事業などの法適用公

営企業がなくても、財政措置によりコンサルタントの利用など外部の力で移行することも

十分可能である。

ただし、法適用化・移行に際して、留意しなければならないことは、法適用化は公営企

業会計改革としてはスタート地点ということである。企業並みの会計情報が得られること

となったその先には、それら会計情報を用いて更なる経営改革を行うことができ、また行

わなければならない。ここまで、主として公営企業会計の財務会計的側面からアプローチ

をしてきたが、会計はそれに終始するばかりではない。得られた会計情報を基に、原価計

算や ABC 分析、バランススコアカードなどの手法により管理会計的分析や業績評価を通

じて、公営企業会計をより経営革新へと導いて行かなければならない。また、これまでの

貸借対照表、損益計算書に加え、平成 13 年総務省報告書にも提言のあったキャッシュフ

ロー計算書などの新たな財務報告書を用いて、経営状況を把握することも重要になってく

る。
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また、財務情報による意志決定は、ひとり経営者が行うためのものだけではない。地方

自治体においては住民自治を具現化するものとして、住民の意思決定にも資するものでな

ければならない。その点においても現在の官庁会計では、会計情報から公営企業の経営を

網羅的に読み取ることはできない。その意味からも、法非適用事業は法適用化しなければ

ならないし、その先ある一般会計も含めて、「もっと有用な情報を提供する内容に姿の変

貌を遂げる必要がある」（石原 1999、p. 119）。

今後、地方自治体にとって、地方財政改革が本格的に進展し、公営企業が普通会計と合

わせ、否応なく厳しい監視の下に置かれる中で、自立的経営により、公共の福祉を増進さ

せる目的を達しつつ、持続可能な事務・事業・経営をすることが求められている。

法適用化がその自律的経営の重要な一ステップとなる意志決定を行う上で、重要なファ

クターである。法適用化することにより、地域住民の付託や法の要請に応えることは、地

方公営企業を営むものにとっての責務である。
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