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Executive SummaryExecutive SummaryExecutive SummaryExecutive Summary（要旨）（要旨）（要旨）（要旨）    

 
 
調査対象国   英国、ニュージーランド、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダ 

の６ヶ国 
 
研究のテーマ  ニュー・パブリック・マネジメントはどのように発展しているか 

政府組織の運営はどのように見直されているか 
         予算・財政のマネジメントはどのように改革されているか 
         改革の基本的な方向や特徴は何か 
         財政当局の役割はどのように見直されているか 
 

 

    

ＮＰＭと政府部門のリエンジニアリングＮＰＭと政府部門のリエンジニアリングＮＰＭと政府部門のリエンジニアリングＮＰＭと政府部門のリエンジニアリング    
    
 ＯＥＣＤの主要国は、第２次大戦後の混乱期を脱してから、財政赤字が拡大する２つの

大きな局面を経験している。１つは石油ショックを契機とした 1970 年代半ばから 80 年代

初めまでであり、もう１つは 80 年代末から 90 年代半ばにかけてである。 

第１の財政赤字拡大を受けて、改革の先陣を切ったのが英国（サッチャー）と米国（レ

ーガン）、これに続くニュージーランドなどであったが、まず実施されたのは民営化・民間

委託、補助金の削減、規制緩和等の経済構造改革であった。特に、肥大化・非効率化した

政府部門を見直すことが大きな政策課題となり、政府の役割の見直しが進められた。改革

の拠り所となったのが、「小さな政府」を目指す新保守主義であり、具体的には、政府部門政府部門政府部門政府部門

へ市場メカニズム、すなわち民間企業における経営理念や手法を導入し、効率化・活性化へ市場メカニズム、すなわち民間企業における経営理念や手法を導入し、効率化・活性化へ市場メカニズム、すなわち民間企業における経営理念や手法を導入し、効率化・活性化へ市場メカニズム、すなわち民間企業における経営理念や手法を導入し、効率化・活性化

しようというものであった。こうしたアングロ・サクソン諸国で行われた行政運営の改革アングロ・サクソン諸国で行われた行政運営の改革アングロ・サクソン諸国で行われた行政運営の改革アングロ・サクソン諸国で行われた行政運営の改革

を一般に「ニュー・パブリック・マネジメント」（ＮＰＭ）を一般に「ニュー・パブリック・マネジメント」（ＮＰＭ）を一般に「ニュー・パブリック・マネジメント」（ＮＰＭ）を一般に「ニュー・パブリック・マネジメント」（ＮＰＭ）と呼んでいる。 

ＮＰＭの動きは、アングロ・サクソン諸国に止まらず、北欧諸国、オランダ等の大陸諸

国などにも広がるとともに、90 年代に入ると、政府組織の運営方法の改革（業績マネジメ

ントの導入）、更に政府活動の基盤である予算編成や財政運営のマネジメントの改革に及ん

でいる。ＮＰＭは、時代とともに質的に進化を続けており、アングロ・サクソン諸国で生

まれた「流行」というよりは、政府部門のリエンジニアリング（再設計）に発展している。

ＮＰＭの発展を大きくとらえると、次の３つの段階に分けて整理することができる。 

 

  第１段階第１段階第１段階第１段階    ：：：：    政府の役割の見直し（民営化、民間委託、競争入札、ＰＦＩ等）政府の役割の見直し（民営化、民間委託、競争入札、ＰＦＩ等）政府の役割の見直し（民営化、民間委託、競争入札、ＰＦＩ等）政府の役割の見直し（民営化、民間委託、競争入札、ＰＦＩ等）    

        第２段階第２段階第２段階第２段階    ：：：：    組織運営の改革（業績マネジメントの導入）組織運営の改革（業績マネジメントの導入）組織運営の改革（業績マネジメントの導入）組織運営の改革（業績マネジメントの導入）    

        第３段階第３段階第３段階第３段階    ：：：：    予算・財政のマネジメントの改革予算・財政のマネジメントの改革予算・財政のマネジメントの改革予算・財政のマネジメントの改革    

 

我が国でも、民営化やＰＦＩに加えて（第１段階）、今般の中央省庁等改革において独立

行政法人（エージェンシー）や政策評価等が導入されている（第２段階）。 
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ＥＵの通貨統合と予算編成プロセスの見直しＥＵの通貨統合と予算編成プロセスの見直しＥＵの通貨統合と予算編成プロセスの見直しＥＵの通貨統合と予算編成プロセスの見直し    
    
ＥＵ諸国では、92 年、マーストリヒト条約が締結された。マーストリヒト条約は、通貨

統合に参加するための判断基準として、物価、財政、為替、金利に関する４つの経済収斂

基準を設定している。財政の基準は、一般政府レベルの財政赤字はＧＤＰの３％、債務残

高（グロス）はＧＤＰの 60％を超えないというものである。こうした厳しいルールを定め

たのは、通貨通貨通貨通貨統合を円滑に進めるためには財政運営の規律を強化することが不可欠統合を円滑に進めるためには財政運営の規律を強化することが不可欠統合を円滑に進めるためには財政運営の規律を強化することが不可欠統合を円滑に進めるためには財政運営の規律を強化することが不可欠だから

である。通貨統合後は、各国は独自の金融政策を実施できなくなる。あるＥＭＵ（経済通

貨同盟）参加国で財政赤字が拡大しインフレ圧力が発生した場合に、その影響が高インフ

レ率や高金利となって他のＥＭＵ参加国に波及することから、財政赤字の拡大を防ぐ仕組

みが必要である。また、この基準を加盟国に遵守させる観点から、ＥＭＵ参加国は、財政

の中期見通し等を含んだ「財政安定化プログラム」を作成しなければならず、非参加国で

あっても、ほぼ類似の「経済収斂プログラム」を作成しなければならないとされている。 

ＥＵ各国は、マーストリヒト条約の基準達成のため、歳出削減・増税策により財政赤字ＥＵ各国は、マーストリヒト条約の基準達成のため、歳出削減・増税策により財政赤字ＥＵ各国は、マーストリヒト条約の基準達成のため、歳出削減・増税策により財政赤字ＥＵ各国は、マーストリヒト条約の基準達成のため、歳出削減・増税策により財政赤字

の削減に努力しているが、多くの国で、更に予算編成プロセスの見直しが進められているの削減に努力しているが、多くの国で、更に予算編成プロセスの見直しが進められているの削減に努力しているが、多くの国で、更に予算編成プロセスの見直しが進められているの削減に努力しているが、多くの国で、更に予算編成プロセスの見直しが進められている。

なぜなら、民主主義の下では財政赤字を拡大させるバイアスが働きやすく、これを抑制す

るためには財政規律を高めるようなルールや仕組みが不可欠だからである。財政赤字の拡

大を抑制するためには、予算編成プロセスの見直しが鍵なのである。 

 

６ヶ国の業績マネジメントと予算・財政のマネジメントを調査６ヶ国の業績マネジメントと予算・財政のマネジメントを調査６ヶ国の業績マネジメントと予算・財政のマネジメントを調査６ヶ国の業績マネジメントと予算・財政のマネジメントを調査    
    
 そこで本稿では、予算・財政予算・財政予算・財政予算・財政のマネジメントの改革を積極的に行っている、英国、ニュのマネジメントの改革を積極的に行っている、英国、ニュのマネジメントの改革を積極的に行っている、英国、ニュのマネジメントの改革を積極的に行っている、英国、ニュ

ージーランド（ＮＺ）、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダの６ヶ国ージーランド（ＮＺ）、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダの６ヶ国ージーランド（ＮＺ）、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダの６ヶ国ージーランド（ＮＺ）、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダの６ヶ国を取り上げ、改革

の基本的な方向や具体的な仕組みなどを比較研究する。研究の対象は、広義にはパブリッ

ク・マネジメント（行政運営）であり、その中でも特に業績マネジメント（ＮＰＭの第２

段階）及び予算・財政のマネジメント（ＮＰＭの第３段階）に焦点を当てる。 

業績マネジメント業績マネジメント業績マネジメント業績マネジメントとは、組織あるいは施策・事業（プログラム）の責任者に予算や人事

等についての裁量を与える一方、達成すべき目標を設定し、その達成度の測定、事業活動

の評価を通じて、業績・結果の向上を図るという、「経営学」的な観点からの行政運営であ

る。また、予算・財政のマネジメント予算・財政のマネジメント予算・財政のマネジメント予算・財政のマネジメントとは、予算や財政の制度的な仕組みに止まらず、い

かに効率的かつ効果的に予算を編成していくか、財政運営をどのように行っていくか、あ

るいはどのようなプロセスとすべきか、といった「経営学」的な観点からの行政運営であ

る。更に、こうした改革が進められている中で、財政当局の役割がどのように見直されて

いるかについてまとめる。 

調査した６ヶ国では、業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの改革を行調査した６ヶ国では、業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの改革を行調査した６ヶ国では、業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの改革を行調査した６ヶ国では、業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの改革を行った結った結った結った結

果、果、果、果、90909090 年代後半には、景気の回復による税収増もあり、財政収支が黒字に転換し、債務残年代後半には、景気の回復による税収増もあり、財政収支が黒字に転換し、債務残年代後半には、景気の回復による税収増もあり、財政収支が黒字に転換し、債務残年代後半には、景気の回復による税収増もあり、財政収支が黒字に転換し、債務残

高が減少高が減少高が減少高が減少している（図１及び図２参照）。ただし、こうした国でも、改革の道のりは決して

平坦ではなく試行錯誤を繰り返している。今後我が国でも財政構造改革が本格化するが、

こうした各国の経験から学ぶことは多い。 
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業績マネジメントの導入業績マネジメントの導入業績マネジメントの導入業績マネジメントの導入    
 
（エージェンシー化とそのマネジメント）（エージェンシー化とそのマネジメント）（エージェンシー化とそのマネジメント）（エージェンシー化とそのマネジメント）    

ＮＰＭによる改革は、民営化により商業的活動を政府部門から切り離すことに止まらず、

次は、政府組織の運営方法の見直しに進む（第２段階）。 

英国では、82 年、サッチャー政権において、「財務管理イニシアティブ」（ＦＭＩ）がス

タートした。これは、中央省庁の部局長クラス（マネージャー）に、予算・人事等につい

ての権限を委譲し、目標の達成、適切なコスト管理、結果の報告などを遂行させる仕組み

であったが、こうした業績・結果志向のマネジメントはうまくいかなかった。その理由の

１つとして、政府組織には企画立案部門と執行部門が混在しており、目標管理などを一律

に適用させることは困難であったことが挙げられている。そこで登場したのがエージェン

シーである（英国では 1988 年に初めてのエージェンシーが誕生）。 

英国、ＮＺ、さらにはカナダ、オランダでも、中央省庁から執行部門をエージェンシー

（わが国の独立行政法人のように政府とは別の法人格を有するものではなく、組織上はあ

くまでも中央政府の一部）に分離する改革が進んだ。スウェーデンは歴史的経緯により 19

世紀初めからエージェンシー化が進んでいた（現在公務員の98％はエージェンシーの職員）。

エージェンシー化が進んでいる英国、ＮＺ、スウェーデンでは、中央省庁は企画立案業務

に特化し、小規模化している。ＮＺでは、行政改革の結果、省庁の数は責任範囲を限定す

る観点から結果として増えた。こうした国での行財政改革は、組織改革というよりは運営

方法の改革が中心であり、具体的には業績マネジメントの導入である。 
業績マネジメントは、エージェンシーの長官（あるいは省庁の責任者等）に予算や人事業績マネジメントは、エージェンシーの長官（あるいは省庁の責任者等）に予算や人事業績マネジメントは、エージェンシーの長官（あるいは省庁の責任者等）に予算や人事業績マネジメントは、エージェンシーの長官（あるいは省庁の責任者等）に予算や人事

など（インプット）についての裁量を与え、その業績や成果（アウトプット・アウトカム）など（インプット）についての裁量を与え、その業績や成果（アウトプット・アウトカム）など（インプット）についての裁量を与え、その業績や成果（アウトプット・アウトカム）など（インプット）についての裁量を与え、その業績や成果（アウトプット・アウトカム）

によって行政活動を統制によって行政活動を統制によって行政活動を統制によって行政活動を統制しようとするものである（図３参照）。これは、従来の行政活動が

インプットの確保に重点が置かれ、国民（顧客）にとって最も重要な行政活動の業績や成

果には関心が払われなかったからである。 

具体的には、各国ほぼ共通して、長官の公募採用・任期制、目標設定等の事業計画の作

成、その達成状況のモニタリングと評価、評価・業績情報の運営方法改善等へのフィード

バック、結果に対する説明責任の強化や透明性向上のための各種報告書作成、更に中期的

な観点から事業そのものの必要性の再検討（レビュー）といった仕組みを導入している。 

また、長官に対しては、目標達成のため、予算や人事などのインプットについて広範な

裁量（一定の枠やルールの下）が与えられている。例えば、予算はエージェンシー全体の

運営を賄うものとして一括して交付され、その使い方は基本的に自由である。単年度の会

計原則は適用されず、発生主義会計の下、未使用予算の翌年度への繰越、翌年度からの前

借など、予算執行の弾力性が認められている。職員の採用・処遇等もエージェンシーの長

官に任されている。要すれば、エージェンシーの長官は、行政の「責任者」というよりはエージェンシーの長官は、行政の「責任者」というよりはエージェンシーの長官は、行政の「責任者」というよりはエージェンシーの長官は、行政の「責任者」というよりは

顧客にサービスを提供する「経営者」顧客にサービスを提供する「経営者」顧客にサービスを提供する「経営者」顧客にサービスを提供する「経営者」となることが期待されている。 
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（中央省庁の企画立案部門への応用）（中央省庁の企画立案部門への応用）（中央省庁の企画立案部門への応用）（中央省庁の企画立案部門への応用）    

更に、90 年代半ば以降、各国は、エージェンシーでの経験を踏まえ、こうした仕組みを

中央省庁の企画立案部門にも導入し、本省レベルにおいても業績・成果志向のマネジメン

トを目指している。 

具体的には、英国の「公的サービス合意」（ＰＳＡ）（図４参照）、ＮＺの「戦略的結果目

標と主要結果目標」（ＳＲＡｓとＫＲＡｓ）、カナダの「ビジネス・プラン」などであり、

政府全体の戦略的な政策目標を踏まえ、省庁毎に達成すべき目標を設定し、その評価を通政府全体の戦略的な政策目標を踏まえ、省庁毎に達成すべき目標を設定し、その評価を通政府全体の戦略的な政策目標を踏まえ、省庁毎に達成すべき目標を設定し、その評価を通政府全体の戦略的な政策目標を踏まえ、省庁毎に達成すべき目標を設定し、その評価を通

じて、政策や予算等の資源配分の見直しに活用じて、政策や予算等の資源配分の見直しに活用じて、政策や予算等の資源配分の見直しに活用じて、政策や予算等の資源配分の見直しに活用しようとしている。ただし、省庁レベルの

業績マネジメントは、ミクロレベルで政府活動の効率化を図るというよりは、その時の政

府が掲げる戦略的な政策目標を明らかにし、その方向に政府全体を導くとともに、国民や

議会に対する政府の説明責任、政府活動の透明性の向上を図ることが第１の目的であると

考えられる。 

 

（エージェンシーの長官・省庁の次官の業績評価と契約システム）（エージェンシーの長官・省庁の次官の業績評価と契約システム）（エージェンシーの長官・省庁の次官の業績評価と契約システム）（エージェンシーの長官・省庁の次官の業績評価と契約システム）    

こうした業績・成果志向のマネジメントの考え方は各国基本的に共通であるが、そのア

プローチには違いが見られる。業績・成果志向を実現する具体的な仕組みが契約システム

であり、民間企業と同様の契約システムを導入しているのがＮＺ及び英国である。ＮＺで

は、エージェンシーの長官のみならず、省庁の次官（チーフ・エグゼクティブと呼ばれる）

も、公募採用・任期制（５年程度）であり、大臣と次官の間で毎年達成すべき目標などに

ついて正式な契約を結んでいる。そして、毎年次官の業績が様々な観点から評価され、更

に任期終了時に最終的な評価が行われ、雇用契約を延長するか否かの判断が行われる仕組

みになっている。 

 

予算・財政のマネジメントの改革予算・財政のマネジメントの改革予算・財政のマネジメントの改革予算・財政のマネジメントの改革    
 
（財政構造改革と予算・財政のマネジメントの改革）（財政構造改革と予算・財政のマネジメントの改革）（財政構造改革と予算・財政のマネジメントの改革）（財政構造改革と予算・財政のマネジメントの改革）    

 政府組織の改革や業績マネジメントの導入は進んだが、予算・財政のマネジメントの本

格的な改革（ＮＰＭの第３段階）は、80 年代末から 90 年代半ばにかけての２度目の財政

赤字拡大期にならないと進まなかった。具体的な改革のスピード、範囲、手法等は、当時

の各国の経済財政状況により差が見られる。 

スウェーデン、カナダ、ＮＺでは、財政赤字の拡大に加えて、マイナス成長、高インフ

レ、為替切下げ圧力などによって深刻な経済危機に直面し、財政の立て直しが経済運営の

最優先の課題となっていた。そのため、これらの国では、比較的短期間（３～５年程度）比較的短期間（３～５年程度）比較的短期間（３～５年程度）比較的短期間（３～５年程度）

に、歳出削減・増税による財政赤字削減と予算・財政のマネジメントの改革が並行して進に、歳出削減・増税による財政赤字削減と予算・財政のマネジメントの改革が並行して進に、歳出削減・増税による財政赤字削減と予算・財政のマネジメントの改革が並行して進に、歳出削減・増税による財政赤字削減と予算・財政のマネジメントの改革が並行して進

んだんだんだんだ（スウェーデンの例は図５、カナダの例は図６及び図７参照）。また、その成功理由と

して、政治家が強い危機意識を持って改革をリードしたことが挙げられている。 

他方、英国、豪州、オランダでも、財政赤字は拡大したが、経済危機というほどの状況

ではなく、スウェーデン等と比べると予算・財政のマネジメントの改革は漸進的であった。 
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（説明責任・透明性向上のための枠組み）（説明責任・透明性向上のための枠組み）（説明責任・透明性向上のための枠組み）（説明責任・透明性向上のための枠組み）    

 予算・財政のマネジメントに関し特筆すべき改革は、財政運営についての説明責任や意財政運営についての説明責任や意財政運営についての説明責任や意財政運営についての説明責任や意

思決定過程の透明性を高めるための法的な枠組みを構築する動き思決定過程の透明性を高めるための法的な枠組みを構築する動き思決定過程の透明性を高めるための法的な枠組みを構築する動き思決定過程の透明性を高めるための法的な枠組みを構築する動きである。これは、1994 年

にＮＺが「財政責任法」ＮＺが「財政責任法」ＮＺが「財政責任法」ＮＺが「財政責任法」（図８参照）を制定して以来、英国の「財政安定化規律」英国の「財政安定化規律」英国の「財政安定化規律」英国の「財政安定化規律」（1998）、

豪州の「予算公正憲章法」豪州の「予算公正憲章法」豪州の「予算公正憲章法」豪州の「予算公正憲章法」（1998）が続いている。 

この３つの枠組みはいずれも内容が共通している。過去の財政政策が短期的な観点から

行われ、財政赤字を拡大させる結果になったこと、あるいは政治的なバイアスによって財

政政策が歪められてきたことを反省し、法律は、政府が守るべき財政運営の原則を明示す

る。更に、政府に対し、この原則に基づいて具体的な財政運営の目標・方針（例えば債務

をＧＤＰの○％以下にするなど）を示すこと、この目標・方針に沿って財政運営が適切に

行われているかをチェックすることを求めている。そのため政府に対して広範な報告書の

作成を義務付けている。財政責任法は、財政運営に関する目標の設定とその評価を通じて、

財政規律の確立と財政運営の安定化を図る試みである。 

 

（中長期的な観点から財政運営を行うための複数年度予算）（中長期的な観点から財政運営を行うための複数年度予算）（中長期的な観点から財政運営を行うための複数年度予算）（中長期的な観点から財政運営を行うための複数年度予算）    

予算編成に関しては、６ヶ国いずれも、中長期的なマクロ経済運営の観点から安定的な中長期的なマクロ経済運営の観点から安定的な中長期的なマクロ経済運営の観点から安定的な中長期的なマクロ経済運営の観点から安定的な

財政運営を行うため、複数年度予算（３年程度）を導入財政運営を行うため、複数年度予算（３年程度）を導入財政運営を行うため、複数年度予算（３年程度）を導入財政運営を行うため、複数年度予算（３年程度）を導入している。また、複数年度予算は、

業績マネジメントにおける目標管理に適した仕組みである。業績マネジメントでは、プロ

グラムの目標の設定とその評価が重要であるが、プログラムの成果はプログラムの成果はプログラムの成果はプログラムの成果は一般に単年度では現一般に単年度では現一般に単年度では現一般に単年度では現

れないので、３年程度の中期的な期間を定めて省庁に目標の達成を促し、目標達成に必要れないので、３年程度の中期的な期間を定めて省庁に目標の達成を促し、目標達成に必要れないので、３年程度の中期的な期間を定めて省庁に目標の達成を促し、目標達成に必要れないので、３年程度の中期的な期間を定めて省庁に目標の達成を促し、目標達成に必要

な一定の予算を３年程度保障する仕組みな一定の予算を３年程度保障する仕組みな一定の予算を３年程度保障する仕組みな一定の予算を３年程度保障する仕組みとなっている。更に、年度末における予算消化と

いった単年度予算の弊害を是正するため、未使用予算の翌年度への繰越し、あるいは翌年

度からの前借り（この場合省庁は利子を支払う）など、予算執行の弾力性が一定の範囲で

認められている。また、省庁やエージェンシーなど組織の経常運営費については、ほとん

どの国で、人件費等の内訳がない Global（一括型）予算となっている（議会は経常運営費

１本で議決する）。 

複数年度予算では、将来の歳出に関し必ずしも法的な拘束力があるわけではない。スウ

ェーデンでは、将来の歳出総額を議会で議決しており、複数年度予算に法的な拘束力があ

るが、他の５ヶ国では、将来の歳出等は政府の見積りであり、法的な拘束力はない（閣議

決定等はなされている）。しかし、歳出総額、主要経費別・省庁別歳出上限額などについて

は、国によって拘束力の程度に差があるものの、実際上、政府全体及び省庁を拘束してお

り（原則として内閣で新たな決定をしない限り変更不可能）、単なる将来推計ではない。 

複数年度予算の基本的なシステムは、 

 

① ３ヶ年の歳出総額の上限額を先に決める（補正予算を出しても変更しない） 

② その内訳となる主要経費別や省庁別の歳出上限額も同時に設定するが、毎年の予算

編成においては、歳出総額不変及び pay as you go 原則（財源の手当てなしに支出増

は認めない）の下で、政策の優先順位を勘案して資源の再配分を行う 
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③ 将来の様々な変動に対応するため予備費を設ける 

 

である。 

また、複数年度予算作成の前提となる経済見通しについては、過去に楽観的な見通しを

前提に歳出を推計したことで財政規律を弱めたことを反省し、慎重な前提を設定し歳出増

を抑制することに成功している。カナダ、オランダのように、意図的に財政余剰が出るよ

うに低い経済見通しを立てている国もある。各国では、現在、景気回復に伴い財政余剰が

発生しているが、歳出上限額によって歳出を抑制し、余剰を過去の借金の返済に充ててい

る（景気循環で平均的に財政収支をバランスさせることとしているからである）。 

 

（内閣を中心とするトップダウンの意思決定）（内閣を中心とするトップダウンの意思決定）（内閣を中心とするトップダウンの意思決定）（内閣を中心とするトップダウンの意思決定） 

 複数年度予算システムにおいては、歳出総額をコントロールするため、歳出総額及び主歳出総額及び主歳出総額及び主歳出総額及び主

要経費別・省庁別歳出に係る上限額と要経費別・省庁別歳出に係る上限額と要経費別・省庁別歳出に係る上限額と要経費別・省庁別歳出に係る上限額と papapapay as you goy as you goy as you goy as you go 原則原則原則原則が重要である。各国とも、歳出

上限額を維持するとともに、優先順位に基づく戦略的な資源配分を行うため、首相と財務

大臣を中心とする内閣のトップダウンで意思決定を行う仕組みを強化している。 

スウェーデンなどでは、基本的には、人件費、物件費、事業費などの支出の細目を査定

し、積み上げて（ボトムアップ）歳出総額を決めるといった伝統的な手法はとっておらず、

歳出総額、主要経費別上限額などについては、歳入等を踏まえ、内閣のトップダウンで上

から順に上限額を決め、その枠内で優先順位に基づく予算の配分を行っている（スウェー

デンの仕組みについては図９参照）。支出省庁の予算要求圧力を抑えて歳出総額をコントロ

ールし、財政規律を維持するためには、政治のリーダーシップが重要であると考えている

からである。ただし、省庁の経常運営費などについては、総枠を決めるだけで詳細な査定

を行わない一方で、社会保障など予算規模の大きい移転支出については、財政当局は、自

らプログラムの分析を行い、制度の効率化に向けた改革を提案している。 

 

（コスト管理のための発生主義会計）（コスト管理のための発生主義会計）（コスト管理のための発生主義会計）（コスト管理のための発生主義会計）    

 財務・会計の分野では、公会計制度の見直しが顕著である。対象範囲や会計手法などに

差があるものの、６ヶ国いずれも６ヶ国いずれも６ヶ国いずれも６ヶ国いずれも発生主義会計を導入発生主義会計を導入発生主義会計を導入発生主義会計を導入している。発生主義会計の導入理由発生主義会計の導入理由発生主義会計の導入理由発生主義会計の導入理由

の１つはコスト管理の１つはコスト管理の１つはコスト管理の１つはコスト管理である。初年度には費用がそれほど発生しなくとも将来に発生するよ

うなプログラムの場合、現金主義では将来負担を把握することは難しい。また、あるプロ

グラムや公共事業を民間が実施する場合と政府が実施する場合で、どちらが効率的かを比

較するため発生主義によるコスト計算を行っている（例えばＰＦＩの場合）。 

ＮＺは、世界で初めて、中央省庁の予算全体に民間と全く同じ会計原則を導入した国で

ある。発生主義会計を導入することによって、インフラ等の固定資産を取得する場合には、

資本コスト（キャピタル・チャージと呼ばれる）や減価償却費を含めて将来にわたるフル・

コストを算出し、事業導入の判断を行い、更に取得後の資産を適正に管理することを通じ

て、公共投資の効率化を進めている。 
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業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの連携・統合業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの連携・統合業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの連携・統合業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの連携・統合    
 
各国で精力的に進められている改革は、業績マネジメントを予算・財政のマネジメント

と連携・統合させる動きである。それは、予算編成プロセスにおいて、政策評価・業績測予算編成プロセスにおいて、政策評価・業績測予算編成プロセスにおいて、政策評価・業績測予算編成プロセスにおいて、政策評価・業績測

定から得られる情報を活用して、資源配分の合理定から得られる情報を活用して、資源配分の合理定から得られる情報を活用して、資源配分の合理定から得られる情報を活用して、資源配分の合理的な意思決定を行う試み的な意思決定を行う試み的な意思決定を行う試み的な意思決定を行う試みである（「業績予

算」と呼ばれる）。 

ＮＺ及び豪州では、予算の体系を抜本的に見直し、プログラムのアウトカム・アウトプＮＺ及び豪州では、予算の体系を抜本的に見直し、プログラムのアウトカム・アウトプＮＺ及び豪州では、予算の体系を抜本的に見直し、プログラムのアウトカム・アウトプＮＺ及び豪州では、予算の体系を抜本的に見直し、プログラムのアウトカム・アウトプ

ット毎に、その達成に必要なコストとして予算を（発生主義で）計上ット毎に、その達成に必要なコストとして予算を（発生主義で）計上ット毎に、その達成に必要なコストとして予算を（発生主義で）計上ット毎に、その達成に必要なコストとして予算を（発生主義で）計上している（図 10 参照）。

つまりプログラムの単位と予算の単位が一致しており、評価・業績情報と予算額を一覧性

を持って比較検討することが可能になっており、制度上は、業績・成果によって資源配分

を行う仕組みが構築されている（直接リンク）。他の国では、評価・業績情報は資源配分に

当たっての参考資料という位置付けであり、直接リンクさせる仕組みとなっていない（カ

ナダ、オランダでは、評価・業績情報は正式な予算関係書類の一部として取り扱われてい

る）。 

しかし、業績予算は現実にはいくつかの困難に直面している。資源の再配分を行うほど

評価・業績情報の精度が高くないことや予算は歳入の制約の中で利害調整を行う場でもあ

り、短期間でこれを行うためにはしばしば政治的な調整と決定が必要となるからである（業

績予算では対応できない）。スウェーデンは、業績予算の難しさを経験し、主要経費レベル

の資源配分といった高次の意思決定レベルでは政治的なトップダウンで対応し、評価・業

績情報は省庁レベルの資源配分において活用するという役割分担を行っている。いずれに

せよ、業績予算は万能ではなく、可能な分野で経験を積んでいく漸進的なアプローチを取

らざるを得ない。 

 なお、スウェーデン及びオランダでは、現在、コスト情報（予算）とプログラムのアウ

トプット・アウトカムをリンクさせる仕組み（ＮＺや豪州のような仕組み）の導入を検討

しており、更なる改革へ向けて努力が続けられている（英国、カナダでは、現在のところ

予算体系の見直しは予定していない）。 

    

改革の基本的な方向や特徴～分権化と集権化改革の基本的な方向や特徴～分権化と集権化改革の基本的な方向や特徴～分権化と集権化改革の基本的な方向や特徴～分権化と集権化    
 
 パブリック・マネジメントの改革は多くのＯＥＣＤ諸国で進められているが、改革の背

景にある政治・行政システムなどが異なることから、その具体的な取組みやアプローチは

必ずしも同じではない。しかしながら、改革の基本的な方向や理念については、多くの共

通点が見られる。更に、具体的な取組みについても、国によって重点の置き方に差がある

ものの、改革の進捗に伴い収斂が見られる。 

 パブリック・マネジメントの大きな流れは、「伝統的・行政管理型」から「市場メカニズパブリック・マネジメントの大きな流れは、「伝統的・行政管理型」から「市場メカニズパブリック・マネジメントの大きな流れは、「伝統的・行政管理型」から「市場メカニズパブリック・マネジメントの大きな流れは、「伝統的・行政管理型」から「市場メカニズ

ム・マネジメント型」への変化ム・マネジメント型」への変化ム・マネジメント型」への変化ム・マネジメント型」への変化である（図 11 参照）。具体的には、民営化・民間委託、エ

ージェンシー化、契約システム、発生主義会計などの市場メカニズムを公的部門に導入す

るとともに、予算や人事などのインプットを事前に管理する仕組みから、省庁やプログラ

ムの責任者にインプット（予算や人事）に関する裁量を与え、アウトプット・アウトカム
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（業績や成果）によって行政活動を統制しようとするものである。言い換えれば「分権化」

である。 

 予算・財政の分野でも、Line-item 予算（人件費、物件費等予算の項目を細分化してコ

ントロールする）から Global 予算（組織の運営費等を一括交付する）やプログラム予算へ

の変更など、分権化への動きが見られるが、各国とも、歳出上限額の設定や優先順位に基

づく戦略的な資源配分においては、内閣主導のトップダウンで意思決定を行っており、そ

の特徴は「集権化」にある。なぜなら、財政規律を高めるため、歳出総額の決定などにお

いては権限を集中化すべきだからである（ドイツの von Hargen 教授らによって、予算編成

プロセスにおける財務大臣の権限の弱い国ほど、プロセスの透明性が低い国ほど、財政赤

字が大きくなる傾向があることが実証的に証明されており、財政赤字の抑制には権限の集

中化と透明性が鍵となっている）。 

 要すれば、各国は、歳出総額の決定や資源配分の優先順位付け、政府全体の目標設定と歳出総額の決定や資源配分の優先順位付け、政府全体の目標設定と歳出総額の決定や資源配分の優先順位付け、政府全体の目標設定と歳出総額の決定や資源配分の優先順位付け、政府全体の目標設定と

いった戦略的なレベルの意思決定では、「集権化・集中化」、「トップダウン」で対応し、一いった戦略的なレベルの意思決定では、「集権化・集中化」、「トップダウン」で対応し、一いった戦略的なレベルの意思決定では、「集権化・集中化」、「トップダウン」で対応し、一いった戦略的なレベルの意思決定では、「集権化・集中化」、「トップダウン」で対応し、一

定の予算の枠内や戦略的な方針の下での、個別のプログラムへの資源配分や運営費の使用、定の予算の枠内や戦略的な方針の下での、個別のプログラムへの資源配分や運営費の使用、定の予算の枠内や戦略的な方針の下での、個別のプログラムへの資源配分や運営費の使用、定の予算の枠内や戦略的な方針の下での、個別のプログラムへの資源配分や運営費の使用、

個別プログラムやプロジェクトの選定といった運営レベルの意思決定では、「分権化・分散個別プログラムやプロジェクトの選定といった運営レベルの意思決定では、「分権化・分散個別プログラムやプロジェクトの選定といった運営レベルの意思決定では、「分権化・分散個別プログラムやプロジェクトの選定といった運営レベルの意思決定では、「分権化・分散

化」、「ボトムアップ」で対応化」、「ボトムアップ」で対応化」、「ボトムアップ」で対応化」、「ボトムアップ」で対応している。ただし、各国の経験から見ても、集権化と分権化

をバランスさせるのは容易ではない。 

 また、分権化・集権化いずれの方向においても、議会や国民等に対する政府の説明責任議会や国民等に対する政府の説明責任議会や国民等に対する政府の説明責任議会や国民等に対する政府の説明責任

の強化、政府活動に関する透明性の向上の強化、政府活動に関する透明性の向上の強化、政府活動に関する透明性の向上の強化、政府活動に関する透明性の向上のための仕組み（契約システムや報告書等）が導

入されている。 

    

財政当局の役割の再構築財政当局の役割の再構築財政当局の役割の再構築財政当局の役割の再構築    
 

   こうしたパブリック・マネジメントの改革に伴って、財政当局の役割が変化している。 

財政当局の伝統的な手段、すなわち歳出項目を細分化して事前に統制するインプット・

コントロールと増分（又は減分）による資源配分という仕組みでは、歳出総額を適切にコ

ントロールすることが難しくなっている。高度成長期においては、税収増という「増分」

があったので増分主義は有効であったが、低成長になって税収増が期待できない状況にお

いては、増分主義は配分の効率性を弱め、更に個別予算を積み上げる方法ではかえって歳

出増加を招いてしまう。また、ニュー・パブリック・マネジメントの哲学は、省庁や事業ニュー・パブリック・マネジメントの哲学は、省庁や事業ニュー・パブリック・マネジメントの哲学は、省庁や事業ニュー・パブリック・マネジメントの哲学は、省庁や事業

の責任者に予算や人事等のインプットに関する権限を委譲し、アウトプット・アウトカムの責任者に予算や人事等のインプットに関する権限を委譲し、アウトプット・アウトカムの責任者に予算や人事等のインプットに関する権限を委譲し、アウトプット・アウトカムの責任者に予算や人事等のインプットに関する権限を委譲し、アウトプット・アウトカム

によってコントロールしようとするものであり、インプット・コントロールを緩和するのによってコントロールしようとするものであり、インプット・コントロールを緩和するのによってコントロールしようとするものであり、インプット・コントロールを緩和するのによってコントロールしようとするものであり、インプット・コントロールを緩和するの

が基本的な方向が基本的な方向が基本的な方向が基本的な方向である。 

こうした基本的な方向に沿って、調査した６ヶ国は、新たなマネジメントのモデルを構調査した６ヶ国は、新たなマネジメントのモデルを構調査した６ヶ国は、新たなマネジメントのモデルを構調査した６ヶ国は、新たなマネジメントのモデルを構

築築築築しつつある（図 12 参照）。予算・財政のイノベーションが進んでいる。その内容は、先

に述べたように、トップダウンで歳出総額や資源配分の優先順位付けを行い、運用レベル

では省庁やエージェンシーに権限を委譲するものである。これは、「入るを量りて出ずるを

為す」ものであり、行政活動をインプットの極大化競争からアウトプット・アウトカム志
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向へ転換するものである。 

その中で財政当局の役割も、図 13 で示すように変化している。国民から預かった税金を

value for money であらしめるため、財政当局にはマネジメントの改革を推進することが

期待されている。最も伝統的な財政当局と言われる英国の HM Treasury は、ブラウン大臣

になってから、予算を担当する部局の名称を、「予算局」から「公共サービス局」に変えた

が、これは、業務の重点を予算の詳細な査定から公共サービスを効率的に供給するための

マネジメントへ転換する流れであると考えられる。 

    

おわりにおわりにおわりにおわりに    
    
 各国の改革は、政治体制、経済構造、国民性など、それぞれ異なる環境において行われ

ているものであり、そのままでは他の国に適用できるものではない。しかし、改革の基本

的な方向は同じであり、その手法も収斂しつつある。各国も他の国の経験各国も他の国の経験各国も他の国の経験各国も他の国の経験を学びながら息を学びながら息を学びながら息を学びながら息

の長い努力を続けており、問題はいかに自国に適した仕組みを作るかの長い努力を続けており、問題はいかに自国に適した仕組みを作るかの長い努力を続けており、問題はいかに自国に適した仕組みを作るかの長い努力を続けており、問題はいかに自国に適した仕組みを作るかということである。 

我が国では今後財政構造改革への取組みが重要な課題となるが、歳出削減等により財政我が国では今後財政構造改革への取組みが重要な課題となるが、歳出削減等により財政我が国では今後財政構造改革への取組みが重要な課題となるが、歳出削減等により財政我が国では今後財政構造改革への取組みが重要な課題となるが、歳出削減等により財政

赤字を削減するための努力を払うとともに、予算・財政のマネジメントの改革を進めてい赤字を削減するための努力を払うとともに、予算・財政のマネジメントの改革を進めてい赤字を削減するための努力を払うとともに、予算・財政のマネジメントの改革を進めてい赤字を削減するための努力を払うとともに、予算・財政のマネジメントの改革を進めてい

く必要があるく必要があるく必要があるく必要がある。こうした取組みは、各国がそうであったように決して容易ではない。しか

し、本格的な少子高齢社会の到来を展望し、国民の負担増を可能な限り抑制しつつ、増大

するニーズに応えていくためには、効率的な政府を作り、新たな課題に対応できる予算・

財政のシステムを作っていかなければならない。そして、こうした改革を可能にするため

には、政治的なリーダーシップと実効性あるプランが必要である。 
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（注）1.ＮＺの1985年度まではＩＭＦ、それ以外はすべてＯＥＣＤによる。
　　　2.ＮＺで1985年度までと86年度以降、それ以外の国は1983年までと84年以降とでデータが完全には連続していない。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68, 61"、 ＩＭＦ,"International Financial Statistics 2000"により作成 

図１　各国の一般政府財政収支対ＧＤＰ比の推移図１　各国の一般政府財政収支対ＧＤＰ比の推移図１　各国の一般政府財政収支対ＧＤＰ比の推移図１　各国の一般政府財政収支対ＧＤＰ比の推移
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（注）1.ＮＺは債務管理局資料、豪州の1980～87年度はＩＭＦ、それ以外はすべてＯＥＣＤによる。
　　　2.豪州で1987年度までと88年度以降、豪州とＮＺ以外の国は1983年までと84年以降とでデータが完全には連続していない。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68, 61"、 ＩＭＦ,"International Financial Statistics 2000"、 
　　　　ＮＺ Debt Management Office,"Public Debt History of New Zealand" により作成

図２　各国の一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移図２　各国の一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移図２　各国の一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移図２　各国の一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比の推移
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①達成すべき目標の明確化①達成すべき目標の明確化①達成すべき目標の明確化①達成すべき目標の明確化
　（中期業務計画書、年次業務計画書)

　④業績・成果の報告　④業績・成果の報告　④業績・成果の報告　④業績・成果の報告
②予算、人事等のインプット②予算、人事等のインプット②予算、人事等のインプット②予算、人事等のインプット 　　（目標の達成度や業績・成果、
　に関する裁量　に関する裁量　に関する裁量　に関する裁量 　　 財務諸表等を盛り込んだ
（運営費一括予算、繰越・前借可能 　　 年次報告書）
　職員の採用・処遇自由）

③インセンティブ③インセンティブ③インセンティブ③インセンティブ
　（業績に連動した報酬）

　　 ○公募採用
○任期制（５年程度）

図３　大臣とエージェンシーの長官の関係図３　大臣とエージェンシーの長官の関係図３　大臣とエージェンシーの長官の関係図３　大臣とエージェンシーの長官の関係

大　　　　　臣大　　　　　臣大　　　　　臣大　　　　　臣

エージェンシーの長官エージェンシーの長官エージェンシーの長官エージェンシーの長官

権限・裁量権限・裁量権限・裁量権限・裁量 説明責任説明責任説明責任説明責任
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（出所）HM Treasury,
  "2000 Spending Review:Public Service Agreements"
  "2000 Spending Review:Service Delivery Agreements"
　より作成

図４　英国の公的サービス合意（ＰＳＡ）のイメージ図４　英国の公的サービス合意（ＰＳＡ）のイメージ図４　英国の公的サービス合意（ＰＳＡ）のイメージ図４　英国の公的サービス合意（ＰＳＡ）のイメージ

米仏独日との生産性格差を縮めて競
争力を向上させること（財務省との
共同目標）

起業する人の増加、中小企業全体の
生産性の向上、恵まれない地域社会
での起業の増加とともに、あらゆる
中小企業が繁栄し能力を発揮できる
社会を構築すること

ＢtoＢ、ＢtoＣ取引ができる範囲と
インターネット費用の点で、世界一
の電子商取引市場を確立すること

各地域の一人当たりＧＤＰのトレン
ド成長率で見て、全地域の経済パ
フォーマンスを向上させること（環
境交通地域省との共同目標）

毎年発表されている競争力指数を改善す
る、ＥＵの技術革新調査で1段階ランクアッ
プさせる、など

中小企業支援サイトの閲覧を2004年3月まで
に年3百万回など利用の促進を図る、利用者
の生産性･収益性を向上させ80％を満足させ
る、起業直後から高成長する企業数を増や
す、など

2002年までに年20万回の取扱を可能にす
る、2004年3月までにモバイル･サービスの
需要面でＯＥＣＤ上位4カ国に入る、など

地域支援･企業助成金を活用する、地域開発
協会と毎年ビジネス･プランを作成し達成す
べきアウトプットに地域技術基金から毎年5
千万ポンドの予算をつける、など

業績達成目標 達成手段

　目的Ⅰ：起業・技術革新・生産性向上の促進

　任務：現代経済における持続可能な経済成長及び生産性の水準を向上させるため、
　　　　競争力及び科学的卓越を増進させること

貿易産業省貿易産業省貿易産業省貿易産業省

　目的Ⅱ：（略）

業績達成目標（略） 達成手段（略）

○○省○○省○○省○○省（略）（略）（略）（略）

△△省△△省△△省△△省（略）（略）（略）（略）

【全政府的な目的】【全政府的な目的】【全政府的な目的】【全政府的な目的】

　①すべての国民にとっての機会の拡大

　②信頼できる安全な社会の形成

　③生産性の向上と安定した経済成長

　④現代的な国際的役割の遂行
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図５　スウェーデンの財政構造改革図５　スウェーデンの財政構造改革図５　スウェーデンの財政構造改革図５　スウェーデンの財政構造改革

1994年９月に政権に復帰した社民党政権は国民の支持を受け改革を断行1994年９月に政権に復帰した社民党政権は国民の支持を受け改革を断行1994年９月に政権に復帰した社民党政権は国民の支持を受け改革を断行1994年９月に政権に復帰した社民党政権は国民の支持を受け改革を断行

　　　　        1990年代初め、不動産バブルが崩壊し、危機的な経済状態1990年代初め、不動産バブルが崩壊し、危機的な経済状態1990年代初め、不動産バブルが崩壊し、危機的な経済状態1990年代初め、不動産バブルが崩壊し、危機的な経済状態に

　　　　・1991～93年まで３年連続マイナス成長
　　　　・一般政府の財政赤字は対ＧＤＰの約12％（93年）
　　　　・スウェーデン国債はデフォルト寸前に陥った
　　　　・固定相場を維持するため中銀は金利を500％に引上げ

予予予予算算算算・・・・財財財財政政政政ののののママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトのののの改改改改革革革革

目目目目 標標標標 のののの 設設設設 定定定定

歳歳歳歳 出出出出 削削削削 減減減減 ・・・・ 増増増増 税税税税 策策策策

憲法の財政関係の規定を改正し、新たに財政法を制定
96年に、新たな３ヶ年のフレーム予算及び歳出シーリングの
仕組みを実施（97年度以降の予算に適用）

ＥＵに95年１月に提出した「経済収斂計画」で、97年までに
財政赤字を対ＧＤＰ比３％以下とし、98年にゼロとする

社会保障関係費を中心として、95～98年の４年間で、ＧＤＰ
の８％にも及ぶ財政赤字削減策を実施（うち歳出面が53％、
歳入面が47％）
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図６　カナダの財政構造改革図６　カナダの財政構造改革図６　カナダの財政構造改革図６　カナダの財政構造改革

1993年11月に政権についた自由党政権は国民の支持を受け改革を断行1993年11月に政権についた自由党政権は国民の支持を受け改革を断行1993年11月に政権についた自由党政権は国民の支持を受け改革を断行1993年11月に政権についた自由党政権は国民の支持を受け改革を断行

　　　　        1990年代初め、米国景気の後退等に伴い、深刻な経済不況に1990年代初め、米国景気の後退等に伴い、深刻な経済不況に1990年代初め、米国景気の後退等に伴い、深刻な経済不況に1990年代初め、米国景気の後退等に伴い、深刻な経済不況に

　　　　・1990～92年までマイナス又はゼロ成長
　　　　・一般政府の財政赤字は対ＧＤＰの約９％（92年）
　　　　・一般政府の債務残高は対ＧＤＰの100％超（91年以降）

予予予予算算算算・・・・財財財財政政政政ののののママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトのののの改改改改革革革革

目目目目 標標標標 のののの 設設設設 定定定定

歳歳歳歳 出出出出 削削削削 減減減減 ・・・・ 増増増増 税税税税 策策策策

厳しい予算フレームを前提とする２ヶ年の財政計画を導入
（95年以降）
一時的に導入された「プログラム・レビュー」を制度化する
「支出管理システム」を導入

96会計年度に連邦政府の財政赤字を対ＧＤＰの３％以下とする

優先順位に基づいて連邦政府プログラムを見直し、歳出削減
を行う「プログラム・レビュー」を実施
(レビューによる具体的な歳出削減
  ：98会計年度の歳出総額÷94会計年度の歳出総額＝約90％)
更に、州政府への交付金制度も抜本的に改革
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図７　カナダのプログラム･レビューの６基準図７　カナダのプログラム･レビューの６基準図７　カナダのプログラム･レビューの６基準図７　カナダのプログラム･レビューの６基準

１．公共性の基準１．公共性の基準１．公共性の基準１．公共性の基準
　（Public Interest Test）
　その業務が公共の利益に資するか。

２．政府の役割の基準２．政府の役割の基準２．政府の役割の基準２．政府の役割の基準
　（Role of Government Test）
　政府がその活動・プログラムを行う正当性と必要性があるか。

３．民営の基準３．民営の基準３．民営の基準３．民営の基準
　（Pertnership Test）
　その活動・プログラムを
　すべてあるいは部分的に
　民間に移しえるか。

４．連邦政府の基準４．連邦政府の基準４．連邦政府の基準４．連邦政府の基準
　（Federalism Test）
　その活動・プログラムは連邦政府の
　役割として適切であるか（地方政府
　に任せることはできないか）。

州政府へ移管 政府が引き続き
維持

民間セクター等
へ移管

５．効率性の基準５．効率性の基準５．効率性の基準５．効率性の基準
　（Efficiency Test）
　その活動・プログラムを引き続き行った場合、どのようにして
　効率性を改善することができるか。

６．費用負担の基準６．費用負担の基準６．費用負担の基準６．費用負担の基準
　（Affordability Test）
　結果として残った活動・プログラムは、財政制約下で実行のた
　めの資金的余裕があるか。余裕がない場合、どの活動・プログ
　ラムを廃止すべきか。

廃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
止

Yes

No

Yes

Yes Yes

No

No

No
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１．政府債務を賢明な水準に引き下げること １．予算政策書
　　・予算案提出の３ヶ月前に財務大臣が発表

２．１が達成された後は一定期間を通じて平均的に    　・議会は、予算案の審議に先立って、予算政策書を
　　歳出が歳入を超えないようにし、政府債務を賢    　　ベースとして総合的な財政政策を議論
　　明な(prudent)水準に維持すること 　　・向こう３年間の財政運営のねらいと長期的な財政

　　　目標（歳入歳出、財政収支、債務等）を明示
３．将来の不測の事態に対するバッファーとなる 　　・予算案の戦略的な優先事項を明示
　　ように政府の純資産を維持すること

２．財政戦略レポート
４．政府の財務に関するリスクを慎重に管理すること 　　・予算案と同時に財務大臣が発表

　　・予算案に盛り込まれている政策を前提として
５．税率の水準と安定性について十分に予測可能で 　　　向こう１０年間の歳入歳出、財政収支、債務等
　　あるように政策を立案・遂行すること 　　　の見通しを明示

３．経済・財政見通し
　　　※時の政府は５原則を踏まえ、財政運営の具体的な 　　・予算案提出時、年央、選挙前に財務大臣が発表
　　　　目標を設定しなければならない（「予算政策書」で） 　　・向こう３年間の主要経済指標及び政府全体の

　　　財務諸表を明示
　　　※政府が原則から乖離した政策を一時的にとる場合、
　　　　財務大臣は、そうした政策をとる理由、原則に戻る
　　　　ための方法とそれに要する時間を明らかにしなけれ
　　　　ばならない

図８　ニュージーランドの財政責任法（Fiscal Responsibility Act 1994）図８　ニュージーランドの財政責任法（Fiscal Responsibility Act 1994）図８　ニュージーランドの財政責任法（Fiscal Responsibility Act 1994）図８　ニュージーランドの財政責任法（Fiscal Responsibility Act 1994）

責任ある財政運営の５原則責任ある財政運営の５原則責任ある財政運営の５原則責任ある財政運営の５原則 財政運営に関する説明責任財政運営に関する説明責任財政運営に関する説明責任財政運営に関する説明責任
・透明性の強化・透明性の強化・透明性の強化・透明性の強化
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①財務省は３ヶ年の予算フレームを更新し、財務原案を作成①財務省は３ヶ年の予算フレームを更新し、財務原案を作成①財務省は３ヶ年の予算フレームを更新し、財務原案を作成①財務省は３ヶ年の予算フレームを更新し、財務原案を作成
　　※財務省は支出省庁からヒアリングを行うが、予算検討閣議前に協議し
　　　ない。原案作成に当たり、財務大臣は首相とのみ相談する

　　　　 ②予算検討閣議において、財務原案をﾍﾞｰｽに、歳出総額（ｼｰﾘﾝｸﾞ）②予算検討閣議において、財務原案をﾍﾞｰｽに、歳出総額（ｼｰﾘﾝｸﾞ）②予算検討閣議において、財務原案をﾍﾞｰｽに、歳出総額（ｼｰﾘﾝｸﾞ）②予算検討閣議において、財務原案をﾍﾞｰｽに、歳出総額（ｼｰﾘﾝｸﾞ）
　及び27の主要歳出分野の上限額（ﾀｰｹﾞｯﾄ）を決定　及び27の主要歳出分野の上限額（ﾀｰｹﾞｯﾄ）を決定　及び27の主要歳出分野の上限額（ﾀｰｹﾞｯﾄ）を決定　及び27の主要歳出分野の上限額（ﾀｰｹﾞｯﾄ）を決定

　　　　 　　※人件費、物件費、事業費等の積上げではなく、トップダウンで決める
　　　 　　※pay as you go原則の下、主要歳出分野への予算の配分は変更可能

　　※１・２年目の歳出は既定なので、新たに決定されるのは３年目の歳出
③決定した内容を「春期財政政策」として議会に提出③決定した内容を「春期財政政策」として議会に提出③決定した内容を「春期財政政策」として議会に提出③決定した内容を「春期財政政策」として議会に提出
④議会は、政府の財政政策や経済見通し等を審議し歳出総額を議決④議会は、政府の財政政策や経済見通し等を審議し歳出総額を議決④議会は、政府の財政政策や経済見通し等を審議し歳出総額を議決④議会は、政府の財政政策や経済見通し等を審議し歳出総額を議決
　　※この時点では主要歳出分野の上限額は審議の参考資料

　

⑤支出省庁は、②で決定した27の主要歳出分野の上限額を踏まえ、⑤支出省庁は、②で決定した27の主要歳出分野の上限額を踏まえ、⑤支出省庁は、②で決定した27の主要歳出分野の上限額を踏まえ、⑤支出省庁は、②で決定した27の主要歳出分野の上限額を踏まえ、
　個別の議決予算案を作成　個別の議決予算案を作成　個別の議決予算案を作成　個別の議決予算案を作成
　　※議決予算案の作成は基本的に省庁の責任、財務省は注意深くモニター
⑥翌年度の主要歳出分野の上限額及び496の議決予算を盛り込んだ⑥翌年度の主要歳出分野の上限額及び496の議決予算を盛り込んだ⑥翌年度の主要歳出分野の上限額及び496の議決予算を盛り込んだ⑥翌年度の主要歳出分野の上限額及び496の議決予算を盛り込んだ
　政府最終予算案を閣議決定し、議会に提出　政府最終予算案を閣議決定し、議会に提出　政府最終予算案を閣議決定し、議会に提出　政府最終予算案を閣議決定し、議会に提出
⑦予算委員会で、27の主要歳出分野の上限額について審議し、議決⑦予算委員会で、27の主要歳出分野の上限額について審議し、議決⑦予算委員会で、27の主要歳出分野の上限額について審議し、議決⑦予算委員会で、27の主要歳出分野の上限額について審議し、議決

　　 　　※政府案の修正は可能であるが、既定の歳出総額は変えられないので、
　　　pay as you go原則による再配分のみ可能
⑧歳出分野毎の委員会で、議決予算案を審議し、議決⑧歳出分野毎の委員会で、議決予算案を審議し、議決⑧歳出分野毎の委員会で、議決予算案を審議し、議決⑧歳出分野毎の委員会で、議決予算案を審議し、議決
　　※政府案の修正は可能であるが、既定の主要歳出分野の上限額は変え
　　　られないので、pay as you go原則による再配分のみ可能

●補正予算を出しても歳出総額は変えられない（枠内での再配分のみ可能）
●会計年度は１～１２月（暦年）

図９　スウェーデンのフレーム予算及び歳出シーリングの仕組み図９　スウェーデンのフレーム予算及び歳出シーリングの仕組み図９　スウェーデンのフレーム予算及び歳出シーリングの仕組み図９　スウェーデンのフレーム予算及び歳出シーリングの仕組み

予算編成の第１段階：春予算編成の第１段階：春予算編成の第１段階：春予算編成の第１段階：春

予算編成の第２段階：秋予算編成の第２段階：秋予算編成の第２段階：秋予算編成の第２段階：秋

歳　出歳　出歳　出歳　出
総　額総　額総　額総　額

（３ヶ年分）

２７の２７の２７の２７の
主要歳出分野主要歳出分野主要歳出分野主要歳出分野
（３ヶ年分）

外交･国際協力、国防、
保健・医療、雇用、教育
文化、都市計画・住宅、
環境保全、交通･通信　等

４９６の議決予算４９６の議決予算４９６の議決予算４９６の議決予算

（翌年度分）

省庁・エージェンシーの経常運営費
移転支出、資本支出　等

トトトト
ッッッッ
ププププ
ダダダダ
ウウウウ
ンンンン

シーリングシーリングシーリングシーリング

ターゲットターゲットターゲットターゲット



 

 19

 

（出所）Department of the Environment and Heritage,"The Portfolio Budget Statement 2000-2001"
       により作成

図１０　豪州のアウトカム･アウトプット体系の予算説明書図１０　豪州のアウトカム･アウトプット体系の予算説明書図１０　豪州のアウトカム･アウトプット体系の予算説明書図１０　豪州のアウトカム･アウトプット体系の予算説明書
（環境・文化遺産ポートフォリオの例）（環境・文化遺産ポートフォリオの例）（環境・文化遺産ポートフォリオの例）（環境・文化遺産ポートフォリオの例）

豪州ｸﾞﾘｰﾝ･ﾊｳｽ局

環境・文化遺産大臣

環境・文化遺産省

ｸﾞﾚｰﾄ･ﾊﾞﾘｱ･ﾘｰﾌ
海洋公園局

豪州文化遺産委員会

国立公園管理局

【アウトカム３】【アウトカム３】【アウトカム３】【アウトカム３】
南極大陸における
豪州の関与を増強

【アウトカム２】【アウトカム２】【アウトカム２】【アウトカム２】
気象関連の科学とサービ
スからの便益の享受

【アウトカム１】【アウトカム１】【アウトカム１】【アウトカム１】
環境の保護・保全

アウトプット
グループ１.１
政策助言
説明責任

アウトプット
１.１.５

環境保護に関
する政策助言

アウトプット
１.１.４
戦略的な
政策の調整

アウトプット
１.１.３
組織改革
協議事項

アウトプット
１.１.１
国際的な
政策助言

質質質質
持続可能な発展に関する委員会や
国連環境委員会等の重要な会議に
際して、タイムリーで効果的かつ
戦略的な説明や助言を大臣及び幹
部に行う。主要な問題は精力的に
フォローし、大臣の満足を得る。

量量量量
100～150回の行事や活動に対して
説明や助言を実施

価格価格価格価格
117.4万豪ドル
（うちｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算112.2万豪ドル）

質質質質
国民等の要望に合致した包括的
な報告書を作成する

量量量量
・自然や文化遺産の中心的指標
の報告書１つ
・環境保全の持続性の点から国
家の発展を測定した指標に関す
る報告書１つ
・主要な環境指標のデータを示
した技術的報告書６種
・ニューズレター３種

価格価格価格価格
167.3万豪ドル
（うちｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算167.3万豪ドル）

（略）

（略） （略）

（略）

（略） （略）

（略） （略）

（略）

※差額は予算以外からの収入

【アウトカム１の達成への貢献指標】【アウトカム１の達成への貢献指標】【アウトカム１の達成への貢献指標】【アウトカム１の達成への貢献指標】（略）
【アウトカム１の評価方法】【アウトカム１の評価方法】【アウトカム１の評価方法】【アウトカム１の評価方法】（略）
【アウトカム１に関する競争入札と民間委託の活用】【アウトカム１に関する競争入札と民間委託の活用】【アウトカム１に関する競争入札と民間委託の活用】【アウトカム１に関する競争入札と民間委託の活用】（略）

アウトプット
グループ１.２
仕組み・補助金
行政プログラム

アウトプット
１.１.２
環境報告書
の作成

アウトプット
グループ１.３
合意・協定
政策・計画

（略）

省
庁
管
理
支
出

15,880.6
万豪ドル

（略）

（略）

（略）
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図１１　伝統的・行政管理型から市場メカニズム・マネジメント型へのシフト図１１　伝統的・行政管理型から市場メカニズム・マネジメント型へのシフト図１１　伝統的・行政管理型から市場メカニズム・マネジメント型へのシフト図１１　伝統的・行政管理型から市場メカニズム・マネジメント型へのシフト

　　伝　統　的

　行政管理 マネジメント

　市場メカニズム
出典：ＯＥＣＤ（1997）

伝　統　的伝　統　的伝　統　的伝　統　的

フランスフランスフランスフランス

豪州、スウェーデン豪州、スウェーデン豪州、スウェーデン豪州、スウェーデン
カナダ、オランダカナダ、オランダカナダ、オランダカナダ、オランダ

米　国米　国米　国米　国 デンマークデンマークデンマークデンマーク

フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド

英　国英　国英　国英　国
ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド
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図１２図１２図１２図１２    予算・財政のマネジメントの新たなモデル予算・財政のマネジメントの新たなモデル予算・財政のマネジメントの新たなモデル予算・財政のマネジメントの新たなモデル    
 

伝統的モデル伝統的モデル伝統的モデル伝統的モデル                                                                                    ＮＰＭモデルＮＰＭモデルＮＰＭモデルＮＰＭモデル    
                                

 
１．財政運営１．財政運営１．財政運営１．財政運営    
 ①裁量的な財政運営 
 ②単年度で収支バランス（短期的） 
 ③楽観的な経済見通し 
 ④説明責任弱い、透明性低い 
 
２．２．２．２．予算編成予算編成予算編成予算編成    
 ①単年度予算 
 ②積上げ（ボトムアップ） 
 ③横並びの増分・減分主義（一律カット） 
 
 ④Line-item（項目）予算 
 ⑤強いインプット・コントロール 
 
 ⑥財務大臣は他の大臣と「並列的」 
 
 
３．財務・会計３．財務・会計３．財務・会計３．財務・会計    
 ①現金主義会計 
 ②予算執行の弾力性乏しい 
 ③現金管理の監査 
 

     
１．財政運営１．財政運営１．財政運営１．財政運営    
 ①ルールに基づく財政運営 
 ②景気循環で収支バランス（中長期的） 
 ③慎重な経済見通し 
 ④説明責任の強化、透明性の向上 
 
２．２．２．２．予算編成予算編成予算編成予算編成    
 ①複数年度予算（３~４年） 
 ②歳出上限額（トップダウン） 
 ③歳出上限額の枠内で優先順位付け（pay as 

you go原則） 
 ④Global（一括）予算 
 ⑤アウトプット・アウトカム志向（インプッ
トの権限は省庁等に委譲） 

 ⑥「階層的」（予算は総理と財務大臣を中心
とする閣議で決定） 

 
３．財３．財３．財３．財務・会計務・会計務・会計務・会計    
 ①発生主義会計 
 ②予算執行の弾力性高い 
 ③政策評価、モニタリング 
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図１３　財　政　当　局　の　新　た　な　役　割図１３　財　政　当　局　の　新　た　な　役　割図１３　財　政　当　局　の　新　た　な　役　割図１３　財　政　当　局　の　新　た　な　役　割

単年度の詳細な査定単年度の詳細な査定単年度の詳細な査定単年度の詳細な査定
（インプット・コントロール）（インプット・コントロール）（インプット・コントロール）（インプット・コントロール）

 中長期的な財政運営を前提と 中長期的な財政運営を前提と 中長期的な財政運営を前提と 中長期的な財政運営を前提と
 した歳出総額のマクロ的コン した歳出総額のマクロ的コン した歳出総額のマクロ的コン した歳出総額のマクロ的コン
 トロール トロール トロール トロール

 説明責任と透明性向上のため 説明責任と透明性向上のため 説明責任と透明性向上のため 説明責任と透明性向上のため
 の 財務・会計のマネジメント の 財務・会計のマネジメント の 財務・会計のマネジメント の 財務・会計のマネジメント

より戦略的な観点、Value forより戦略的な観点、Value forより戦略的な観点、Value forより戦略的な観点、Value for
moneyの観点からの重要な政策moneyの観点からの重要な政策moneyの観点からの重要な政策moneyの観点からの重要な政策
やプログラムの分析・検討やプログラムの分析・検討やプログラムの分析・検討やプログラムの分析・検討
（内閣への政策提言）（内閣への政策提言）（内閣への政策提言）（内閣への政策提言）


