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Ⅲ．ニュージーランド～経済理論を実践するＮＰＭの旗手Ⅲ．ニュージーランド～経済理論を実践するＮＰＭの旗手Ⅲ．ニュージーランド～経済理論を実践するＮＰＭの旗手Ⅲ．ニュージーランド～経済理論を実践するＮＰＭの旗手    
    
１．改革の概要１．改革の概要１．改革の概要１．改革の概要    
    
（１）改革の背景と流れ（１）改革の背景と流れ（１）改革の背景と流れ（１）改革の背景と流れ    
    

1973～75 年の第一次石油ショックに至るまでは、ニュージーランド
（以下ＮＺという）は、ＯＥＣＤ諸国の中でも高成長の国の一つであり、
失業率は低く、物価も安定していた。また、包括的かつ水準の高い社会
保障制度を作り上げていた。その発展の背景には、ＮＺ経済が英国との
特恵貿易注１により国際経済の変動から隔離されていたということがある。
しかし、こうした仕組みは、1970 年代の世界的な不況と英国のＥＣ加盟
（73 年）により維持できなくり、1975～84 年の間、ＮＺ経済は悪化の
一途を辿った（表Ⅲ－１－１参照）。 
1970 年代後半、経済の低迷から脱出するために当時のマルドゥーン国

民党政権が採った政策は、規制の強化・産業保護、補助金の増額、大規
模公共事業注２の実施など、積極的な介入策であった。その効果もありＧ
ＤＰ成長率は 81 年には４％を超えるなど、経済は一時的に持ち直すも
のの、他方で、インフレの高騰（82 年：ＣＰＩ上昇率 16.2％）、経常収
支の悪化（84 年：対 GDP 比マイナス 8.6％）、財政赤字の拡大（83 年：
対ＧＤＰ比マイナス 9.2％注３）を招いてしまった（図Ⅲ－１－１参照）。
また、80 年代初頭のＮＺは、世界で最も閉鎖的で政府規制の強い国と言
われ、交通・通信等の分野では、政府が直接サービスの供給主体として
事業を行っており、その非効率な運営と民間経済への過度の介入が問題
となっていた。 
82 年には、マルドゥーン政権は、悪化したインフレ対策として賃金や

金利等の凍結策を打ち出したものの、インフレは静まらなかった。こう
した中で、84 年６月、マルドゥーン首相は突然議会を解散し、総選挙に
出た。突然の総選挙発表により、ＮＺドルの切下げの予想が高まり、猛 

                      
注１ 1932 年のオタワ協定により、ＮＺ製品の関税を無税にするもの。 
注２ “Think Big Project”と呼ばれ、具体的には、第一勧銀総合研究所（2001）によれば、81/82
年度予算の 23%にあたる総額 65 億ＮＺドルに上る大規模な資源開発計画であり、石油代替エネ
ルギーの開発等がその中心であった。 

注３ 財政赤字については、ＯＥＣＤ統計では、1986 年以降しか入手できないので、それ以前は便
宜上ＩＭＦのデータを使っている。債務残高については、ＮＺ債務管理局による。 



 76
 

（％）
1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年

実質ＧＤＰ伸び率 0.4 4.7 3.3 2.5 8.5 1.6 0.6 0.7 2.7 ▲0.8
消費者物価上昇率 17.1 15.4 16.2 7.3 6.2 15.4 13.2 15.7 6.4 5.7
失業率 2.5 3.3 3.6 5.3 4.5 3.5 4.0 4.1 5.6 7.1
経常収支:対ＧＤＰ比 ▲4.4 ▲5.0 ▲7.3 ▲4.4 ▲8.6 ▲7.3 ▲6.4 ▲5.0 ▲1.0 ▲3.8
長期金利（10年物指標国債） 13.3 12.8 12.9 12.2 12.6 17.7 16.4 15.7 13.1 12.8
一般政府支出:対ＧＤＰ比 38.3 39.7 41.0 40.5 41.1 40.5 52.6 49.0 49.9 48.4
一般政府財政収支:対ＧＤＰ比 ▲6.7 ▲7.6 ▲7.6 ▲9.2 ▲8.2 ▲4.6 ▲6.5 ▲2.2 ▲4.8 ▲3.7
一般政府ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾊﾞﾗﾝｽ:対ＧＤＰ比 - - - - - - ▲2.0 1.8 ▲1.4 0.2
一般政府ネット債務残高:対ＧＤＰ比 14.0 14.6 18.8 25.7 28.0 35.5 35.3 41.2 38.5 42.3
一般政府グロス債務残高:対ＧＤＰ比 45.0 41.6 45.8 53.8 55.6 62.4 58.4 68.9 58.8 56.1

1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
実質ＧＤＰ伸び率 0.3 ▲2.3 0.6 4.9 6.1 3.4 2.6 2.9 ▲0.6 3.7
消費者物価上昇率 6.1 2.6 1.0 1.3 1.7 3.8 2.3 1.2 1.3 ▲0.1
失業率 7.8 10.3 10.3 9.5 8.1 6.3 6.1 6.6 7.5 6.8
経常収支:対ＧＤＰ比 ▲3.2 ▲2.8 ▲3.5 ▲2.4 ▲3.8 ▲5.0 ▲6.1 ▲6.7 ▲4.1 ▲6.7
長期金利（10年物指標国債） 1.4 10.1 8.4 6.9 7.6 7.8 7.9 7.2 6.3 6.4
一般政府支出:対ＧＤＰ比 48.8 45.8 45.4 42.0 39.6 38.8 38.5 38.9 39.5 40.9
一般政府財政収支:対ＧＤＰ比 ▲0.7 ▲3.8 ▲3.3 ▲0.6 3.0 3.1 3.0 2.0 1.4 0.3
一般政府ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾊﾞﾗﾝｽ:対ＧＤＰ比 ▲0.5 ▲0.8 ▲0.3 1.8 4.3 4.6 3.8 2.7 1.7 0.2
一般政府ネット債務残高:対ＧＤＰ比 49.4 47.1 50.5 45.9 40.9 35.6 30.2 25.8 24.3 21.0
一般政府グロス債務残高:対ＧＤＰ比 61.4 60.8 62.6 58.7 53.6 48.2 43.7 36.7 38.3 35.5
（注）1.他の国と同じ基準で比較できるように、データは原則ＯＥＣＤ基準による。そのため、政府の統計資料とは異なる場合がある。
　　　2.経済関連データ（上５段）は暦年。財政関連データ（下５段）は年度。なお、基準の変更などにより太線部分で連続性は失われている。
　　　3.政府支出、財政収支の1980～85年度はＩＭＦによる。ネット債務残高、グロス債務残高は、ＮＺ債務管理局（ＮＺＤＭＯ）による。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68, 61, 54"、 ＩＭＦ,"International Financial Statistics 2000"、 
　　　　ＮＺ Debt Management Office,"Public Debt History of New Zealand" により作成

表Ⅲ－１－１　ニュージーランドの主な経済指標の推移表Ⅲ－１－１　ニュージーランドの主な経済指標の推移表Ⅲ－１－１　ニュージーランドの主な経済指標の推移表Ⅲ－１－１　ニュージーランドの主な経済指標の推移
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（注）1.他の国と同じ基準で比較できるように、データは原則ＯＥＣＤ基準による。そのため、政府の統計資料とは異なるケースがある。
　　　2.実質ＧＤＰ伸び率は暦年ベース、一般政府財政収支対ＧＤＰ比と一般政府グロス債務残高対ＧＤＰ比は年度ベース。
　　　3.財政収支の1980～85年度はＩＭＦによる。債務残高はＮＺ債務管理局による。
　　　4.実質ＧＤＰは1983年までと84年以降、財政収支は1984年度までと85年度以降とでは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Ⅲ－１－１　ニュージーランドの財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅲ－１－１　ニュージーランドの財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅲ－１－１　ニュージーランドの財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅲ－１－１　ニュージーランドの財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移
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烈な売りを浴びせられ、外貨準備が激減するなど為替危機が生じた。総
選挙では、結局、国民党は負けて、労働党ロンギ政権が誕生し、一連の
改革が始まった。改革は、時のロジャー財務大臣がリードしたことから、
「ロジャーノミックス」と呼ばれた。改革は、経済運営から行政運営ま
で広範囲に渡り、かつ時代の流れとともに変遷しているが、主として政
権の交代を区切りとして、次の３つのステージに分けて整理することが
できる（全体の流れは、BOXⅢ－１－１参照）。 
 
①第１期①第１期①第１期①第１期 1984198419841984～～～～87878787 年：ロンギ労働党政権（第１次）年：ロンギ労働党政権（第１次）年：ロンギ労働党政権（第１次）年：ロンギ労働党政権（第１次）    
  1984 年に財務省が発表した「経済運営(Economic Management)」
という提言に基づき注４、規制緩和、税制改革（ＧＳＴの導入等直間
比率の見直し）、補助金削減など、経済運営全般にわたる改革が行
われた。 
 
②第２期②第２期②第２期②第２期 1987198719871987～～～～89898989 年：ロンギ労働党政権（第２次）年：ロンギ労働党政権（第２次）年：ロンギ労働党政権（第２次）年：ロンギ労働党政権（第２次）    
 1987 年に財務省が発表した「政府運営(Government Management)」
という提言に基づき、政府部門の改革が行われた。この提言は、省
庁のマネジメントに関し、次のような改革を指摘した。 
 
 ・大臣と各省庁の次官の役割の明確化 
 ・各省庁のマネジメントに関する次官の独立性及び裁量性の確保 
 ・各省庁が生み出すアウトプットとアウトカムの区別 
 ・発生主義会計に基づく財務上の説明責任の必要性 
 
  これらを実現するべく具体的な立法化措置がとられた。ＮＺの改
革は、全て法律により実施されており、主要な法律を上げて、改革
の具体的な流れを示すと次のとおりである。 
 
 ・1986 年国有企業法(State-Owned Enterprises Act) 
                → 政府が行ってきた事務事業を省庁から切り離し、国を株

主とする株式会社とする改革が行われた。 

                      
注４和田（2000）によれば、ＮＺ財務省の行政官たちは留学先の米国で、「小さな政府」を擁護す
る新古典派経済学を学び、民間経済に介入しているＮＺの政策の抜本的な改革が必要であると
訴えていたが、84 年の総選挙で、若手中心で既得権益とのつながりが薄い労働党政権が誕生し、
彼らの主張を受け入れた改革が実行されたという。 
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BOXBOXBOXBOXⅢ－１－１Ⅲ－１－１Ⅲ－１－１Ⅲ－１－１    主な改革の流れ主な改革の流れ主な改革の流れ主な改革の流れ    
 
  1984 年     ロンギ労働党政権発足  
              物価・賃金の規制の撤廃、預金金利や貸出金利に関する規制の撤廃、 

各種補助金の撤廃に着手、為替レートの 20％引下げ、為替管理規制の撤廃 
 
1985 年   変動為替相場への移行 
 
1986 年   ＧＳＴの導入など税制改革の実施 

国営企業法(State Owned Enterprise Act)の制定 
商業法(Commerce Act)の制定（規制緩和の実施） 

 
1987 年   ムーア労働党政権発足 

銀行業の参入の自由化 
 
1988 年   政府部門法(State Sector Act)の制定 
 
1989 年   財政法(Public Finance Act)の制定 

パフォーマンス・アグリーメント（業績契約）の導入 
ＮＺ準備銀行法(Reserve Bank of New Zealand Act)の制定 

 
1990 年   ボルジャー国民党政権（第１次）発足 

会計年度の変更（４－３月⇒７－６月） 
 
1991 年   雇用契約法(Employment Contact Act)の制定（労使関係の自由化） 

発生主義予算の導入（省庁歳出予算） 
 
1993 年   ボルジャー国民党政権（第２次）発足 

パーチェス・アグリーメント（購入契約）の導入 
 
1994 年   17 年ぶりの財政黒字（94 会計年度） 

財政責任法(Fiscal Responsibility Act)の制定 
 
1995 年   戦略的結果目標（ＳＲＡｓ(Strategic Result Areas)1994-97）の発表 
 
1997 年   戦略的結果目標（ＳＲＡｓ(Strategic Result Areas)1997-2000）の発表 
 
1998 年   戦略的優先事項（ＳＰｓ(Strategic Priorities)1999-2002）の発表 
 
1999 年   クラーク労働党政権発足 
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 ・1988 年政府部門法(State Sector Act) 
    → 大臣とチーフ・エグゼクティブ（次官）の間に契約概念

を導入するなど民間企業の経営手法が導入され、人事・組
織面の改革が行われた。 

    
    ・・・・1989 年財政法(Public Finance Act) 
    → 従来のインプット予算からアウトプット予算への転換及

び発生主義会計の導入など、予算制度の改革が行われた。 
    
   ③第３期③第３期③第３期③第３期 1989198919891989～～～～99999999 年：ボルジャー国民党政権年：ボルジャー国民党政権年：ボルジャー国民党政権年：ボルジャー国民党政権    
     上記の第２期の改革については、具体的に実施され定着したのは、 
    90 年代に入ってからである。更に、国民党政権において、財政責任

法(Fiscal Responsibility Act)が制定され、財政運営のルールや透
明化のための措置が盛り込まれた。これにより、いくつかの課題を
残しつつも、ＮＺの行財政改革はほぼ完成されたといえる注５。そし
て、94 年には、17 年ぶりに財政が黒字に転換し、その後は黒字を維
持している。また、ピーク時（87 年）には 70％近かった債務残高も、
99 年には半分の 35％までに低下している。 

 
（２）改革の特徴（２）改革の特徴（２）改革の特徴（２）改革の特徴    
    

ＮＺの公的部門のマネジメントは、改革により劇的に変わった。改
革当時の会計検査委員長は、改革を「広範囲、野心的、世界の他の国
では前例がない」と評した。ＯＥＣＤの多くの国で行財政改革は進め
られ、結果志向のマネジメントなど、基本的な方向には大きな差はな
いと考えられるが、その中でもＮＺの取組みは際立っており、現在で
も改革の最右翼に位置しているといえる。 
ＮＺの行財政改革は、1988 年政府部門法及び 1989 年財政法により

開始されたが、パフォーマンス・アグリーメント（業績契約）・パーチ
ェス・アグリーメント（購入契約）、発生主義会計など多くの行財政運
営のイノベーションを生み出した。こうしたイノベーションを称して、

                      
注５ 1999 年末には、労働党連立政権が誕生しており、同政権では、主として社会保障分野の再改
革、すなわち行き過ぎた市場・競争原理導入策の見直し（例えば、年金額・最低賃金額の引上
げ、公営住宅の所得連動型家賃の復活など）が行われている。しかし、これまでに構築した行
政運営の基本的な枠組みについては、現在のところ大きな見直しは報告されていない。 
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一般にニュージーランド・モデルと言われている。 
ＮＺモデルの基本的な特徴は、ミクロ経済理論と組織科学（制度派

経済学）をうまく結合させ、理論を具体的に実践した「包括的なマネ
ジメントの改革」である（主な理論については BOXⅢ－１－２参照）。
その実践も、法律により明確なフレームを定め、短期間に包括的に行
っている。改革の手法は、公的部門のマネジメントに民間部門の経営
手法あるいはマーケットタイプのメカニズムを導入するというもので
ある。例えば、省庁のチーフ・エグゼクティブ（次官）を公募・任期
制とし、大臣とチーフ・エグゼクティブに契約概念を導入する、政府
の予算財政に発生主義会計を導入する、といった仕組みである。これ
らの取組みを理論的に整理したのが、ニュー・パブリック・マネジメ
ント（ＮＰＭ）に他ならない。 
ＮＺモデルの特徴をもう少し具体的に上げると次のようになる。 

    
① 明文の契約（事前）と事後の業績評価により、省庁のチーフ・
エグゼクティブ（次官）の大臣に対する説明責任を法的に明確に
した。 

 
② 「政府」（Crown）と「省庁」（departments）を区別し、政府は、
省庁に対して二つの利害・関心を持つと概念的に整理した。一つ
は、政府が省庁の生産する財・サービスの購入者であることの関
心（purchase interest）であり、もう一つは、政府が省庁の所有
者であることの関心（ownership interest）である。 

 
③ アウトプットとアウトカムを厳密に区別し、省庁は、政府活動
の最終目標であるアウトカムの達成ではなく、アウトプットの達
成に関し責任を有するとされている。他方大臣は、各省庁やその
他の機関からアウトプットを購入し、アウトカムの達成に責任を
有する。こうした区分は、責任の範囲の明確化をねらいとしてい
る。 

 
 予算・財政のマネジメントの改革も、上記の考え方と整合的に、あ
るいは行政運営の改革と一体として行われているところに特徴がある。
具体的には、次のような点である。 
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BOXBOXBOXBOXⅢ－１－２Ⅲ－１－２Ⅲ－１－２Ⅲ－１－２    ＮＺモデルの理論的基盤ＮＺモデルの理論的基盤ＮＺモデルの理論的基盤ＮＺモデルの理論的基盤    

    
  1960 年代、省庁や政府企業のガバナンスや効率性の問題を解くため、多くの経済理論 
 が発展した。以下はその代表的なものを紹介する。 
 
１．パブリック・チョイス理論（Public choice theory） 
 
  この理論によれば、公務員は、公の利益とは関係ない目的を最大化することによって 
 自己利益の拡大を図る傾向があるという。この問題を克服するためには、アウトプット 
 を計測し、業績に基づくインセンティブを付与することが重要とされている。また、こ 
 の理論によれば、規制は利益集団によって”capture”、すなわち取り込まれてしまうの 
 で、規制担当部局は企画立案部局と分離すべきということになる。 
 
 
２．プリンシパル－エージェント理論（Principal-agent theory） 
 
  政府内では、大臣というプリンシパルは、省庁の責任者というエージェントに対し、 
プリンシパルに便益をもたらすように行動する。プリンシパルの有する情報は不完全な 
ので、彼は、エージェントが何をしているかよくわからないし、またエージェントの行 
動を正すことができない。こうした関係は議会と行政府の間にも見られる。この問題を 
克服するためには、エージェントの業績をモニターし、それがプリンシパルの目標と一 
致していることを確認するメカニズム、例えば契約が必要である。契約は、透明性と説 
明責任を向上させること、エージェンシー・コスト（こうした契約を締結し、モニター 
するためにかかる費用）を最小にすることによって、意思決定を明確にするためのもの 
である。contracting-out やパフォーマンス・アグリーメントは、政府サービスの独占的 
な供給者である省庁の力を減じ、エージェントの欠点を克服するためのメカニズムの１つ 
である。 
 
 

３．競合可能な市場に関する理論（Contestable markets Theory） 
 
  ある市場で、①既存企業と潜在的参入企業との間に技術・需要両面で差がなく、②既 
存企業の価格は参入の前後で変化しない、③参入・退場に費用がかからないとき、これ 
を競合可能な市場という。この理論によれば、市場が完全にコンテスタブルであれば、 
公共サービスは、行政による規制よりはレッセ・フェールによる方が効率的に提供され 
るという。しかし、コンテスタビリティは、最適な資源配分を自動的に導くことを意味 
していない。参入・退場に関する障壁を取り除いても十分ではなく、契約に基づき業 
績目的をモニターし測定しなければならない、埋没費用（sunk cost）が大きい場合に 
は、契約を解除するため相当のコストがかかる、といった問題を生じさせる。 
また、不確実性や独占の利益（レント）を獲得・維持しようというインセンティブが 
働く場合には、長期的な契約を締結し、これを維持することは一般に難しいとされて 
いる。 
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 ① 従来のインプット予算から省庁が生み出すアウトプット毎にそ
のコストとして予算を計上する。そして、発生主義会計により、
フルコストを把握する。 
 
② 各省庁あるいはエージェンシー（ＮＺではクラウン・エンティ
ティという）に、与えられた予算の枠の中で、予算の配分・執行、
財務管理等の権限を与える。他方、アカウンタビリティを確保す
るため、様々な報告書の作成を義務付ける。 

 
そして、特筆すべきは、94 年に成立した財政責任法である。これは、
財政運営についての説明責任や透明性の向上を図ることをねらいとす
るものであり、その後英国や豪州でも導入されている。 
ＮＺの場合、大臣、省庁等の組織の改革及びその運営の改革を把握
しなければ、予算財政について理解することは難しい。したがって、
以下では、他の国の分析とは異なり、組織改革を述べた後は、まず業
績マネジメントの改革に触れ、予算財政の仕組みについては後に述べ
ることとする。 

    
    
２．中央政府の組織改革２．中央政府の組織改革２．中央政府の組織改革２．中央政府の組織改革    
    
（１）再編の基本的考え方（１）再編の基本的考え方（１）再編の基本的考え方（１）再編の基本的考え方    
    
   1980 年代の改革に至るまでのＮＺにおいては、政府部門が多くの商業
的活動を行っていたことから、その非効率な運営が批判されていた。そ
こで、改革は、まず、86 年の国有企業法により、従来政府が行ってきた
事業を省庁から切り離し、国を株主とする株式会社に転換することから
始まった（国有企業法については BOXⅢ－２－１、民営化された主な国
有企業等は表Ⅲ－２－１参照）。 
国有企業は、株式会社として、通常の民間会社と同じように、利潤を

追求し、株主である政府に配当を行うことが求められている。最終的に
は、株式を売却し、政府債務の削減を目的としている。国有企業は、向
こう３年間の活動内容や業績目標を記述した事業計画を、株主である大
臣に提出し、年度末には財務諸表などを含む年次報告書を大臣に提出す
る、といった仕組みにより説明責任を求められる。 
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BOXBOXBOXBOXⅢ－２－１Ⅲ－２－１Ⅲ－２－１Ⅲ－２－１    国有企業法国有企業法国有企業法国有企業法 1986198619861986 の概要の概要の概要の概要    

 
１．法律の目的 
  政府が行う商業的活動の業績の向上を図ることであり、そのため次の点を規定す
る。 

  ①国有企業の活動を定める原則を明確にする 
  ②特定の政府活動を実行する企業の設置を法的に明確にし、所有権を管理する 
  ③国有企業の説明責任と大臣の責任に関し、必要な事項を定める 
 
２．国有企業の活動目的 
  政府系企業は成功する事業活動を行わなければならない。そのため次の点が求め 
られる。 

  ① 政府が所有しない比較可能な企業と同程度に利益を産み効率的でなければな 
らないこと 

  ② 良い使用者であること 
  ③ コミュニティの利益を考慮することによって、社会的な責任を果たすこと 
 
３．経営及び所管大臣 
  役員の任命について規定し、役員は、財務大臣及び所管大臣に対して説明責任を 
 負わなければならない。 
 
４．説明責任の遂行 
（１）全ての企業には次の報告書を所管大臣に提出しなければならない。 
  ①年次業務計画書（企業目的、業務範囲、会計方針、業績目標、予測利益等） 
  ②会計報告書（統合財務諸表、活動報告、配当の分配方針、業績の比較等） 
（２）所管大臣は、議会に対し、向こう 3年間の業務計画書及び年次報告書・財務諸 
表を提出しなければならない。 

 
表Ⅲ－２－１表Ⅲ－２－１表Ⅲ－２－１表Ⅲ－２－１    民営化された主な国営企業等民営化された主な国営企業等民営化された主な国営企業等民営化された主な国営企業等    

                             （百万ＮＺドル） 

企     業     名 売却年 売却金額 
New Zealand Steel   1988     327 
Development Finance Corporation   1988     111 
Post Office Bank  1989     678 
Air New Zealand 1989     660 
Rural Bank   1989     688 
State Insurance Office   1990     735 
Maui Gas   1990     254 
Telecom   1990   4,250 
Housing Corporation Mortgages 1991-99   2,414 
Bank of New Zealand   1992     850 
New Zealand Rail   1993     328 
Auckland International Airport   1998     460 
Forestry Corporation of NZ   1996   1,600 
Works and Development Services   1996     108 
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次のステップが、88 年の政府部門法及び 89 年の財政法により実施さ
れた中央省庁の抜本的な改革である。改革の核心は次章で述べるマネジ
メントの改革であるが、その前に、組織の改革について、その基本的な
考え方を整理しよう。 
 

  ①組織目的の明確化 
    １組織１機能を原則に、各組織には明確な目的を与え、責任の所在 

をはっきりさせる。さらに、同じ機能を持つ組織は統合する。 
 
  ②政策立案機能と実施機能の分離 
    中央省庁の機能を原則として政策立案に限定し、サービスの供給や

規制業務・監視業務はエージェンシー（「クラウン・エンティティ」
（Crown entity））等に行わせる。これは、政策立案を行う組織に、
サービスの供給や規制を行う機能があると、関係業界の既得権益を守
るため企画立案が歪められるという「プロバイダー・キャプチャー」
（provider capture）を防ぐ目的がある。 

 
  ③競争の促進 
    中央省庁及びクラウン・エンティティ等の機能を明確化することに

より、競争の土俵を定め、民間を含め他の組織と競争が可能となる環
境を構築する。例えば、大臣は、あるサービスの供給について、クラ
ウン・エンティティよりも民間が安いコストで供給できるのであれば、
当該民間組織と契約を結ぶのである。中央省庁のコア業務である、企
画立案や政策提言業務についても、特定の省庁からだけではなく、他
の省庁や民間からも供給を受けることができる。 

    
（２）ＮＺの中央組織（２）ＮＺの中央組織（２）ＮＺの中央組織（２）ＮＺの中央組織    
    
   ＮＺの中央組織は、必要に応じて、廃止、分割、統合を繰り返し、再
編が行われたが、その特徴を挙げると次のとりおりである（改革の例と
して運輸省の組織改革を BOXⅢ－２－２で紹介する）。 

    
  ① 省庁の数は、1984 年の 34 省庁から 2000 年の 38 省庁へと増加した

（表Ⅲ－２－２参照）。数は多いが、規模の小さい省庁が多い（職員
数は平均 100 名程度）。ただし、国税庁、社会保健省、矯正庁（刑務
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所管理）の３つは 3000 人を超える規模である。また、大臣は約 20 名
なので、一人の大臣が複数の省庁に責任を持つことになる（大臣と省
庁の関係は我が国とは大きく異なる。詳細は後述）。 

 
  ② 省庁の機能は、政策提言業務（policy advise）、強制力を伴う業務

等である。特に、大臣に対して、「率直で偏りのない提言」（free and 
frank advise）を行い、大臣がこれに基づき政策を決定し、その決定
に基づき省庁等が実施するというのが、理念的な枠組みとなっている 

    
  ③ 首相内閣府（Department of the Prime Minister and Cabinet）、

行政サービス委員会（ State Service Commission ）、 財務省
（Treasury）の３つの組織は「中心省庁」（central agencies）と呼
ばれ、省庁間の総合調整機能を果たしている。 

                首相内閣府は、各省庁の総合調整機能を果たし、行政サービス委員
会は、人事・組織に関し各省庁を支援し、財務省は、経済政策、予算
編成、財務管理を担当する。 

 
 

    
BOXBOXBOXBOXⅢ－２－２Ⅲ－２－２Ⅲ－２－２Ⅲ－２－２    ＮＺ運輸省の組織改革ＮＺ運輸省の組織改革ＮＺ運輸省の組織改革ＮＺ運輸省の組織改革    

 
  1980 年代前半、ＮＺ運輸省には約 4300 人の職員がいたが、80 年代後半から 90 
年代前半にかけて断続的に組織改革が行われ、最終的には次のような形となった。 

 
  旧運輸省（4500 人）    新運輸省（政策提言等）（60 人） 
                  ｸﾗｳﾝ･ｴﾝﾃｨﾃｨ（航空分野の規制・監視） 

                  ｸﾗｳﾝ･ｴﾝﾃｨﾃｨ（陸上分野の規制・監視） 

                  ｸﾗｳﾝ･ｴﾝﾃｨﾃｨ（海上分野の規制・監視） 

                  ｸﾗｳﾝ･ｴﾝﾃｨﾃｨ（事故調査） 

                  ｸﾗｳﾝ･ｴﾝﾃｨﾃｨ（国道管理）  [CE 合計 700 人] 
                  国有企業（航空管制） 

                  国有企業（気象予報） [企業合計 1400 人] 
 
                他省庁へ業務の移管（道路交通規制等）（1500 人） 
                 
                民営化（自動車運転手の教育等）（60 人） 
  
                自然退職（500 人） 
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表Ⅲ－２－２表Ⅲ－２－２表Ⅲ－２－２表Ⅲ－２－２    1984198419841984 年当時の省庁と年当時の省庁と年当時の省庁と年当時の省庁と 2000200020002000 年現在の省庁年現在の省庁年現在の省庁年現在の省庁    
 

1984 年７月時点の省庁（34 省庁） 2000 年３月現在の省庁（38 省庁） 
 農業漁業省     国土調査庁 
 会計検査院     法制庁 
 環境委員会     マオリ関係庁 
 法務院       郵政庁 
 税関庁       首相府 
 防衛省       公共信託局 
 教育庁       科学産業研究庁 
 エネルギー省    社会福祉庁 
 外務省       政府保険庁 
 林野庁       政府印刷局 
行政サービス委員会 統計庁 
保健庁       観光庁 
住宅公社      通産庁 
国税庁       運輸省 
内務庁       財務省 
法務庁       資産価値評価庁 
労働庁       建設省 

 
 

 農林省     内務庁 
 会計検査院   法務省 
 児童家庭庁   労働庁 
 自然保全庁   国土情報庁 
 矯正庁     マオリ政策省 
 司法庁     国立図書館 
 法務院     太平洋諸島政策省 
 文化省     首相内閣府 
 税関庁     公共信託局 
 防衛省     科学技術省 
 経済開発省   重大詐欺捜査局 
 教育省     社会政策省 
 教育監査局   行政サービス委員会 
 環境省     統計庁 
 漁業省     運輸省 
 外務貿易省   財務省 
 保健省     女性政策省 
 住宅省     職業・所得保障庁 
国税庁     青少年政策省 

   出典：和田（2000） 

    
    
（３）クラウン・エンティティ（３）クラウン・エンティティ（３）クラウン・エンティティ（３）クラウン・エンティティ    
    
   クラウン・エンティティ（Crown entity）とは、一般に公的組織のう
ち、省庁と政府企業を除いたものと定義されているが、法的には、財政
法において、「付表第４表に列挙する組織」として規定されるものであ
る。クラウン・エンティティは、従来の組織を整理して、1992 年に財政
法に基づき創設された組織である。クラウン・エンティティの基準につ
いては BOXⅢ－２－３を、具体例については BOXⅢ－２－４を参照され
たいが、その業務の特徴としては、 

 
①比較的容易に契約を付すことが可能な業務 
②大臣の直接の指示を必要としないリスクの小さい業務 
③大臣からの独立性を保持し政治の影響を排除すべき業務 
 
などが挙げられる。また、クラウン・エンティティとされている組織は、
目的・趣旨の観点から民営化や企業化はなじまないものの、民間部門と
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の競争や公営機関との相互競争などにより成果・効率の向上が期待され
るため運営されている場合が多い。 

   クラウン・エンティティは、他の国ではエージェンシーに該当するも
のであるが、サービスの実施部門というものだけではなく、国立大学、
小・中・高校の学校理事会、公正取引委員会、オンブズマンなど、多種
多様な機能を担っている。財政法により、クラウン・エンティティは、
事業計画書、年次報告書、財務諸表（会計検査院の監査後）などを所管
大臣に提出することとされている（BOXⅢ－２－５参照）注６。 

    
    
    
    
    
    
    
    

    
BOXBOXBOXBOXⅢ－２－３Ⅲ－２－３Ⅲ－２－３Ⅲ－２－３    クラウン・エンティティの基準クラウン・エンティティの基準クラウン・エンティティの基準クラウン・エンティティの基準    

 
  クラウン・エンティティは、国営企業とは異なる政府（クラウン）から分離された組織 
 であり、次のいずれかに該当するものである。 
 
 ① 政府が過半数の株式を有する 
 ② 政府が役員会のメンバーを解任できる、又は役員会が存在しない場合は、最高責任 
者を解任できる。 

③ 政府が、解散の際に、純資産の 50％以上を受ける権利がある。 
④ 政府が、保証人に次いで、解散時に残余債務を負うことが求められる。 
⑤ 議会が政府によって所有されていると考える組織、クラウン・エンティティと考え 
 る組織 

    
出典：Treasury（1996） 

    
    
    
    

                      
注６ 1999 年に誕生した労働党連立政権は、2000 年８月、クラウン・エンティティのガバナンスや
説明責任を強化するための法律の整備（Crown Entities Bill）を行うことを発表した。 



 89

    
BOXBOXBOXBOXⅢ－２－４Ⅲ－２－４Ⅲ－２－４Ⅲ－２－４    クラウン・エンティティの具体例クラウン・エンティティの具体例クラウン・エンティティの具体例クラウン・エンティティの具体例    

 
 Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Corporation 
  Accounting Standards Review Board 
  Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa 
  Auckland International Airport Limited 
  Civil Aviation Authority of New Zealand 
  Electoral Commission 
  Housing Corporation of New Zealand 
  Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa 
  New Zealand Government Property Corporation 
  New Zealand Symphony Orchestra Limited 
  Police Complaints Authority 
  Regional Health Authority(number:4) 
  Road Safety Trust 
  School boards of trustees(number:2,677) 
  Securities Commission 
  Teacher Registration Board 
   Transport Accident Investigation Commission    
    
    

    
BOXBOXBOXBOXⅢ－２－５Ⅲ－２－５Ⅲ－２－５Ⅲ－２－５    クラウン・エンティティの運営方法・形態クラウン・エンティティの運営方法・形態クラウン・エンティティの運営方法・形態クラウン・エンティティの運営方法・形態    

 
  運営方法・形態については様々であるが、次のような共通点が指摘されている。 
 
 ① 多くの場合、担当省庁によって任命された役員会によって最高決定がなされ、長官 
  と職員が実際の業務を行っている。 
 ② クラウン・エンティティの中には、会社組織になっているものもあり、政府はそれ 
  らに対する所有者としての利害をチェックするため、クラウン・カンパニー監視助言 
  局(Crown Company Monitoring Advisory Unit)を創設 
 ③ 与えられる予算とそれにより期待される成果（アウトプット）に関して、毎年担当 
  省庁のチーフ・エグゼクティブ（次官）とクラウン・エンティティの長官は契約を交 
わす。長官の報酬は成果の達成度合いによって左右される。 

 ④ クラウン・エンティティの長官は、期待される成果の達成に責任を有する一方で、 
  インプット（資金調達、人材の調達・報酬、外注など）に関しては、自由裁量が与え 
  られる。 
 ⑤ 民間部門に競争者がある場合、それらとクラウン・エンティティの間に競争原理が 
  働くよう、システムに工夫がなされていることが多い。 
 ⑥ クラウン・エンティティの多くが、財政法 1989 に基づいて設立されたものが多いが、 
  他の法律（教育法など）に基づいて設立されたものがある。 
 ⑦ 省庁と同様に、発生主義会計に基づき、財務諸表等の報告を求められるほか（財政 
法 1989 に基づく）、他のクラウン・エンティティを規制する法律によって様々な報告 
を義務付けられている。 
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３．業績マネジメントの改革３．業績マネジメントの改革３．業績マネジメントの改革３．業績マネジメントの改革    
    
（１）政府（１）政府（１）政府（１）政府と省庁の区別と省庁の区別と省庁の区別と省庁の区別    
    
   88 年政府部門法及び 89 年財政法により、中央省庁のマネジメントは
抜本的に改革された。その基本的な哲学は、大臣・省庁など各主体の役
割を明確に定義し、契約による達成目標の設定及び結果の評価等を通じ
てアカウンタビリティの向上を図るという点にある。更に、目標達成に
必要な権限、すなわち予算・人事管理等インプットは基本的に各省庁の
裁量に委ね、結果志向のマネジメントを行う仕組みを築いた。    

   ＮＺの新たな行政運営の仕組みは、極めて独特であり、一概に理解す
ることは難しいので、順を追って説明する。まずは、政府と省庁の関係
である。 

   ＮＺでは、「省庁」（departments）は、「政府」（Crown）ではない。政
府とは、総理大臣・各大臣あるいはこれらで構成される閣議、さらには
議会を含めた抽象的な概念であり、他方、省庁は、政府あるいは大臣に
対して各種サービスを供給する機関という位置付けである。具体的には、
財務管理の面で両者の違いは顕著であり、政府の資産・資金と各省庁の
資産・資金が明確に区分されている。例えば、国立公園は政府の所有物
であり、担当省庁はこれを管理しているだけであり、従って、国立公園
という資産は政府のバランスシートに計上されるが、担当省庁のバラン
スシートには計上されない。また、税収は政府の収入であり、国税庁の
収入ではなく、国税庁は徴収事務をいわば請け負っているだけである。 

   また、政府と省庁の関係については、大臣は省庁等に対し、利害・関
心（interests）の違いから次の二つの性格を持つとされている。 

 
  ①購入者としての大臣（①購入者としての大臣（①購入者としての大臣（①購入者としての大臣（Vote MinisterVote MinisterVote MinisterVote Minister））））    
    大臣は、総理大臣から担当政策分野を与えられ、購入者としての立

場（purchase interest）から、各省庁又は他の組織から必要な財・
サービス（アウトプット）を購入する。一人の大臣が一つの省庁から
アウトプットを購入する必要はなく、複数の省庁等から購入できる。
この購入に関する契約をパーチェス・アグリーメント（購入契約）と
いい、購入するアウトプットに要する経費をとりまとめたものが所管
予算（vote）である（予算の大臣毎の構成単位となっている）。 
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  ②所有者としての大臣（②所有者としての大臣（②所有者としての大臣（②所有者としての大臣（Responsible MinisterResponsible MinisterResponsible MinisterResponsible Minister））））    
    大臣は、各省庁の所有者（ownership interest）として、省庁が所

有する資源の効率的な利用、政府投資に見合う成果の確保に努める。
所有者としての大臣は、各省庁に一人づつ置かれるが、通常購入者と
しての大臣のうち当該省庁に主に関係する大臣が、当該省庁の所有者
としての大臣となる。 

 
   こうした区別を踏まえ、購入者として、財・サービスの正確なコスト
を把握し、所有者として、省庁所有の資源の効率的な利用度合いを計測
するため、発生主義会計が導入されたのである。 

   先にも述べたように、ＮＺの中央省庁は約 40 あるが、大臣は約 20 名
であるので、一人の大臣が複数の責任（所有者として）を負っている。
また、一つの省庁が複数の所管予算を持つ場合があり、その所管予算は
異なる購入大臣に割り当てられる。重要な点は、大臣は我が国のように
省庁の長ではないということである。 

 
（２）大臣とチーフ・エグゼクティブ（次官）の役割分担（２）大臣とチーフ・エグゼクティブ（次官）の役割分担（２）大臣とチーフ・エグゼクティブ（次官）の役割分担（２）大臣とチーフ・エグゼクティブ（次官）の役割分担    
    
        ①アウトカムとアウトプットの区別①アウトカムとアウトプットの区別①アウトカムとアウトプットの区別①アウトカムとアウトプットの区別    
    ＮＺモデルの真髄は、アウトプットとアウトカムの峻別にある。89

年の財政法第２条で、明確に定義されており、「アウトプット」とは
省庁あるいは他の機関が産出する財・サービスであり、「アウトカ
ム」とはアウトプットが経済社会に与える影響・効果である。 

    どこの国でも政府活動の最終目的は、アウトカムの達成、例えば、
失業率の低下、高齢者の健康の維持などであるが、ＮＺモデルでは、
省庁の責任は、こうしたアウトカムの達成ではなく、大臣に対して必
要なアウトプット（政策提言や財・サービスの供給）を提供すること
である。他方、大臣の責任は、省庁等から必要なアウトプットを購入
して、アウトカムを達成することである（図Ⅲ－３－１参照）。 

    なぜ、このような区別を行ったかというと、責任の範囲を明確にす
るためである。省庁にとっては、アウトプットは制御可能であるが、
アウトカムは他の様々な要因により左右されるので、制御可能ではな
い。省庁に制御不可能なアウトカムの達成を課しても、達成できない
可能性が高く、更に言えば、達成できない他の要因を挙げて言い訳す
るだけなので、責任があいまいとなる。省庁は、アウトプットの達成 
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例：予算,人事,設備 例：経済財政に関する政策提言 　　例：持続的経済成長の達成
　　経済分析・予測

達成すべき業績の明確化

インプットに関する裁量 　業績の報告

インセンティブ（報酬等）

図Ⅲ－３－１　大臣と省庁等の関係図Ⅲ－３－１　大臣と省庁等の関係図Ⅲ－３－１　大臣と省庁等の関係図Ⅲ－３－１　大臣と省庁等の関係

図Ⅲ－３－２　説明責任の枠組み図Ⅲ－３－２　説明責任の枠組み図Ⅲ－３－２　説明責任の枠組み図Ⅲ－３－２　説明責任の枠組み

インプットインプットインプットインプット アウトプットアウトプットアウトプットアウトプット アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム

　大　　臣　大　　臣　大　　臣　大　　臣
省庁、他の機関からアウトプッ
トを購入し、アウトカムを達成

　　省　　庁省　　庁省　　庁省　　庁
インプットに関する裁量を与え
られ、アウトプットを大臣へ提供

大　　臣大　　臣大　　臣大　　臣

チーフ・エグゼクティブチーフ・エグゼクティブチーフ・エグゼクティブチーフ・エグゼクティブ
（省庁の次官）（省庁の次官）（省庁の次官）（省庁の次官）
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について大臣から評価され、大臣はアウトカムの達成について選挙を
通じて国民から評価されるという関係になる。 

 
        ②アカウンタビリティの確保②アカウンタビリティの確保②アカウンタビリティの確保②アカウンタビリティの確保    
    第２の特徴は、大臣とチーフ・エグゼクティブ（次官）の責任を明

確にした上で、チーフ・エグゼクティブ（次官）の大臣に対するアカ
ウンタビリティを担保する仕組みを構築したことである（図Ⅲ－３－
２参照）。 

    簡単に言えば、チーフ・エグゼクティブ（次官）は、大臣との間で
達成すべき目標を契約により定め、その代わりに、目標達成に必要な
予算・人事等については裁量を与えられ、業績を大臣に対して報告す
るという仕組みである。あめとむちを使って結果を出せという仕組み
といえる。これは、まさにエージェンシー理論でいう、代理人（チー
フ・エグゼクティブ）と依頼人（大臣）の関係を具体化したものであ
る。 

    そして、アカウンタビリティを具体的に担保するツールが、契約書
と報告書である。契約書には、「パフォーマンス・アグリーメント」
（ Performance agreement ）、「パーチェス・アグリーメント」
（ Purchase agreement ）、「 政 府 予 算 書 」（ Estimates of 
appropriations）、「年次計画書」(Departmental forecast report)な
どがあり、報告書には、「年次報告書」（Departmental annual 
report）、パフォーマンス・アグリーメント及びパーチェス・アグリ
ーメントについての半年・四半期毎の報告書などがある。    

    
        ③チーフ・エグゼクティブの採用と権限③チーフ・エグゼクティブの採用と権限③チーフ・エグゼクティブの採用と権限③チーフ・エグゼクティブの採用と権限    
    従来、省庁の最高責任者は、「パーマネント・ヘッド」（permanent 

head）と呼んでいたが、改革により、民間企業と同様に「チーフ・エ
グゼクティブ」（chief executive:CE）と呼ぶように変更された。Ｃ
Ｅは、公募により、３～５年の雇用契約（業績により３年まで延長可
能）に基づき採用される。ＣＥは、業績の達成について、大臣に対し
責任を負うが、大臣と雇用関係を結ぶものではない。ＣＥは、省庁の
人事・組織を担当する行政サービス委員会が採用する。同委員会はＣ
Ｅの採用に当たって大臣の要望は聞くが、公務員の政治的中立性を守
るため、あくまでも同委員会の責任において採用する仕組みとなって
いる。そして、ＣＥの給与は、政府の定める指針の範囲内で、行政サ
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ービス委員会とＣＥの間で決定し、業績によってボーナスが支払われ
る。業績については、パフォーマンス・アグリーメントの達成状況な
ど様々な方法により評価される。新たな採用システムにより、英連邦
諸国の外国人や民間人などがＣＥに採用されたが、一般には行政経験
のある者が採用されている。 

    ＣＥには、改革により、人事、組織、財務等に関して、大幅に権限
が委譲され、ＣＥが自らの責任においてインプットを自由にコントロ
ールすることにより、与えられた業績の達成を目指す仕組みが出来上
がった。一般職員も公募で採用される仕組みであり、我が国のように
一括採用・終身雇用という制度はなく、雇用という意味では、公務員
と民間企業への就職にはほとんど区別がなくなっているのが実態であ
る。 

    
（３）パフォーマンス・アグリーメント（３）パフォーマンス・アグリーメント（３）パフォーマンス・アグリーメント（３）パフォーマンス・アグリーメント    
    
        ①基本的な内容①基本的な内容①基本的な内容①基本的な内容    
    パフォーマンス・アグリーメントは、省庁のチーフ・エグゼクティ

ブ（次官）が達成すべき業績（performance）を明らかにするととも
に、これを評価するために、毎年事前に大臣とチーフ・エグゼクティ
ブの間で締結される契約である。 

                パフォーマンス・アグリーメントは、主として次の３つの分野をカ
バーする。    

    
   イ.政府の購入者としての関心（purchase interest）に関係する省庁

の業績（すなわちアウトプットの達成であり、その詳細はパーチェ
ス・アグリーメントで規定される） 

   ロ.「主要結果目標」（Key Results Areas:KRAs）の達成とその政府全
体の「戦略的結果目標」（Strategic Results Areas:SRAs）との関
係（詳細は後述） 

   ハ.政府の所有者としての関心（ownership interest）に関係する省
庁の効率的な運営（例えば、省庁の有する資源を効果的に配置する
こと、費用対効果的に省庁を運営することなど） 

 
    また、パフォーマンス・アグリーメントは、リーダーシップといっ

た観点からのチーフ・エグゼクティブの個人的な業績、大臣との関係、
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特別の課題、必要な報告書などについても規定する。更に、年度末に、
関係する大臣に対して、チーフ・エグゼクティブの業績を評価するた
めの行政サービス委員会の役割についても規定する。 

    
        ②策定・モニター・評価等のサイクル②策定・モニター・評価等のサイクル②策定・モニター・評価等のサイクル②策定・モニター・評価等のサイクル    
    パフォーマンス・アグリーメントは、毎年、全ての省庁が、行政サ

ービス委員会が発行するガイドラインに沿って作成することとされ、
次の３つのステージからなるサイクルがある。 

 
   イイイイ....策定段階策定段階策定段階策定段階：：：：行政サービス委員会、財務省、首相内閣府の３つの機

関の責任者からなる委員会が、各省庁が提出した「主要
結果目標」（KRAs）が、政府全体の「戦略的結果目標」
（SRAs）に沿ったものであるかどうか、他の省庁のＫＲ
Ａｓと整合的であるかどうかをチェックする。また、こ
の作業と並行して、大臣とチーフ・エグゼクティブとの
間でパーチェス・アグリーメントが締結される。最後に、
大臣とチーフ・エグゼクティブの間で、パフォーマン
ス・アグリーメントについて合意がなされる。 

 
   ロロロロ....業績の報告・モニター段階：業績の報告・モニター段階：業績の報告・モニター段階：業績の報告・モニター段階：パフォーマンス・アグリーメント及

びパーチェス・アグリーメントで定めた必要事項に加え
て、財務省及び行政サービス委員会は、年度当初に、チ
ーフ・エグゼクティブに対し、具体的な省庁の業績目標
（performance expectations）を明確にするとともに、
省庁の業績のどの側面をモニター及び報告するのかを明
らかにするよう、書面で要請する。チーフ・エグゼクテ
ィブは、大臣に対して、半年後及び年度末に、業績に関
する正式な報告書を準備する。また、行政サービス委員
会に対しても、省庁の業績を評価する一部として活用す
るため、報告書を作成する。 

 
   ハハハハ....チーフ・エグゼクティブの業績の評価段階：チーフ・エグゼクティブの業績の評価段階：チーフ・エグゼクティブの業績の評価段階：チーフ・エグゼクティブの業績の評価段階：チーフ・エグゼクテ

ィブの業績は、行政サービス委員会の委員長によって、
パフォーマンス・アグリーメントに基づき評価される。
委員長は、行政サービス委員会、財務省、首相内閣府が
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提供する省庁の業績に関する情報、所管大臣やチーフ・
エグゼクティブが任命する審査人による情報、チーフ・
エグゼクティブ自身の自己評価などを元に、総合的な分
析を行う。そして、チーフ・エグゼクティブの業績を巡
って委員長とチーフ・エグゼクティブの間で会議が行わ
れる。実際の評価に当たって用いられるモデルは、表Ⅲ
－３－１のとおりである。評価の結果は、委員長によっ
てまとめられ、大臣及びチーフ・エグゼクティブに渡さ
れる。 

          なお、こうした仕組みのインセンティブとしては、業
績に応じたボーナスの支給や、契約の非延長や罷免など
がある。 

    
    
    

表Ⅲ－３－１表Ⅲ－３－１表Ⅲ－３－１表Ⅲ－３－１    チーフ・エグゼクティブの業績評価のモデルチーフ・エグゼクティブの業績評価のモデルチーフ・エグゼクティブの業績評価のモデルチーフ・エグゼクティブの業績評価のモデル    
    

業績分野   業 績 項 目 評  価  方  法 

成  果 戦略目標への貢献 
 
 
オーナーシップ 
 
 
 
アウトプットの産出 

政府全体の戦略目標の達成にいかに
貢献したか 
 
省庁の能力を、現在及び将来の需要
を効率的かつ効果的に満たすように
最大限に高めたか 
 
パーチェス・アグリーメントで約束
したアウトプットを達成したか 

行  動 大臣との関係 
 
 
リーダーシップ 
 
 
 
政府の総合的な課題へ
の貢献 

専門的、生産的、効果的な仕事を大
臣に対して行ったか 
 
職員に対し、戦略的な思考を示し、
効果的なコミュニケーションと関係
を構築したか 
 
政府のより広い課題に貢献するよう
に活動したか 
 

    出典：ＯＥＣＤ（1999c4） 
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（４）パーチェス・アグリーメント（４）パーチェス・アグリーメント（４）パーチェス・アグリーメント（４）パーチェス・アグリーメント    
    
   パーチェス・アグリーメントは、大臣が省庁から購入するアウトプッ
ト（財やサービス）を明らかにする契約である。パーチェス・アグリー
メントは、アウトプットの内容とともに、量・質・期間、アウトプット
のコストなどに関する業績指標（performance indicators）が明示され
る。 

   パーチェス・アグリーメントは、パフォーマンス・アグリーメントの
重要な一部であり、予算編成過程において検討され、議会に提出される
議決予算と整合的に作成される。 

   パーチェス・アグリーメントのねらいは、大臣が、省庁が産出する
財・サービスの量・質・コストを民間など省庁以外の機関が産出するそ
れと比較することを可能とし、競争の環境を作ることにある。政策提言
業務、あるいは企画立案業務といえども、他の機関と競争して、質の高
い、そしてコストの低いサービスを提供する努力をしなければならない。
このようにして、省庁がその財・サービスの量、質、コストの改善に向
け努力するような仕組みを構築したわけである。 

   具体的な例として、法務省のアウトプット・クラス（アウトプットを
束ねたもの、予算の議決単位となっている）を、表Ⅲ－３－２に示す。 

   省庁の内部では、パーチェス・アグリーメントを更に部局毎にブレイ
クダウンした「ビジネス・プラン」を策定することとされている。 

   チーフ・エグゼクティブは、大臣に対して四半期毎に、アウトプット
の達成に向けた進捗状況を報告しなければならない。この報告書では、
目標と実績の乖離について明らかされ、その理由や必要な改善策が議論
される。 

   パーチェス・アグリーメントは、正式には、1993/94 会計年度から導
入され、先に述べた最初の運営システムには無かったものである。 

 
（５）年次計画書及び年次報告書（５）年次計画書及び年次報告書（５）年次計画書及び年次報告書（５）年次計画書及び年次報告書    

   「年次計画書」（Departmental Forecast Report:DFR）は、各省庁の財
務諸表及び業績（アウトプットの達成度）に関する年間の計画書であり、
財政法により全省庁が毎年度当初に作成する必要がある。ＤＦＲで目標
を定め、これを年次報告書で評価することになっている。 

    アウトプットに関しては、ＤＦＲは予算書とほぼ同じ内容であるが、
予算書は、購入大臣毎に作成されているが、ＤＦＲは省庁毎に作成され
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ている。また、ＤＦＲは、省庁というアウトプットの生産者としての立
場から作成される。ＤＦＲは、予算書とともに国会に提出される。 

    年次報告書は、省庁の年間の活動結果をまとめたものであり、財務諸
表とアウトプットの達成状況について記載される。これらは、年次計画
書と比較されて、各省庁の業績が評価されるわけである。 

    
    
    
    
    
    

表Ⅲ－３－２表Ⅲ－３－２表Ⅲ－３－２表Ⅲ－３－２    ＮＺ法ＮＺ法ＮＺ法ＮＺ法務省のアウトプット・クラス務省のアウトプット・クラス務省のアウトプット・クラス務省のアウトプット・クラス    
 
   所管（Vote）：法務 

アウトプット･クラス１： 
大臣への支援、契約業務 

法務大臣の業務を支援するもので、閣議、議会での
質疑、大臣の任命行為、クラウン・エンティティ等
との契約や覚書などに関する業務 

アウトプット・クラス２： 
政策提言 

公法の政策に関する助言、犯罪政策・家族政策・家
族法に関する対応、法的な助言と法律の改正、法務
省からのアウトプット購入に関する大臣への購入助
言、「犯罪情報戦略」の開発と完成 

アウトプット・クラス３： 
議会の選挙システムのマネジメン
ト 

議会選挙の実施、国民投票の実施、投票用紙の印
刷、投票手続き、投票所等に関する広報 

 
   所管（Vote）：原住民との条約 

アウトプット･クラス１： 
条約に関する政策提言 

大臣への支援、ワイタンギ条約に基づく苦情への助
言、条約締結の目的で使用されている土地に有する
マオリの利益に関する助言、条約に係る苦情に関す
る交渉と妥結、条約の締結事項の実施 

アウトプット・クラス２： 
国有地の管理 

条約の締結目的のために政府が有する土地の取得、
管理、移転、処理 

 
   ※「原住民との条約」に関するアウトプットは、条約締結庁の長官とワイタンギ条約担当大臣

との間で結ばれるパフォーマンス・アグリーメントに含まれるものであり、法務大臣と法務
省チーフ・エグゼクティブとの間で結ばれるパフォーマンス・アグリーメントに含まれるも
のではない。 

 
   出典：ＯＥＣＤ（1999c4） 
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（６）戦略的な計画策定と予算編成とのリンク（６）戦略的な計画策定と予算編成とのリンク（６）戦略的な計画策定と予算編成とのリンク（６）戦略的な計画策定と予算編成とのリンク    
   パフォーマンス・アグリーメント及びパーチェス・アグリーメントは、
政府全体の戦略的な計画策定と予算編成という、二つの重要な意思決定
のメカニズムとリンクしている。 

 
  ①戦略的結果目標及び主要結果目標①戦略的結果目標及び主要結果目標①戦略的結果目標及び主要結果目標①戦略的結果目標及び主要結果目標    
    ＮＺにおいては、省庁はアウトプットの達成に責任を有し、主要な

報告書などにおいてもアウトプットについての記述はあるが、政府の
最終的な目標であるアウトカムは軽視されていた。そこで、アウトプ
ットとアウトカムをリンクさせる仕組みとして導入されたのが、「戦
略的結果目標」（Strategic Results Areas:SRAs）及び「主要結果目
標」（Key Results Areas:KRAs）である。 

    ＳＲＡｓは、政府全体の公的サービスに関する中期的な優先順位を
規定するものであり、政府の戦略的な目標、予算編成における資源配
分の優先順位、省庁やエージェンシーなどの活動をリンクさせる機能
を持つ。ＳＲＡｓは、力強い経済成長の維持、教育訓練の強化、環境
の保護といったように、非常に大きなアウトカムベースで策定される。 

    これに対し、ＫＲＡｓは、ＳＲＡｓの達成に向けて、向こう３年間
にわたり、各省庁が優先的に実行する事項のことである。チーフ・エ
グゼクティブは、パフォーマンス・アグリーメントの中で、ＳＲＡｓ
のどれにどのように貢献するために、どのようなＫＲＡｓを達成し、
それをどのように評価するのか記載しなければならない。なお、チー
フ・エグゼクティブの全ての活動がＳＲＡｓにリンクしているわけで
はなく、ＫＲＡｓは、あくまでもチーフ・エグゼクティブの達成すべ
き事項のうち、ＳＲＡｓに貢献する主要なものをピックアップしたも
のである。 

    ＳＲＡｓとＫＲＡｓは、首相内閣府のイニシアティブにより、1994
～97 間の計画として 1994/95 会計年度より導入され、97 年に、1997
～2000 年の計画として改訂された。更に、1999 年に誕生した労働党
政権において、ＳＲＡｓは「政府の主要目標」（Key Government 
Goals:KGG）に、ＫＲＡｓは「主要優先事項」（Key Priorities:KP）
に変更された（現在のＫＧＧについては BOXⅢ－３－１参照、財務省
のＫＰについては表Ⅲ－３－３参照）。 
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  ②予算編成②予算編成②予算編成②予算編成    
    予算編成のプロセスは、パフォーマンス・アグリーメントのプロセ

ルと並行しており、ＫＲＡｓの策定作業は、予算における重点分野や
新規施策の選定に役立つ。 

    パーチェス・アグリーメントは、予算が提案さる時期に締結される。
購入すべきアウトプットについて所管大臣とチーフ・エグゼクティブ
の間で行われる議論と歳出規模について所管大臣と財務省大臣の間で
行われる議論は並行して行われる。パーチェス・アグリーメントは、
省庁の年次計画書（ＤＦＲ）及び予算の国会提出に伴い、最終的にセ
ットされる。 

    パフォーマンス・アグリーメントやパーチェス・アグリーメントの
仕組みは、アカウンタビリティを強化するための短期的なフレームワ
ークであり、毎年の予算と将来計画の関係をリンクさせる長期的な視
点に欠けていた。そこで中期的な観点から政策立案と予算編成を行う
ために導入されたのが、先ほどのＳＲＡｓ及びＫＲＡｓと財政責任法
1994 年で要求する中期的な予算フレームである。財政責任法は、政府
に対し、予算案より６ヶ月ほど前に提出される「予算政策書」（後
述）において、中期の財政戦略を明らかにすることを義務付けている。
この文書は、政府の向こう３年間の財政政策のあり方を示すものであ
る。 

    

    
BOXBOXBOXBOXⅢ－３－１Ⅲ－３－１Ⅲ－３－１Ⅲ－３－１    2000200020002000 年労働党政権の主要目標（ＫＧＧ）の概要年労働党政権の主要目標（ＫＧＧ）の概要年労働党政権の主要目標（ＫＧＧ）の概要年労働党政権の主要目標（ＫＧＧ）の概要    

 

１．国民のアイデンティティを高め、ワイタンギ条約の原則を維持すること 

２．全ての国民に便益が及ぶよう包括的で創造的な経済を開発すること 

３．政府に対する信頼を回復し、強固な社会サービスを提供すること 

４．ＮＺ国民の技能を改善すること 

５．医療、教育、雇用、住宅の分野で、マオリ及び太平洋島嶼の人々とその他の人々との格

差を縮めること 

６．環境を保全し、その価値を高めること 

 

 ※2000 年３月発表 
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表Ⅲ－３－３表Ⅲ－３－３表Ⅲ－３－３表Ⅲ－３－３    財務省の主要優先事項（ＫＰ）の概要財務省の主要優先事項（ＫＰ）の概要財務省の主要優先事項（ＫＰ）の概要財務省の主要優先事項（ＫＰ）の概要    
    
政府の主要目標(KGG) 財務省の KGG への貢献 財務省のｱｳﾄﾌﾟｯﾄ･ｸﾗｽ 

政府の目標に適合するよう、健全な財政政
策・経済政策の立案に関し、政策提言を行う
こと 

政策提言：経済・財
政戦略 

効率的で効果的な公的部門のマネジメント等
を行うこと、公的部門の value for money を
高めることに関し、政策提言を行うこと 

政策提言：政府全体
の財務・会計のマネ
ジメント 

必要な税収を確保することによって、政府の
財政目標を達成することに関し、政策提言を
行うこと 

政策提言：租税 

財政責任法に沿って健全な財政運営を行うこ
とに関し、政策提言を行うこと 

予算編成 

政府の目標に適合するよう健全な経済財政政
策の立案に関し、政策提言を行い、目標に対
する進捗状況を計測すること 

経済財政見通しの作
成及び報告 

政府全体のバランスシート及び政府活動の資
金調達に関し、リスクを管理すること 

債務及び資産管理 

政府の商業的リスクを最小化すること 政府、契約上の債
務、政府財産に関す
る苦情処理 

政府の商業的な利益を管理し、バランスシー
ト上のリスクを引き下げること 

政策提言；国営企業
や金融機関の所有権
及び業績 

２．経済開発 

効率的で効果的な政府の介入（支出・規制）
を行うこと、value for money を高めること
に関し、政策提言を行うこと 

政策提言：規制、所
有権、業績問題 

政府の目標に適合するよう健全な財政政策・
経済政策の立案に関し、政策提言を行うこと 

政策提言：経済・財
政戦略 

効率的で効果的な公的部門のマネジメント等
を行うこと、vale for money を高める方策に
関し、政策提言を行うこと 

政策提言：政府全体
の財務・会計のマネ
ジメント 

１．アイデンティテ
ィの強化 

３．強固な社会サー
ビス 

４．技能の改善 
５．格差の是正 
６．環境保全 

効率的で効果的な政府の介入（支出・規制）
を行うこと、value for money を高めること
に関し、政策提言を行うこと 

政策提言：規制、所
有権、業績問題 

 出典：財務省年次計画書(Departmental Forecast Report 2001) 
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４．予算・財政のマネジメントの改革４．予算・財政のマネジメントの改革４．予算・財政のマネジメントの改革４．予算・財政のマネジメントの改革    
    
（１）予算の構造（１）予算の構造（１）予算の構造（１）予算の構造    
    
        ①議決予算（①議決予算（①議決予算（①議決予算（appropriationappropriationappropriationappropriation））））    
    ３．で述べた政府と省庁の区別、アウトプットとアウトカムの区別

といったマネジメントの改革と整合的に予算財政制度も抜本的に改革
された。その第１のポイントは、政府の予算（Appropriations Act）
が、従来のプログラム予算からアウトプット予算へ変更されたという
ことである。 

    まず予算の全体像から眺める。議決予算（appropriation）とは、
政府が支出する資金を議会が承認することであり、議決予算
(appropriation)には、次の７つのタイプがある。そして、議決予算
は、所管（vote）毎にグループ化される。一つの vote が一人の大臣
の所管となる場合と、複数の vote が一人の大臣の所管になる場合が
ある。また、一つの省庁が複数の所管（vote）を持つ場合もある。 

 
   イ．アウトプット・クラス（イ．アウトプット・クラス（イ．アウトプット・クラス（イ．アウトプット・クラス（Output classOutput classOutput classOutput class））））    
     類似のアウトプットを束ねたものがアウトプット・クラスである。

大臣は、省庁や民間組織から財・サービスを購入するが、そのため
のコストがアウトプット・クラス毎に予算に計上されるのである。
大臣は、省庁だけでなく、民間等からもアウトプットを購入するの
で、アウトプット・クラスは省庁のものと、他の組織のものとがあ
る。具体的には、政策提言（policy advice）、管理運営事務、契約
事務、サービスの提供、大臣のサポート事務など様々な種類がある。 

 
   ロロロロ....移転支出（移転支出（移転支出（移転支出（Benefits and other unrequited expensesBenefits and other unrequited expensesBenefits and other unrequited expensesBenefits and other unrequited expenses））））    
     社会保障給付や返済する必要のない奨学金など政府からの一方的

な移転支出である。ただし、例えば給付に係る事務は担当省庁のア
ウトプット・クラスとして計上される。 

 
   ハハハハ....借入費用借入費用借入費用借入費用(Borrowing expenses)(Borrowing expenses)(Borrowing expenses)(Borrowing expenses)    
     利払のための支出である。 
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   ニニニニ....その他の経費その他の経費その他の経費その他の経費(Other expenses)(Other expenses)(Other expenses)(Other expenses)    
     アウトプットの生産に関係しない、政府の「所有者」としての活

動に係る支出であり、組織改革に伴う費用、裁判費用、政府開発援
助などが含まれる。 

 
   ホホホホ....資本支出（資本支出（資本支出（資本支出（Capital contributionCapital contributionCapital contributionCapital contribution））））    
    省庁の所有する資産の取得のための支出である。 
 
   ヘヘヘヘ....政府政府政府政府資産の購入（資産の購入（資産の購入（資産の購入（Purchase or development of capital by the Purchase or development of capital by the Purchase or development of capital by the Purchase or development of capital by the 

CrownCrownCrownCrown））））    
     国道、国立公園、戦闘機など、「政府」が所有する資産の購入の

めの支出である。 
 
   トトトト....債務償還（債務償還（債務償還（債務償還（Repayment of debtRepayment of debtRepayment of debtRepayment of debt））））    
     政府負債元本の償還に要する支出である。 
 
    議会は、一定の目的のために支出することに権限を付与するので、

大臣は、議会の同意なしに、異なるタイプの appropriation の間で資
金を流用することはできない。しかし、財政法は、前記イ.のアウト
プット・クラスについては、最大で５％まで他のアウトプット・クラ
スから流用することを認めている。ただし、この流用は一つの所管
（vote）内においてのみ認められるものである。 

    また、appropriation、すなわち議決予算の期間は、通常単年度で
あるが、一定の要件が満たされる場合に限って、財政法は複数年度の
appropriation も認めている。これまで、原住民に関する政策に係る
予算について、５年間の支出が認められた例がある。 

    なお、ＮＺの予算の会計年度は、改革により、従来の４～３月から、
７～６月への変更されている。 
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  ②議決予算の見積り（②議決予算の見積り（②議決予算の見積り（②議決予算の見積り（EstimatesEstimatesEstimatesEstimates））））    
    Estimates とは、個別の議決予算（appropriation）毎に、消費可能

な資源の上限及び議決予算の目的を特定するものであり、財務大臣に
より議会に提出される注７。 

    Estimates は、所管（vote）毎に、最大次の７つの部分からなる。 
 
   パートＡ：目的とトレンドに関する書類（パートＡ：目的とトレンドに関する書類（パートＡ：目的とトレンドに関する書類（パートＡ：目的とトレンドに関する書類（Statement of Objective Statement of Objective Statement of Objective Statement of Objective 

and Trendsand Trendsand Trendsand Trends））））    
         所管大臣が議決予算によって達成を目指すアウトカムに

関する情報と過去５年間及び翌年度の所管に関する情報で
ある。このアウトカムは政府の戦略的な目的とリンクする。 

 
   パートＢ：議決予算に関する書類（パートＢ：議決予算に関する書類（パートＢ：議決予算に関する書類（パートＢ：議決予算に関する書類（Statement of AppropriationsStatement of AppropriationsStatement of AppropriationsStatement of Appropriations））））    
         一つ一つの議決予算（省庁に関するもの及び非省庁に関

するもの）のタイプ毎に必要な資源を示すとともに、その
目的を記述する（具体例は表Ⅲ－４－１参照）。 

 
   パートＣ：アウトプット・クラスに関する議決予算の説明パートＣ：アウトプット・クラスに関する議決予算の説明パートＣ：アウトプット・クラスに関する議決予算の説明パートＣ：アウトプット・クラスに関する議決予算の説明

（（（（Explanation of AppropriationsExplanation of AppropriationsExplanation of AppropriationsExplanation of Appropriations for Output Classes for Output Classes for Output Classes for Output Classes））））    
         アウトプット・クラス（省庁に関するもの及び非省庁に

関するもの）の内容とその指標・目標値などについて詳細
を記述する（具体例は BOXⅢ－４－１参照）。 

 
   パートＤ：他の運営費用に関する議決予算の説明（パートＤ：他の運営費用に関する議決予算の説明（パートＤ：他の運営費用に関する議決予算の説明（パートＤ：他の運営費用に関する議決予算の説明（Explanation of Explanation of Explanation of Explanation of 

Appropriations for other Operating FlowAppropriations for other Operating FlowAppropriations for other Operating FlowAppropriations for other Operating Flow））））        
         移転支出、借入費用、他の経費に関する議決予算の詳細

を記述する。 
 
 

                      
注７予算書は基本的には個々のパーチェス・アグリーメントを束ねたものであるが、次のよう
な点で両者は異なる。 

    a.パーチェス・アグリーメントは大臣と省庁間の契約書であり、予算書は政府と国会の
間の書類であり、予算書には、アウトプット以外の歳入面が含まれる。 

    b.予算書では、アウトプットは、国会での審議を想定し、アウトプット・クラスとして
グループ化され、省庁以外が産出するアウトプットも含まれる 
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1996/97議決予算の目的1996/97議決予算の目的1996/97議決予算の目的1996/97議決予算の目的

年間
＄000

その他
＄000

年間
＄000

その他
＄000

年間
＄000

その他
＄000

省庁のアウトプット・クラス省庁のアウトプット・クラス省庁のアウトプット・クラス省庁のアウトプット・クラス

D1　政策提言と代表派遣：
　　　他国
D2　政策提言と代表派遣：
　　　国際機関
D3　ニュージーランドの政府開発
　　　援助の管理運営事務
D4　領事業務

110,374

23,607

12,103
4,002

181

-

-
-

110,374

23,607

12,103
4,002

181

-

-
-

113,080

24,044

12,059
3,969

181

-

-
-

省庁のアウトプット・クラス省庁のアウトプット・クラス省庁のアウトプット・クラス省庁のアウトプット・クラス

2国間または地域内の機関における対外・貿易関
係の管理運営事務に向けたもの。
国際機関への関心やNZのメンバーシップの管理
運営事務に関するもの。
NZに割り当てられたODAの資源の管理運営事務
の購入。
海外のNZ人の領事業務の購入。

1996/97議決予算の目的（続き）1996/97議決予算の目的（続き）1996/97議決予算の目的（続き）1996/97議決予算の目的（続き）

年間
＄000

その他
＄000

年間
＄000

その他
＄000

年間
＄000

その他
＄000

省庁以外のアウトプット・クラス省庁以外のアウトプット・クラス省庁以外のアウトプット・クラス省庁以外のアウトプット・クラス

O1　南極の調査と支援
O2　輸出力開発
O3　輸出促進
O4　国際業務開発

-
8,320
7,113

40,762

-
-
-
-

-
8,320
7,113

40,762

-
-
-
-

6,026
8,320
7,067

40,355

-
-
-
-

省庁以外のアウトプット・クラス省庁以外のアウトプット・クラス省庁以外のアウトプット・クラス省庁以外のアウトプット・クラス

管理運営とロジスティックな支援
国際的な競争力の育成
輸出促進と促進活動の援助
輸出のための市場アクセスの支援

Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細

表Ⅲ－４－１　外交・貿易所管の1996/97年度議決予算のＥｓｔｉｍａｔｅパートＢの例表Ⅲ－４－１　外交・貿易所管の1996/97年度議決予算のＥｓｔｉｍａｔｅパートＢの例表Ⅲ－４－１　外交・貿易所管の1996/97年度議決予算のＥｓｔｉｍａｔｅパートＢの例表Ⅲ－４－１　外交・貿易所管の1996/97年度議決予算のＥｓｔｉｍａｔｅパートＢの例

Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細（続き）Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細（続き）Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細（続き）Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細（続き）

議決予算
所管 実際の概算額 所管

1996/971995/96

1995/96 1996/97
所管 実際の概算額 所管

議決予算
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1996/97議決予算の目的（続き）1996/97議決予算の目的（続き）1996/97議決予算の目的（続き）1996/97議決予算の目的（続き）

年間
＄000

その他
＄000

年間
＄000

その他
＄000

年間
＄000

その他
＄000

クラウンが負担するその他のクラウンが負担するその他のクラウンが負担するその他のクラウンが負担するその他の
経費経費経費経費

支払金や税控除分など
政府開発援助 -

164,670
1,011

-
-

164,670
1,011

-
-

184,465
1,011

-

地方事業税の還付と海外の高官の固定資産税
2国間支援プログラムの無償援助と国際支援機
関への拠出金

　
出典：Treasury（1996）

Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細（続き）Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細（続き）Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細（続き）Part B1 １９９６/９７年度議決予算の詳細（続き）

議決予算

1995/96 1996/97
所管 実際の概算額 所管
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BOXBOXBOXBOXⅢ－４－２Ⅲ－４－２Ⅲ－４－２Ⅲ－４－２    パートＣパートＣパートＣパートＣ    アウトプット・クラスの議決予算の説明アウトプット・クラスの議決予算の説明アウトプット・クラスの議決予算の説明アウトプット・クラスの議決予算の説明    

    
パートＣ－省庁のアウトプット・クラスパートＣ－省庁のアウトプット・クラスパートＣ－省庁のアウトプット・クラスパートＣ－省庁のアウトプット・クラス    
アウトプット・クラスＤ１－政策提言と代表派遣：他の国アウトプット・クラスＤ１－政策提言と代表派遣：他の国アウトプット・クラスＤ１－政策提言と代表派遣：他の国アウトプット・クラスＤ１－政策提言と代表派遣：他の国    
    
内容内容内容内容    
このクラスには、政策提言業務と代表派遣活動が含まれ、2 国間または地域内の機関に

おける NZ の外交と貿易関係の管理運営に向けられる。 
これらは、NZ にとって重要な個別国との関係や、地域機関に焦点を当てる。 

 政策提言業務と代表派遣活動の内容は、調査、監視、情報と発展についての評価と分析、
大臣への助言（特定またはその他の案件や法的義務について、また NZ 外交に影響力をもつ
他省庁からの提案についての法律的な解説）などである。ほかにも、視察や会談の計画準
備、利害関係者との接触や協議、政府の立場や見解の主張・代弁を、国際的に認められた
他国政府との伝達ルートを通じて行うことも含まれる。 
    
質、量そして時節に適した量質、量そして時節に適した量質、量そして時節に適した量質、量そして時節に適した量    
・ 大臣は、総合的な優先事項と、それぞれの国際関係における優先順位と必要事項に同
意するものである。 
・ 大臣は、代表派遣と、上記各国との関係についての優先順位に従い、行うべき業務の
適切なレベルについて合意する。 

・ 大臣が期待するのは、合意優先事項が、省庁内の各ユニットにおける作業プログラム
に転換され、目標、活動内容、業績評価の基準、期限が設定されることである。 
・ 大臣は、視察と会談についての説明を受ける。 
質質質質    
大臣は、以下の事項が、良質な提言という形で示されることを期待する。 
・ 提言の目的が明確に発表されること 
・ 論理的な議論と、わかりやすい想定 
・ 正確で完全な情報 
・ 幅広いオプションと、コストと恩恵。 
・ 十分な協議 
・ 政策実施にかかわる問題についての考慮すべき事柄 
・ データが効果的に紹介されること 

 
タイムリーさタイムリーさタイムリーさタイムリーさ    
大臣は、すべての提言が、合意された時間枠内に行われることを期待する。 

 
コストコストコストコスト    
アウトプット・クラスに充当される合計額は＄113,261,000（GST 算入）である。GST を

除いた総額＄110,259,000 は、クラウンの歳入＄109,939,000 と、見積り額＄320,000 の第
三者からの収入によって拠出される。 

  1995/96 年度の省庁のアウトプット・クラスへの最終的な割当額は、＄110,555,000 であ
った。 

     

 1995/961995/961995/961995/96    1996/971996/971996/971996/97    
下位分類：（下位分類：（下位分類：（下位分類：（GSTGSTGSTGST を含む）を含む）を含む）を含む）    
    
アジア 
ヨーロッパ 
中東・アフリカ 
アメリカ 
太平洋沿岸地方 
総額総額総額総額    

＄＄＄＄000000000000    
 
49,528 
23,165 
6,345 
13,872 
17,645 
110,555110,555110,555110,555    

        ＄＄＄＄000000000000    
 
50,080 
23,327 
7,931 
14,174 
17,749 
113,261113,261113,261113,261    

         ※総額は、表Ⅲ－４－１のＤ１の「年間」及び「その他」の合計 
 
出典：Treasury（1996） 
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   パートＥ：資本支出に関する議決予算の説明（パートＥ：資本支出に関する議決予算の説明（パートＥ：資本支出に関する議決予算の説明（パートＥ：資本支出に関する議決予算の説明（Explanation of Explanation of Explanation of Explanation of 
Appropriation for Capital FlowsAppropriation for Capital FlowsAppropriation for Capital FlowsAppropriation for Capital Flows））））    

         資本拠出、固定資産の取得、債務の償還に関する議決予
算の詳細と所管大臣が責任を持つ所有者としての組織に関
する詳細を記述する。 

 
   パートＦ：政府の歳入及び受取り（パートＦ：政府の歳入及び受取り（パートＦ：政府の歳入及び受取り（パートＦ：政府の歳入及び受取り（Crown Revenue and ReceiptCrown Revenue and ReceiptCrown Revenue and ReceiptCrown Revenue and Receipt））））    
         税収等の歳入に関する詳細を記述する。 
 
   パートＧ：調整に関する書類（パートＧ：調整に関する書類（パートＧ：調整に関する書類（パートＧ：調整に関する書類（Statement of ReconciliationStatement of ReconciliationStatement of ReconciliationStatement of Reconciliation））））    
         アウトプット・クラスの再編や歳入の調整などについて

記述する。 
 
  ③発生主義による予算策定③発生主義による予算策定③発生主義による予算策定③発生主義による予算策定    
    ＮＺの予算に関し第２のポイントは、発生主義ベースで策定される

ことである注８。大臣が購入するアウトプットのフルコストを把握する
とともに、民間部門の財・サービスとのコストの比較を行うことが目
的である。 

    民間部門との比較のための仕組みとして、キャピタル・チャージ
（資本費用、capital charge）という概念が導入されている。「省
庁」の資産は、「政府」が投資したものであり、本来無料ではないと
考え（従って「政府」の資産は対象外）、省庁にはその正味資産価値
（net worth）に一定の料率を乗じた額を政府に支払うこととした。
キャピタル・チャージの料率は、予算編成過程において、各省庁の財
源構成等を考慮し、その調達コストを反映して、財務省によって決定
される（例えば、1996 年度は、財務省・保健省・住宅省は 11.5％、
漁業省は 10.6％であった）。これは、資本の調達費用をアウトプット
のコストとして認識し、民間と同じ競争の土俵を作るとともに、各省
庁に、不用な資産を処分し、効率的に資産を活用するインセンティブ
を与えることがねらいである（不用な資産を多く保有すると、キャピ
タル・チャージ、すなわち政府に納める金額が大きなるから）。なお、
発生主義を導入している英国では、キャピタル・チャージは帳簿上計
上するだけであるが、ＮＺでは、実際に資金の移動が行われ、国庫に

                      
注８ NZ の公会計の仕組みについては、筆谷（1998）、建設政策研究センター（1998）が詳しい。 
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留保されることになる。 
    また、アウトプットのコストは、profit-center approach により、

アウトプットを生み出すのに必要な全てのコストをカバーするものと
して算定される。具体的には、租税、減価償却、キャピタル・チャー
ジ、元利払等を含む。更に、アウトプットのコストを正確に把握する
ため、原価計算を行っている。人件費や総務費などのインプットに関
する様々なコストを、適切にアウトプットに配分する仕組みであり、
これがなければ、アウトプットの産出に係る真のコストを把握できな
いからである。 

 
  ③ベースライン③ベースライン③ベースライン③ベースライン    
    1990 年以降、毎年、向こう３年間（現在は４年間）にわたり、各省

庁の歳出の上限を決定する（上限はベースラインと呼ばれる）ことに
より、中期的な視点に立った予算編成を行っている。上限が定められ
ているので、もし各省庁が特定の分野で歳出増が必要な場合には、他
の分野で歳出削減することが求められる（pay as you go 原則）注９。 

 
（２）会計・財務管理（２）会計・財務管理（２）会計・財務管理（２）会計・財務管理    
    
        ①会計原則と財務諸表①会計原則と財務諸表①会計原則と財務諸表①会計原則と財務諸表    
    1989 年の財政法により、発生主義会計の原則が導入され、政府部門

についても民間部門と同じ会計原則が適用されることになった。発生
主義原則の導入には、膨大な作業が必要であったことから、２段階に
分けて実施された。 

 
    1991 年度：中央政府、すなわち、政府、省庁、議会に関して、財務

諸表作成 
    1992 年度：対象がＮＺ中銀、政府企業、クラウン・エンティティに

拡大 
 
    適用される会計原則は、ＮＺ会計基準委員会（NZ Accounting 

Standard Review Board）という独立機関が設定する基準ＧＡＡＰ

                      
注９ 1989 年財政法は、複数年度予算（５年の範囲内で）を策定できる旨を規定しているが、これ
は複数年度にわたって議会が正式な議決を与えるものであり、ベースラインの推計とは異なる。 
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（Generally accepted accounting practice）である。 
    財務諸表は、各省庁、クラウン・エンティティなどの個別組織及び

政府全体の連結ベースで作成され、いずれも会計検査院の監査を受け、
各省庁の年次報告書などに盛り込まれて国会に提出される。また、翌
年度末の状態を予測する予測財務諸表についても、各省庁の年次計画
書に掲載され国会に提出される。政府全体の連結ベースの予測財務諸
表についても、予算書と併せて国会に提出される。 

    政府全体の財務諸表としては、実施主体報告（statement of 
responsibility）、財務業績報告（歳入及び歳出）（statement of 
financial performance）、財務状況報告（バランスシート、クラウン
の純資産を含む）（statement of financial position）、キャッシ
ュ・フロー計算書（statement of cash flows）、借入及び偶発債務報
告（statement of borrowing and contingent liabilities）、会計方
針（statement of accounting policy）などがある。 

    また、こうした財務諸表に関する仕組みは、更に、1993 年財務報告
法（Financial Reporting Act）及び 1994 年財政責任法（Fiscal 
Responsibility Act）により補強されている。 

 
        ②財務管理②財務管理②財務管理②財務管理    
    政府の財務管理あるいは手続きも、分権化する方向で見直された。 
    従来、ＮＺ準備銀行が、政府に対する銀行サービスを無料で独占的

に提供していたが、政府会計の管理と金融政策が不適切にリンクして
いた、政府にとってその財務を効率的に管理するインセンティブが欠
けていたという批判がなされていた。そこで、1989 年財政法及び
1989 年ＮＺ準備銀行法により、ＮＺ準備銀行による独占的な銀行サー
ビスが廃止され。 

    この改革により、公的資金に対する２つの銀行勘定が創設された。
１つは、財務省によって管理される政府勘定（Crown account）であ
り、もう１つは、各省庁によって管理される省庁勘定（departmental 
account）である。また、財務省の外局として、ＮＺ債務管理局（NZ 
Debt management Office:DMO）が設立され、リスク管理手法を用いて、
政府のキャッシュ・フローや利子付勘定、クラウンの債務を管理して
いる。 
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（３）財政責任法（３）財政責任法（３）財政責任法（３）財政責任法    
    
        ①基本的な枠組み①基本的な枠組み①基本的な枠組み①基本的な枠組み    
    1994 年 6 月 に議会で承認された財政責任法（ Fiscal 

Responsibility Act）は、責任ある財政運営（fiscal management）
の原則とその政策立案の弾力性をうまくバランスさせながら、財政政
策（fiscal policy）に関する画期的な制度的枠組みを構築した注 10。
同法は、責任ある財政運営に関する５つの原則を定めるとともに、各
種レポートの作成を義務付けることにより、財政運営に関する説明責
任と透明性を向上させ、財政政策の中長期的な運営を図ることを目的
としている。更に言えば、予算編成においては政治的な圧力等様々な
要因によって歳出増を招くバイアスが存在することから、これを取り
除き、財政状況の悪化を防ごうとしたのである注 11。ＮＺの行財政改革
は、課題を残しつつも、財政責任法の成立によって、ほぼ完成された
といえる（法律の全訳は本報告書の最後に付録として掲載）。 

    ＮＺで導入されたこの仕組み、すなわち財政運営についての説明責
任と透明性の向上を図る制度的な仕組みは、その後、英国（The Code 
for Fiscal Stability 1998 ）、 豪 州 （ The Charter of Budget 
Honesty Act 1998）にも広がった。 

 
 
 

    
BOXBOXBOXBOXⅢ－４－３Ⅲ－４－３Ⅲ－４－３Ⅲ－４－３    議会における財務大臣の財政責任法提案理由説明議会における財務大臣の財政責任法提案理由説明議会における財務大臣の財政責任法提案理由説明議会における財務大臣の財政責任法提案理由説明

（関係部分）（関係部分）（関係部分）（関係部分）    
 
「財政責任法は、将来の政府に対して、財政運営を長期的な視野に立って行うことを 
要求するものである。過去においては、しばしば短期的な運営に焦点が当たり、その 
結果長期的にはマイナスの効果となった。これまでの経験は将来の政府に発言権を与 
えるべきであることを示している。・・・・・ＮＺの議会と国民は、今や、上場企業 
の株主よりも、政府の財政に関する多くの情報を得ることができるようになった。」 
 

                      
注 10 NZ 財務省は、1991 年頃より財政規律を確立するための予算プロセスの見直しを行っており、
前述の SRAs が考案される同じ時期に、新しい予算の枠組みが財政責任法という形で立案化され
ていった（Boston（1996））。 

注 11財政責任法は、金融政策の独立性を規程した NZ 準備銀行法 1989 の財政政策版と言われてい
る。 
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    財政責任法は、大きく分けると２つの部分から成っている。１つは、
長期的な視野に立った財政目標の設定に関すること、もう１つは、財
政に関する様々な報告システムに関することである。財政に関する報
告システムには、２つの目的がある。１つは、政府の行う財政運営が
予め定められている財政目標と整合的であるかをモニターすることで
あり、もう１つは、全ての関係する情報のディスクロジャーを義務付
けることにより政府財政の透明性を高めることである。これまでの政
府は、特に選挙前には、財政状況に関する重要な情報を明らかにしな
かったからである。 

    
        ②財政目標の設定②財政目標の設定②財政目標の設定②財政目標の設定    
    財政目標の設定には２つの段階があり、初めに責任ある財政運営の

原則が財政責任法で定められ、これを踏まえて具体的な目標が毎年の
「予算政策書」（Budget Policy Statement）で明らかにされる。 

    責任ある財政運営の原則は、同法に５つ規定されている。    
    

イ.将来の予期せざる事態に対するバッファーのために、毎年財政
余剰（operating surpluses）注 12 を保つことにより、政府債務を
賢明な（prudent）水準にまで引き下げること 
 
ロ.イが達成された後は、妥当な一定期間を通じて、平均的に、歳
出総額が歳入総額を超えないようにすることにより、政府債務を
賢明な水準に維持すること 

 
ハ.将来の予期せざる事態に対するバッファーとなるように、政府
の純資産（net worth）を維持すること 

 
ニ.政府財務に関するリスクを慎重に管理すること 

 
ホ.将来にわたって、税率の水準と安定性について、十分に予測可
能であるように政策を運営すること 

 
 

                      
注 12財政収支（財政余剰）の計算に当たっては、資産の売却益は含めないこととされている。 
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    前記５つの原則を踏まえ、時の政府は、毎年の「予算政策書」にお
いて、具体的な目標を設定しなければならない。予算政策書は、予算
案の国会提出の少なくとも３ヶ月前に公表される。政府は、予算政策
書に、次の点を記載しなければならない。 

 
イ.向こう３年間の財政運営のねらい（intension）と長期的な財政
目標（これらは、総歳入、総歳出、財政収支（総歳入と総歳出の
バランス）、政府債務、政府純債務に関して具体的に定めなけれ
ばならない） 

 
ロ.イのねらい及び財政目標が財政責任法で規定される責任ある財
政運営の原則と整合的であること（もし、整合的でない場合はそ
の理由を同書において明らかにする必要がある） 

    
    このＮＺ方式の特色は、財政目標について、財政責任法においては、

「賢明な水準」といったように抽象的にしか規定せず、意味のある具
体的な目標は、時の政府が設定するようにしたことである。そして、
同法は、政府が財政運営の原則から一時的に乖離した政策を採ること
を許しているが、その場合は、財務大臣は、そうした政策を採る理由
及び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。 

    こうした仕組みは、マーストリヒト条約、米国の各種の財政赤字削
減法といったように、具体的な目標を法的な枠組みで規定する仕組み
と対照的である。財政責任法の議会での審議においては、どのような
仕組みとすべきかを巡って様々な議論が行われたが、結局、次のよう
な理由により、米国のような仕組みを採用しなかった（Boston
（1996））。 

 
    イ．将来に渡って遵守すべき特定の財政目標を設定する理論的な根

拠がないこと。金融政策については目標を設定できたが、財政政
策については同じようなコンセンサスはない。 

 
    ロ．法的な目標（mandatory target）は弾力性に欠くので、不可避

な経済の変動に適切に対応することを難しくすること。 
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    ハ．海外の経験は、法令上目標を設定するような仕組みがうまくい
かないことを示していた（例えば、米国のグラム・ラドマン法の
ような仕組み）。法的な目標を立てても、結果的には、オフ・バ
ジェット化するといった見せかけのやりくりをすることになりか
ねない。 

 
    ニ．政府は、将来の政府を拘束するような立法化を行うべきではな

い。 
 
    ＮＺは、法的な目標を設定するのではなく、財政政策に関する意思

決定過程の透明性を高めることによって、財政規律を維持し健全な財
政運営を達成しようとしたのである。詳細は次に述べるが、財政責任
法は、財政に関する広範な報告書の作成を義務付けており、責任ある
財政運営を放棄しようとするような者に対し、いわば「立証責任」
（burden of proof）を課す枠組みを作ったのである。 

 
        ③財政に関する各種レポートの作成③財政に関する各種レポートの作成③財政に関する各種レポートの作成③財政に関する各種レポートの作成    
    財政責任法は、財政目標の設定から結果の分析に至るまで広範囲な

レポートの作成を義務付けている。それは、財政政策が目標に対して
常に整合的であるかどうかを判定し、財政に関する情報を広く国民に
知らしめることを目的としている。具体的には、次の３つのレポート
が重要である注13。 

 
   イイイイ....「予算政策書」（「予算政策書」（「予算政策書」（「予算政策書」（Budget Policy StatementBudget Policy StatementBudget Policy StatementBudget Policy Statement））））    
     予算案が国会に提出される少なくとも３ヶ月前に（具体的には、

予算案の提出期限が６月末なので、３月末まで）、財務大臣が発表

                      
注 13各種レポートの作成にあたっては次にような留意事項がある。 

      a.会計基準（ＧＡＡＰ） 
        上記の各種レポートは、ＧＡＡＰに基づいて作成することとされている。これ

は民間部門で使われている発生主義原則による会計基準と同じものである。 
      b.責任の所在 
        経済・財政見通しには、財務大臣が経済・財政見通しに含まれるディスクロー

ジャーが誠実であること、財政責任法と整合的であること等について責任を負う
こと、財務次官が大臣対して最高の専門的な判断を提供すること、といった文章
を盛り込むこととされている。これは、同見通しの作成に当たって誰が責任を持
つのかを明らかにすることを目的としている。 
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し、国会に提出する。予算政策書では、翌年度予算の戦略的な優先
事項、向こう３年間の財政運営のねらい、長期的な財政目標（総歳
入、総歳出等に関し、具体的な水準を定める）を記載しなければな
らない。また、財政運営のねらいや長期的な財政目標が財政責任法
に規定する責任ある財政運営の原則と整合的であるかを説明しなけ
ればならない。 

     予算政策書の目的は、総合的な財政政策についての議論と予算に
おける資源配分に関する詳細な議論とを区別し、政府予算案の経済
に対するインパクトについて議論し、債務・税・歳出の間のトレー
ド・オフをより明らかにすることである。こうした制度的な枠組み
は、財政に関する議論が、利益団体の影響を受けて、しばしば歳入
や歳出の特定事項に注がれることを防ぐための措置である。 

     また、野党も、政府の予算政策書に相当する自らの政策提案を明
らかにすることとされている。 

     予算政策書は、議会の財政歳出委員会によって審議され、同委員
会は予算政策書に対するレポートを作成する。ただし、予算政策書
は議決されるものではない。 
政府は、予算政策書を踏まえ翌年度の予算案を作成し、閣議で決
定する。その後、予算案は議会の審議に付されるわけだが、そこで
は、まず提出された予算案が当初の意図である予算政策書に沿った
ものであるかどうか、どこが異なっているのかについて、議論が行
われることになる。 

 
   ロロロロ....「財政戦略レポート」（「財政戦略レポート」（「財政戦略レポート」（「財政戦略レポート」（Fiscal Strategy ReportFiscal Strategy ReportFiscal Strategy ReportFiscal Strategy Report））））    
     ５～６月に発表される予算案と併せて、財務大臣が発表し、国会

に提出される。財政戦略レポートでは、予算案で前提となっている
政策をベースとして、向こう 10 年間にわたる歳入、歳出、負債、
純資産等の財政見通し（progress outlook と呼ぶ）を記載しなけれ
ばならない。また、その見通しが政府の財政目標に従わない場合は、
いくつかの異なるシナリオを示さなければならない。 

     財政戦略レポートの目的は、予算案に含まれている政策の枠組み
が短期の財政運営のねらい及び予算政策書で記述された長期の財政
目標と整合的であるかを評価し、現在の政策決定が将来に及ぼす影
響や財政政策の持続可能性を分析することである。もし、整合的で
なければ、政府はその理由を説明しなければならない。 
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   ハハハハ....「経済・財政見通し」（「経済・財政見通し」（「経済・財政見通し」（「経済・財政見通し」（Economic and Fiscal UpdateEconomic and Fiscal UpdateEconomic and Fiscal UpdateEconomic and Fiscal Update））））    
     経済・財政見通しは、翌年度及びその後の２年間にわたる経済及

び財政の見通しを示すものである。経済に関しては、財政責任法は、
最低限の指標として、ＧＤＰ、消費者物価、雇用者及び失業者、経
常収支の記載を求めており（実際にはもっと多くの指標が掲載）、
更には経済見通しの前提や仮定についても明らかにするよう求めて
いる。財政に関しては、政府全体のバランスシートやキャッシュ・
フロー等財務諸表の向こう３ヶ年の見通しを記載しなければならな
い。 

     経済・財政見通しは、発表される時期によって次の３種類がある。 
 
    ・予算案の提出時期（５～６月） 
    ・年中（１２月） 
    ・総選挙の前（総選挙の実施日の 14～42 日前） 
    
        ④予算編成サイクル④予算編成サイクル④予算編成サイクル④予算編成サイクル    
    財政責任法及び財政法の改正により、議会での審議を含め予算サイ

クルが新しくなった。予算サイクルは、次のようなプロセスに分かれ
る（詳細は図Ⅲ－４－１参照。また、予算サイクルにおける主な産出
物は図Ⅲ－４－２参照）。 

 
   イイイイ....戦略的な企画立案（８～１１月）戦略的な企画立案（８～１１月）戦略的な企画立案（８～１１月）戦略的な企画立案（８～１１月）    
     この期間に各大臣は、向こう３年間の戦略的な目的を決定する。

閣議は、財務大臣の助言を受けながら、政府が達成すべき重要なア
ウトカムを検討し、翌年度の重点事項について合意する（ＳＲＡｓ
として具体化される）。 

     12 月には、経済・財政の年央見通しが発表され、年初、財政・歳
出委員会において審議される。 
そして、この時期における戦略的な検討を踏まえ、翌年度の重点

政策、歳出歳入見通しなど基本的な予算の枠組みを盛り込んだ予算
政策書が、３月末までに議会に提出される。 

 
   ロ．所管予算（ロ．所管予算（ロ．所管予算（ロ．所管予算（Vote BudgetVote BudgetVote BudgetVote Budget）の準備（１１～２月））の準備（１１～２月））の準備（１１～２月））の準備（１１～２月）    

大臣及びチーフ・エグゼクティブ（次官）は、翌年度の予算の原
案及びパーチェス・アグリーメントを準備する。パーチェス・アグ
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リーメントは、提出予算の一部ではないが、業績指標やアウトプッ
トのコストの見積もりとともに省庁のアウトプットの原案を含むも
のである。更に、翌年度以降の２年分のアウトプット及び省庁予算
の原案も準備される。 

 
   ハ．新規施策等（ハ．新規施策等（ハ．新規施策等（ハ．新規施策等（Budget initiativeBudget initiativeBudget initiativeBudget initiative）の提案（１１～２月））の提案（１１～２月））の提案（１１～２月））の提案（１１～２月）    

大臣及び省庁は、歳入及び支出水準に影響を与える新規施策等を
提案する。この提案は、イで検討された方針と整合的でなければな
らない。 

 
            ニ．ベースラインの見直し（２～４月）ニ．ベースラインの見直し（２～４月）ニ．ベースラインの見直し（２～４月）ニ．ベースラインの見直し（２～４月）    

大臣は、個々の所管（vote）毎の費用の上限（total expense）を
定められた水準に維持しなければならない。この水準をベースライ
ンと呼び、翌年度及びその後の２年間の金額を含む。このベースラ
インを超えない限りにおいて、購入すべきアウトプットの構成を変
えることができる。このベースラインの仕組みは、コストを少しず
つ積み上げて追加的な支出を招くといったことにならないようにす
るためのものであり、財政規律を維持するためのものである。 
政府予算の前に、大臣はこのベースラインの変更を求め、閣議で

これを検討することができるが、それは、社会保障給付の対象者が
大きく変わった場合などであり、ベースラインの変更は限定的に取
り扱われている。ＮＺでも、英国と同様に、予算のコントロール及
びプロセスの管理に当たって財務大臣の権限が明確にされており、
それは更に総理大臣の支援に支えられている。各省大臣は、財務大
臣を差し置いて、総理大臣と予算の議論をすることは制限されてい
る注14。 
また、この時期、当該年度に関する補正予算案の検討が進められ

る注15。 

                      
注 14財務省が３年間のベースラインの見直しを行った後、財務省と各省での意見の相違がある場
合は、総理大臣が議長となる「歳出コントロール及び歳入に関する閣僚委員会」（Cabinet 
Committee on Expenditure Control and Revenue）に付され検討される。これは、財務大臣と
各省大臣の間の意見の相違、大臣間での問題などを克服するために作られた仕組みであり、争
点を明らかにするとともに、最終的な予算案を提案する。 

注 15 補正予算は、議決予算のタイプの変更、追加的な資本支出、アウトプットの価格の変更、新
たなアウトプットなどについて、議会に承認を求めるものである。 
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   ホ．提案した新規施策等の検討（２～４月）ホ．提案した新規施策等の検討（２～４月）ホ．提案した新規施策等の検討（２～４月）ホ．提案した新規施策等の検討（２～４月）    
     閣議は、歳出と歳入に影響を与える提案について検討を行う、特

に予算政策書に盛り込まれた重点施策及び財政目的に整合的である
かどうかをチェックする。 

     本会議で財政・歳出委員会の予算政策書に関するレポートの審議
を終えると、閣議は最終的な政府予算案を決定する。 

 
   ヘヘヘヘ....予算関係書類の準備と提示（５～６月）予算関係書類の準備と提示（５～６月）予算関係書類の準備と提示（５～６月）予算関係書類の準備と提示（５～６月）    
     予算の日（Budget day）に、財務大臣は、７月１日から始まる 
    予算に関する次の予算関係書類を議会に提出する。 
 
     ・新年度の議決予算の見積り（appropriation estimates） 
     ・予算演説、財政戦略レポート 
     ・経済・財政の予算時見通し 
     ・省庁の年次計画書 
 
     予算は、7 月 31 日まで提出しなければならないが、通常、５、６

月に提出される。 
 
   ト．議決予算の承認（８～９月）ト．議決予算の承認（８～９月）ト．議決予算の承認（８～９月）ト．議決予算の承認（８～９月）    
     財政戦略レポート、経済・財政の予算時見通し、議決予算の見積

りは、財政・歳出委員会に付され、同委員会は個別の見積りの審査
を関係する委員会に割り当てる。各委員会は、見積もりを審査し、
そのレポートを予算提出の日から２ヶ月以内に本会議に提出しなけ
ればならない。そして、本会議で、財政戦略レポート及び経済・財
政の予算時見通しについての財政・歳出委員会のレポートを審議す
るとともに、新年度の議決予算が審議される。予算提出から３ヶ月
以内に、本会議は予算を議決しなければならない注16。 

 
 
 

                      
注 16前年の政府の財務諸表や業績結果については、その報告書が１０月中旬に議会に提出され、財
政・歳出委員会がこれを審議し、クリスマス前までに、レポートを本会議に提出する。本会議は、
２から３月、このレポートを審議する 
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４－１４－１４－１４－１    ニュージーランドの予算サイクルニュージーランドの予算サイクルニュージーランドの予算サイクルニュージーランドの予算サイクル 

              予算案提出 

 
 

省庁 財務省 
Treasury 

議  会 
House of Representative 

成方針 Budget Strategyの 予算政策書の公表   
（～3月 31日） 

ライン及び歳出予算に関す
（査定） 

ライン及び予算案の閣議決定 

予算関係文書の作成 

・歳出予算法案 Appropriation
Bill（～7月 31日） 
・予算演説 
・財政戦略レポート 
・経済財政見通し 
・予算の見積り Estimates 
・各省庁年次計画書 

各委員会において、以下に掲げる

文書の審査 
・財政戦略レポート及び経済財政

見通し（財政・歳出委員会） 
・予算の見積り Estimates 
・予算の提出後 2か月以内に議会
に提出された報告書 

予算の成立 
（予算の議会提出から 3か月以内）

ラインと
算の作成 財政・歳出委員会 Finance and

Expenditure Committee (FEC)
による審査 

予算案の閣議決定前の議会審議 
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今年度今年度今年度今年度 予測を行う年予測を行う年予測を行う年予測を行う年 後続年度1後続年度1後続年度1後続年度1 後続年度2後続年度2後続年度2後続年度2 以降以降以降以降

予算関係書類（5～7月）予算関係書類（5～7月）予算関係書類（5～7月）予算関係書類（5～7月）

・予算演説

・財政戦略レポート

・経済・財政見通し

・議決予算の見積り(Estimates)

・各省庁年次計画書（ＤＦＲ）

・歳出予算法案 (Appropriation bill)

補正予算補正予算補正予算補正予算

　　　出典：Treasury（1996）

年央経済・財政見通し（12月）年央経済・財政見通し（12月）年央経済・財政見通し（12月）年央経済・財政見通し（12月）

予算政策書（2～3月）予算政策書（2～3月）予算政策書（2～3月）予算政策書（2～3月）

図Ⅲ－４－２　予算編成における主要な報告書等図Ⅲ－４－２　予算編成における主要な報告書等図Ⅲ－４－２　予算編成における主要な報告書等図Ⅲ－４－２　予算編成における主要な報告書等

10年計画10年計画10年計画10年計画
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５．改革の成果と評価５．改革の成果と評価５．改革の成果と評価５．改革の成果と評価    
    
（１）マクロ的なパフォーマンス（１）マクロ的なパフォーマンス（１）マクロ的なパフォーマンス（１）マクロ的なパフォーマンス    
 
   1984 年にロンギ労働党政権が誕生し、経済・財政全般にわたる構造改
革がスタートしたが、ＮＺ経済は、84 年の８％成長注 17の後は、92 年ま
で、１％からマイナス２％の間で低迷を続けた。これは、政府介入型の
経済の立て直しに相当の時間とコストがかかったものと考えられている。
93 年から 95 年にかけて、アジア経済の好調に伴うアジアへの輸出増を
背景として、４から６％の実質ＧＤＰ成長率を達成し、ＮＺ経済はよう
やく回復の兆しを見せることができた。 

   財政収支は、83 年の対ＧＤＰ比マイナス 9.2％をピークに、労働党政
権から国民党政権にバトンタッチされるまで、徐々に減少を続けた。そ
の結果、94 年、ついに黒字に転換し、その後は黒字傾向が続いている。
債務残高は、引き続き財政赤字が続いたことから、92 年の対ＧＤＰ比
62.6％に達するまで増加を続けた。財政赤字の縮小と黒字化に伴って、
その後は減少を続け、99 年には、35.5％にまで低下している。 

   ＩＭＦ（1996a）によれば、政府支出の対ＧＤＰ比は、政府部門の改
革に伴って、90/91 年度の 42％まで増加を続け、これが減少に転じたの
は 90/91 年度からであるという（93/94 年度に 38％へ低下）注18。これは、
組織の改革は当初支出を増大させるというパラドックスと言われている。
例えば、省庁の再編に伴う追加的な予算の必要や新たなマネジメントの
実施に伴う経費の増などがこれに該当する。この後の減少は、社会保障
支出の削減を初め、組織改革の初期のコストが消失したこと、公的サー
ビスの供給の効率化、支出管理の改善などが背景にある。 

   その他の顕著な効果として、ＩＭＦ（1996a）は、中央政府の当初予
算と決算を比較した結果、発生主義会計の導入により、配分された予算
の節約がかなりの広範囲で生じていることを指摘している。その理由と
して、省庁やエージェンシーが自らの裁量で予算や資源の使用ができる
ようになったことを挙げている。 

 

                      
注 17 それまでのマルドゥーン政権が行っていた、”Think Big Project”という総需要刺激策による
ところが大きい。 

注 18 ＯＥＣＤ統計では、こうした政府支出の対ＧＤＰ比の減少は確認できない。 
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（２）改革の評価と今後の課題（２）改革の評価と今後の課題（２）改革の評価と今後の課題（２）改革の評価と今後の課題    
 
   ＮＺのパブリック・マネジメントの改革は、組織改革、予算・財政の
改革、人事管理など広範囲にわたり、「政府のオーバー・ホール」と呼
べるものであった。エージェンシー理論や制度派経済学など、理論的な
枠組みの下で改革は実践され、その範囲、規模、スピードいずれをとっ
ても、英国、オーストラリア、カナダなど他国をしのぐ際立った改革で
あった。その内容も、政府と省庁の区別、大臣と次官の間の契約制など、
他国にはない画期的なものであった。こうした改革の背景には、当時の
ＮＺの経済社会が強い規制で縛られ、政府部門の民間への過度の介入が
存在し、経済危機からの脱出には、政府部門の速やかな改革が不可欠で
あったからである。そして、中央集権化した小さい国であったこと、一
院制の議会で単独与党の政権であったこと注 19、などが改革の実施を容易
にしたと考えられる。 

   さて、ＮＺの改革の評価であるが、そのユニークさから多くの研究が
なされているのでいくつかを紹介しよう。 

   最初に包括的な評価を行われたのは、1991 年の Logan Review である。
これは、89 年に労働党から政権を引継いだ国民党政権が、前政権の改革
をそのまま継続させるかどうかを判断するために政府部内で実施した評
価である。そのポイントは、次のとおりである。 

 
  ① 改革は公的サービスの効率性及び効果にプラスの影響を与えている。 

② 現場の上級マネージャーは、結果の説明責任の強化の代替としてマ
ネジメントに関する裁量を享受している。 
③ 多くの重要な政策分野で業績が向上している。 
④ 政策を総合的に立案・調整する関心がない。 
⑤ 大臣とチーフ・エグゼクティブ（次官）の間に摩擦と緊張が生じて
いる。 
 
結論としては、改革を引き続き遂行すべきというものであった。 
 1996 年以降、多くのＮＺモデルの研究が行われているが、ＯＥＣＤ

                      
注 19 1996 年の総選挙から、選挙制度が従来の小選挙区制から小選挙区比例代表併用制に変更され
たため、単独政権の維持が事実上困難になったと言われている。実際、96 年の選挙の結果、国
民党は単独で議席の過半数を獲得できず、ＮＺファースト党との連立政権を樹立した。 
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（1997a11）によれば、ほとんどの研究が、改革はパブリック・マネジ
メントに大きな効果があり、従来のシステムよりは優れているもののい
くつかの問題が生じていると結論付けているという。例えば、“The 
1996 OECD Economic Survey of New Zealand”は、改革が政府活動の範
囲や経済全体に対する規模を縮小させるなど大きな進展を示したが、業
績の改善にはまだ努力が必要であると結論付けており、具体的には次の
ような問題点を挙げている。 
 
① contestability（競争可能性）の具体化は、理想と現実では異なる。
多くの公的サービスは、省庁やクラウン・エンティティから購入され
ており、それ以外の組織から購入されておらず、実質的に競争が起こ
っていない。 

② アウトプットの測定は行われているが、アウトカムに着目したプロ
グラム評価が軽視されている。 

③ パーチェス・アグリーメントに代表される契約主義が、大臣と次官
に間に arms-length な関係を築いていない。 

 
   和田（2000）は、ＮＺモデルの問題点として、次の５点を挙げ、 
 
  ①アウトプット重視とアウトカム軽視 
  ②「購入者」の関心の重視と「所有者」の関心の軽視 
  ③ペーパーワークの増大 
  ④組織改革に伴う物理的・精神的なコストの増大 
  ⑤コーディネーションの悪さ 
 

    これらの問題が、ＮＺモデルを推進する際、トレード・オフとして必然
的に生じるものであると指摘している。すなわち、従来指摘されていた
パブリック・マネジメントの問題を解決しようとすれば、例えば、大臣
と次官の役割を明確化しようとすれば、ペーパーワークが増大するわけ
である。次官に多くのマネジメントの裁量を与えたが、他方で業績や結
果に対する説明責任を強く求められることから、実際には、応募者は少
なく、空席が目立つといった弊害も指摘されている（ＯＥＣＤ
（1997a12））。更に、和田（2000）は、ＮＺの優れた点として、上記の
①から⑤のような問題に対して、積極的に改善するための取組みが行わ
れていることを挙げている。例えば、アウトカムの達成に向けて省庁が
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活動するよう、ＳＲＡｓとＫＲＡｓが創設された。ペーパーワークの増
大に対しては、各種報告書の統合・簡素化が行われているという。 

     このようにＮＺモデルは、全体としては評価されているものの、プラ
スの面とマイナスの面が混在しているのが実態である。ＮＺモデルは、
そのユニークさから他国への応用はそのままでは一般的には難しいと考
えられるが、ＮＺの経験は貴重な勉強材料を与える。それは、経済理論
を実践したいわば「実験」であり、パブリック・マネジメントに内在す
る本質的な矛盾や問題点を明らかにしたからである。特に、ＮＺモデル
は、省庁やプログラムの責任者に関する自由裁量と説明責任のバランス
をとることの重要性、難しさを教えてくれる。伝統的なモデルでは、裁
量や説明責任は重要視されず、コンプライアンスとリスクの回避が重要
であった。これに対し、省庁やプログラムの責任者に裁量を与える代り
に説明責任を求めるＮＰＭモデルが登場したわけであるが、裁量を与え
ることは、組織をコントロールする手段を失うことにつながるので、一
般に行政組織内部には抵抗が強い。ＩＭＦ（1996b）は、ＮＺモデルの
成功要因として、ＮＺ財務省が予算に関する詳細なコントロールを手放
し、説明責任を強化する枠組みを作ったことを挙げている。更に、同レ
ポートは、財務省は省庁に対する表面的なコントロールを失ったが、そ
の代りに実質的なコントロールができるようになったとも分析している。 
Boston(1996)は、ＮＺモデルの経験から得られる教訓をまとめており、

参考までに BOXⅢ－５－１で紹介する。 
     最後に、予算・財政のマネジメントに関し、今後の課題を述べる。99

年 11 月の総選挙で、市場原理による改革を指導してきた国民党が敗北
し、労働党・アライアンス党の連立政権が発足し、クラーク党首が新首
相に就任した。労働党は、90 年以来の政権復帰だった。クラーク新政権
は、これまでの政策を一部転換し、国際競争力の強化の観点から、経済
開発省の新設、関税率引下げの延期などを実施するとともに、雇用者の
立場を強化した雇用契約法の廃止、年金支給額の引上げなどの社会保障
政策の見直しなどに取り組んでいる。高額所得に対する所得税率の引き
上げといった措置も含まれており、財政全体に与える影響は即断できな
いが、94 年に制定された財政責任法に基づいて責任ある財政運営が行わ
れるのか注目されるところである。なお、パブリック・マネジメントに
関しては大きな見直しは今のところ報告されていないが、「クラーク新
首相は契約概念に懐疑的」という現地報道がなされている（BOXⅢ－５
－２参照）。 
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BOXBOXBOXBOXⅢ－５－１Ⅲ－５－１Ⅲ－５－１Ⅲ－５－１    ＮＺの改革の教訓ＮＺの改革の教訓ＮＺの改革の教訓ＮＺの改革の教訓    

 
１.大きな改革を首尾よく実行するには、高レベルの政治的サポート、理想的には複数の党による 

もの、が必要である。また、政府の高官が改革の必要性を認め、改革のイニシアティブを発揮 
すれば、さらに迅速さが増す。 

 
２．大改革のプログラムを始めるにあたっては、首尾一貫したフレームワークと、明確で達成可能 

な目標を設定することが望ましい。 
 

３．改革の早い段階において、政治的に望ましい環境を作り、顕著な結果を示すことができるよ 
う、注意深く改革のプロセス検討しなければならない。 

 
４．組織の再構築は、それが組織の目的や使命にかかわることであれば、財政的にも社会的に 

もコストがかかる。ゆえに、大きな再編にはたやすく乗り出すべきではない。さらに、行政改革 
を行うときは、政治的責任の所在など、憲法上の枠組みとの関係を常に考慮しなければなら 
ない。 

 
５．公務員の組合交渉の方法を、早急に変えることは比較的やりやすい。同様に、中央で交渉す 

るシステムから、公企業や省庁ごとに交渉するシステムに移行させることも、それほど困難なこと 
ではない。 

 
６．比較的短期間に、産業の停滞を招くことなく、公共部門を縮小することは可能である。しかし、 

それは次のような代価をいとわないという状況においてである。補助金の廃止、機関の名声の 
喪失、広がる不安、キャリアの崩壊、そして従業員の管理体制への疑念など。 

 
７．管理職の分権化や移転は、それがどのようなものであっても、説明責任のシステム（事前の契 

約書、事後の報告を含む）の向上とともに進められなければならない。 
 

８．意思決定を行う者のための情報の質と流れを改善することは、個人・組織としての双方の業績 
を上げるために必要不可欠である。 

 
９．財務のマネジメントの改革は、それが経済運営全般にわたる改革に統合されると、はるかに良い

結果を出せる。チーフ・エグゼクティブたちに財務のマネジメントの責任を負わせるためには、上

級のマネージャーたちの能力などの人事管理も含まれる。 
 
10．分権化したマネジメントのシステムでは、省庁横断的な目標を設定するとともに、運営のイニ 
シアティブを統一する必要がある。 

 

出典：Boston（1996） 
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BOXBOXBOXBOXⅢ－５－２Ⅲ－５－２Ⅲ－５－２Ⅲ－５－２    ＮＺ現地新聞「トランス・タスマン」（ＮＺ現地新聞「トランス・タスマン」（ＮＺ現地新聞「トランス・タスマン」（ＮＺ現地新聞「トランス・タスマン」（2000200020002000年３月９日）年３月９日）年３月９日）年３月９日）    

 
   「公共サービス改善の試みの中で、政府は、大臣－省庁間におけるアウトプット『購入』取決め 
  を改革の１つのターゲットとして位置付けている。クラーク新首相はこうした取決めに対して極め 
て懐疑的であるとのことである。新首相は、民間の契約概念を果たして行政に取り入れることがで 
きるのかどうか疑問に思っている。彼女は、個人的には、より弾力的取扱いが必要であると考えて 
いる。『現在の報告書のほとんどはとんでもなくわかりにくい。ごみの山を見積りだ、評価だと言って 
示されても、何の意味もない。私が知りたいのは、我々がなすべきことは何であり、それがちゃんと 
行われたか、いつ行われるか、予定はどうなっているかと言うことだ。』新首相は、今後、政府は 
『意味ある報告』を各省から求めていくこととしている。 

 


