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ⅣⅣⅣⅣ....    豪豪豪豪    州州州州    ～アウトカムを重視する英国・ＮＺの改良モデル～アウトカムを重視する英国・ＮＺの改良モデル～アウトカムを重視する英国・ＮＺの改良モデル～アウトカムを重視する英国・ＮＺの改良モデル    
 
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    
 
 豪州経済は 1950～60 年代、平均して５～６％の成長を達成し、物価は
２～３％の上昇率で安定するともに、失業率も１～２％と低く、好まし
い経済状況を謳歌していた。このような環境のもと、社会福祉の充実化
が進められた。 
 しかし、1970 年代に入り、英国のＥＣ加盟による関係希薄化、石油危
機などにより経済が停滞する。もともと鉱業に強みがあったことから原
料の輸出に支えられて、一旦は経済成長が回復し、苦境を乗り切ったか
に見えたが、1980 年代に入って、再び、深刻な景気後退、望ましくない
財政赤字という一層難しい経済状況に陥った。豪州経済は、1982 年に▲
0.6％のマイナス成長に陥り、財政赤字は 1984 年度には▲5.2％まで悪化
した（図Ⅳ－１－１参照）。それ以降、本格的な構造改革の必要性が認識
されるようになる。その後の具体的な取組みと流れは、社会民主主義的
な労働党の政権と自由主義的な自由党主体の連立政権とに分けて見てい
くことにする。 

 
        ①労働党政権下（ホーク：①労働党政権下（ホーク：①労働党政権下（ホーク：①労働党政権下（ホーク：83.383.383.383.3～～～～91.1291.1291.1291.12、キーティング：、キーティング：、キーティング：、キーティング：91.1291.1291.1291.12～～～～96.396.396.396.3））））    

 1983 年に誕生したホーク政権以降、経済活力を回復するため各産業
分野で自由化・規制緩和が進められるとともに、一連の行財政改革の
取組みも開始される。改革は、主として「財務管理改善プログラム
（Financial Management Improvement Programme：ＦＭＩＰ）」に沿っ
てなされている。これは、過度に中央集権化された硬直的な管理シス
テムを改め、各省庁に人事や財務の資源活用における裁量権を与える
とともに、結果に対する説明責任を求めるシステムへの転換を図るも
のである。ＦＭＩＰは英国で 1982 年から始まった財務管理イニシアテ
ィブ（Financial Management Initiative：ＦＭＩ）に倣ったプログラ
ムである。 
 また、ホーク政権では、ＦＭＩＰの一環として予算システムの改革
にも取り組んでいる。それが、1985 年から導入された「プログラム管
理・予算（Programme Management and Budgeting：ＰＭＢ）」である。 
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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.債務残高の1980～87年度はＩＭＦによる。
　　　4.財政収支と実質ＧＤＰは1983年までと84年以降、債務残高は1987年度までと88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"により作成 

図Ⅳ－１－１　豪州の財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅳ－１－１　豪州の財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅳ－１－１　豪州の財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移図Ⅳ－１－１　豪州の財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移
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これは、各省庁が実施する事業の結果に着目しつつ、アウトプットあ
るいは成果とインプット（予算）との関係を明確にしようというもの
である。ただし、ＰＭＢは、業績評価及び予算の効率的な配分のため
の枠組みであり、財政上の規律としての意味合いはそれほど強くない。
歳出総額をコントロールする仕組みとしては、４年間のベースライン
を定める「予算支出将来見積り（forward estimates）制度」や効率化
により期待される節約効果を毎年カットする「一律の経常経費削減
（efficiency dividend）制度」注１が導入された。これらの制度が一
定の役割を果たし、財政赤字は着実に縮小へ向かう（1989 年度には財
政収支が均衡）。しかし、1990 年代に入って経済が後退し始めると、
財政赤字は再び急拡大する。経済成長率は 1991 年に▲0.9％とマイナ
スになり、財政赤字は 1992 年度に▲６％、同年の失業率は 10％を超
えた（表Ⅳ－１－１参照）。この背景には、労働党政権は、緊縮財政路
線を掲げながらも、英国のように必ずしも「小さな政府」は指向して
おらず、公的部門の資源の有効活用を重視し、改革によりむしろ公的
部門は増強されるべきだと考えていた（ＯＥＣＤ（1997a12））ことも
影響していると思われる。 
 1991 年から首相はキーティングに交代する。改革の路線は、引き続
きＦＭＩＰに基づくものであったが、キーティング政権では、今まで
以上にアウトカムを重視した仕組みを検討し始めた。具体的な改革が
実現するのは次の政権であるが、この頃からその土壌が形成されつつ
あったと言える。また、キーティング政権では、構造改革により効率
化が進んだ民間部門と比較して公的部門については依然として非効率
が存在するとの認識から、政府所有企業や各中央省庁に競争原理を導
入する政策を実行するなど、市場メカニズムの活用にも取り組み始め
た。 

 
 

                      
注１ 予算配分の際、期待される前年度の効率化達成分として、毎年一律に経常経費の総額を１％
ずつ削減するというもの。1987 年度予算から導入され、当初は毎年 1.25％の削減であったが
1995 年に引き下げられた。省庁に生産性向上を促す紳士的な手段と考えて導入に踏み切ったが、
各省庁からはサービス供給への影響を考えない時代遅れの一律削減との批判が強かった。1999
年度から、予算が発生主義ベースとなったこと、及び新たな生産性向上のための競争原理が導
入されたこと（p143、BOXⅣ－３－１参照）から、一部を除き現在では廃止されている。 
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（％）
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 2.3 3.6 ▲0.6 1.0 6.9 5.1 2.0 4.9 4.6 4.5
消費者物価上昇率 10.2 9.6 11.2 10.1 3.9 6.7 9.1 8.5 7.3 7.5
失業率 6.0 5.7 7.1 9.9 8.9 8.2 8.1 8.1 7.1 6.1
経常収支:対ＧＤＰ比 ▲2.7 ▲4.8 ▲4.7 ▲3.7 ▲4.7 ▲5.5 ▲5.7 ▲3.9 ▲4.5 ▲6.2
長期金利（10年物指標国債） 11.6 14.0 15.3 13.9 13.5 14.0 13.4 13.2 12.1 13.4
一般政府支出:対ＧＤＰ比 31.4 31.4 32.9 35.0 36.7 37.8 37.4 36.2 33.2 32.2
一般政府財政収支:対ＧＤＰ比 ▲1.7 ▲0.7 ▲0.5 ▲3.9 ▲5.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲2.2 ▲0.4 0.0
一般政府ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾊﾞﾗﾝｽ:対ＧＤＰ比 ▲0.8 0.2 0.4 ▲2.8 ▲2.3 ▲1.7 ▲0.5 1.4 2.9 3.3
一般政府ネット債務残高:対ＧＤＰ比 4.4 3.6 5.1 7.9 9.8 10.8 10.7 8.8 15.3 11.3
一般政府グロス債務残高:対ＧＤＰ比 21.4 19.3 17.8 19.6 21.2 22.9 24.5 23.3 25.9 23.8

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 1.4 ▲0.9 2.6 3.8 5.0 4.4 3.7 3.8 5.6 4.7
消費者物価上昇率 7.3 3.2 1.0 1.8 1.9 4.6 2.6 0.3 0.9 1.5
失業率 7.0 9.5 10.7 10.9 9.7 8.5 8.5 8.6 8.0 7.2
経常収支:対ＧＤＰ比 ▲5.2 ▲3.6 ▲3.7 ▲3.3 ▲5.1 ▲5.4 ▲3.9 ▲3.1 ▲5.0 ▲5.8
長期金利（10年物指標国債） 13.2 10.7 9.2 7.3 9.0 9.2 8.2 6.9 5.5 6.1
一般政府支出:対ＧＤＰ比 33.0 34.7 36.2 36.2 35.4 35.4 34.7 33.5 33.4 31.8
一般政府財政収支:対ＧＤＰ比 ▲1.2 ▲3.8 ▲6.0 ▲5.5 ▲4.6 ▲3.7 ▲2.1 ▲0.5 0.6 1.9
一般政府ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾊﾞﾗﾝｽ:対ＧＤＰ比 1.8 ▲1.1 ▲3.4 ▲2.5 ▲0.9 ▲0.1 0.8 1.9 2.3 3.6
一般政府ネット債務残高:対ＧＤＰ比 10.7 11.6 16.2 22.0 26.5 27.1 21.6 21.7 16.5 13.7
一般政府グロス債務残高:対ＧＤＰ比 22.6 23.8 28.2 31.4 41.2 42.9 40.1 38.3 33.0 26.1
（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.ネット債務残高の1980～87年度はTreasury、同期間のグロス債務残高はＩＭＦによる。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68, 61, 54"、 ＩＭＦ,"International Financial Statistics 2000"、 
　　　　Treasury,"Final Budget Outcome 1999-2000"により作成

表Ⅳ－１－１　豪州の主な経済指標の推移表Ⅳ－１－１　豪州の主な経済指標の推移表Ⅳ－１－１　豪州の主な経済指標の推移表Ⅳ－１－１　豪州の主な経済指標の推移
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        ②自由党・国民党連立政権下（ハワード：②自由党・国民党連立政権下（ハワード：②自由党・国民党連立政権下（ハワード：②自由党・国民党連立政権下（ハワード：96.396.396.396.3～～～～    ））））    
 深刻な財政赤字と高水準の失業が続く中で行われた 1993 年の総選
挙では、労働党政権の経済運営への批判もあり、財政再建と経済改革
を掲げていた自由党は大きな支持を集めていた。しかし、直前にＧＳ
Ｔ（Goods and Service Tax：一般消費税）の導入を打ち出したため、
この時の総選挙では敗北する。３年後の 1996 年の総選挙で自由党は、
ＧＳＴ導入を取り下げたこともあって今度は選挙に勝利し、ハワード
自由党・国民党連立内閣が発足することとなった注２。もともと財政改
革を標榜していた同政権は、連邦に助言する諮問機関として国家監査
委員会（National Commission of Audit：ＮＣＡ）を立ち上げ、その
勧告をもとに積極的な改革に着手する。ＮＣＡは、「ＦＭＩＰやＰＭＢ
における改革は、コストの割にはアウトカムの達成に乏しかった」と
指摘し、具体的な改革を挙げて、その実施を勧告した。ハワード政権
は、ＮＣＡの勧告を全面的に受け入れ、業務見直しの促進、発生主義
の予算への適用及びアウトカム･アウトプット体系の予算編成、裁量権
とアカウンタビリティを明確にした財務会計関連三法の制定、明示的
な財政目標を設定・報告する予算公正憲章法の制定などを実施した（豪
州の主な改革の流れは BOXⅣ－１－１参照）。これらの改革は、行政活
動の効率化、適切な予算配分、健全な財政運営のための実効性のある
システムの構築を目指したものであることは言うまでもないが、同時
に、財政運営や行政活動の透明性及びアカウンタビリティの向上を指
向したものでもある。豪州でこうした改革が実現した背景には、すで
に同様の仕組みを導入していたニュージーランドの強い影響がある。 
 また、ハワード政権は、競争入札や民間委託、民間の経営手法の活
用などを通じて、公的部門の効率化をさらに積極的に進めるとともに、
サービス憲章（Service Charter）に見られるような行政サービスの質
の向上を目指した取組みも行っている。 
 豪州経済は現在、安定した経済成長を続けており、長年の懸案であ
った失業率も徐々に低下し、財政収支も 1998 年度からは黒字に転換し
ている。 
 

 

                      
注２ 1998 年の総選挙で、連立与党はＧＳＴ導入と所得税減税を掲げて勝利し、2000 年７月には
ＧＳＴが導入されている（税率 10％、卸売売上税は廃止）。 
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BOXBOXBOXBOXⅣ－１－１Ⅳ－１－１Ⅳ－１－１Ⅳ－１－１    豪州の主な改革豪州の主な改革豪州の主な改革豪州の主な改革の動きの動きの動きの動き 

 1983年 ホーク労働党政権発足 

 1984年 財 務 管 理 改 善 プ ロ グ ラ ム （ Financial Management Improvement 
Programme：ＦＭＩＰ）を開始 

  
連邦公務員制度改革法（Public Service Reform Act）を制定 

 1985年 プログラム管理・予算（Programme Management and Budgeting：ＰＭＢ）
を導入 

 1987年 中央省庁再編を実施（28省を 16省に統合） 

 1988年 雇用関係法（Working Place Relation Act）を制定 

 1991年 キーティング労働党政権発足 

 1993年 雇用関係法を改正（省庁毎の雇用条件協定が可能になる） 

 1995年 国家競争政策（National Competition Policy）を発表 

 1996年 雇用関係法を改正（公務員毎の雇用条件個別協定が可能になる） 

  中小企業規制緩和特別委員会を設置 

  ハワード自由党・国民党連立政権発足 

  業務改善サイクル（Performance Improvement Cycle）を導入 

 1997年 発生主義に基づくアウトカム･アウトプット･フレームワーク（Accrual-based 
Outcomes and Outputs Framework：ＡＯＯＦ）導入を発表 

  財務管理アカウンタビリティ法（Financial Management and Accountability 
Act）を制定 

  連邦公社企業法（Commonwealth Authorities and Companies Act：ＣＡＣ
法）を制定 

  会計検査官法（Auditor-General Act：ＡＧ法）を制定 

  政府企業に対するガバナンス協定（Governance Arrangements for 
Government Business Enterprises）を発表 

 1998年 競争入札・民間委託政策の指針を発表 

  予算公正憲章法（Charter of Budget Honesty Act）を制定 

 1999年 新連邦公務員法（Public Service Act）を制定 

  1999年度よりＡＯＯＦによる予算編成を開始 
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（２）改革の特徴（２）改革の特徴（２）改革の特徴（２）改革の特徴    
 
 豪州の改革は、英国やニュージーランド（ＮＺ）の行財政改革の影響
を強く受けている点が最大の特徴である。ただし、これらの国の改革モ
デルをそのまま取り入れるのではなく、豪州の事情に合わせて取り込ん
でいる。結果的に現在では非常に似た枠組みになっているが、改革の進
め方などを見ると両国とは異なっている。 
 例えば、権限委譲や責任の明確化は英国からすぐに導入されたが、民
営化や民間委託の積極化にはすぐに追随せず、民間活力の導入に積極的
になるのは 1990 年代半ば以降である。これは、豪州では改革当初から、
もっぱら資源（特に予算）の有効な配分及び活用に注力してきたためで
ある。その背景として、豪州の改革を担った政権政党が、社会民主主義
的な政治スタンスである労働党であったことも影響しているものと思わ
れる。また、英国を始め多くのＯＥＣＤ諸国が推進してきたエージェン
シー化もほとんど行われていない。 
 市場メカニズムの積極的な導入は遅れることとなったが、その代わり
に、業績測定（performance measurement）や業績評価（performance 
evaluation）手法の開発に非常に精力的に取り組んでおり、事業の結果
に着目し目標と予算のリンクを目指した「プログラム管理・予算（ＰＭ
Ｂ）」という当時では先進的な仕組みを 1980 年代半ばからすでに実施し
ている。ＰＭＢは必ずしも当初の理念どおりの成果を達成したわけでは
ないが、結果をいかに適切に評価し資源配分に生かしていくかという問
題は常に豪州の改革の中心事項であった。ＰＭＢでの取組みは、1999 年
度から実施されている「発生主義に基づくアウトカム･アウトプット･フ
レームワーク（Accrual-based Outcomes and Outputs Framework：ＡＯ
ＯＦ）」へ受け継がれている。このように、改革の中身の特徴としては、
業績評価システムの改善と業績評価の予算配分への活用（Performance 
Budgeting）に力を入れてきた点が挙げられる。加えて、ＮＺとの比較で
言えば、ＮＺがアウトプットに重点を置いているのに対して、豪州は、
一貫してアウトカムを重視している点も特徴的である。 
 また、豪州の改革は、ＯＥＣＤ（1997a11）によるとトップダウン型に
位置付けられている。確かに近年の改革はトップダウン型に近いが、従
来は特定の政治家によるリーダーシップの下にトップダウンで進められ
たというより、官僚と政治家の相互の協力で推進してきた側面が強いと
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思われる注３。 
 
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）行政執行部門の状況（１）行政執行部門の状況（１）行政執行部門の状況（１）行政執行部門の状況    
 
 豪州には、英国などと同類の「エージェンシー」は基本的に存在しな
い（BOXⅣ－２－１参照）。他のＯＥＣＤ諸国で行政執行部門のエージェ
ンシー化が推進されている国は多いが、豪州はこれまで明確な方針を打
ち出していない。豪州では、行政執行部門を政策立案部門から切り離す
ことはせず、省庁内に行政執行部隊（operating agency、business unit）
として残している。これは、豪州政府は、組織の構造的な変化を伴うエ 
 
 

BOXBOXBOXBOXⅣ－２－１Ⅳ－２－１Ⅳ－２－１Ⅳ－２－１    豪州の“豪州の“豪州の“豪州の“AgencyAgencyAgencyAgency””””    
 
 豪州には英国型のエージェンシーはないが、豪州政府の公表資料には“Agency”とい
う言葉が頻繁に使われている。豪州の場合、この“Agency”は、基本的には、法律に基
づいて設立された外局を指している。日本で言うと、国税庁、特許庁、気象庁、公正取
引委員会などと同じ位置付けである。最近、英国型のエージェンシーに近い独立行政法
人も設立されているが、その数はわずかであり、他のＯＥＣＤ諸国のように明確なイニ
シアティブのもとで実施されているわけではない。 
 以下に、予算行政管理省のケースを例示しておく。なお、豪州では、本省と外局を合
わせて「ポートフォリオ（portfolio：大臣所管分野）」と呼んでおり、予算はこのポー
トフォリオ毎に編成される。ポートフォリオの中では、本省も“Agency”の１つである。 

 
＜予算行政管理ポートフォリオ（Finance and Administration Portfolio）＞ 

 
 予算行政管理大臣   予算行政管理省【本省】 
  特別大臣      （Department of Finance and Administration） 
  大臣政務官     連邦補助金委員会【外局】 
            （Commonwealth Grants Commission） 
            豪州選挙委員会【外局】 
            （Australian Electoral Commission） 
            連邦公務員退職年金管理機関【外局】 
            （Commonwealth Superannuation Administration） 
            資産売却・情報技術外部委託機関【独立行政法人】 
        （Office of Asset Sales and Information Technology Outsourcing） 

 

                      
注３豪州では、1980 年代に入るまで官僚の力が強く官僚主導型の政策決定が行われていた。ホー
ク政権以降、政治顧問制度と大臣官房の増強により大臣の政策的指導力の強化が図られ、次第に
政治優位が進むようになったという経緯がある（久保田（2000））。 
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ージェンシー化の効果には懐疑的であり、運営手法の改善で十分な効果
が実現すると考えているためである。行政執行部隊は本省の内部組織で
あるが、権限と責任を委譲するとともに目標と結果に対する説明責任を
求めるという手法は活用されている。 

    
（２）中央省庁の改革（２）中央省庁の改革（２）中央省庁の改革（２）中央省庁の改革    
 
 豪州では、1987 年に省庁再編を実施し、政府機構を大幅に改革した。
従来の 28 省が 16 省に統合再編されるとともに、16 人の閣内大臣
（Cabinet Minister）と 14 人の閣外大臣（Junior Minister）を設置（現
在は 17 人と 13 人）する体制とした（現在の中央省庁は BOXⅣ－２－２
参照）。 
 
 

BOXBOXBOXBOXⅣ－２－２Ⅳ－２－２Ⅳ－２－２Ⅳ－２－２    豪州の中央省庁豪州の中央省庁豪州の中央省庁豪州の中央省庁    
 
    首相内閣府             予算行政管理省 
    運輸・地方サービス省        教育・訓練・青少年省 
    財務省               産業・科学・資源省 
    外務貿易省             法務省 
    環境・文化遺産省          移民・多文化省 
    通信・情報技術・芸術省       農業・漁業・林業省 
    国防省               家族・地域サービス省 
    退役軍人省             雇用・労使関係・中小企業省 
    保健・老人福祉省 
 

 
 中央省庁再編の目的は、 

 
  ①組織の再構築による行政の効率化と経費節減、 
  ②省庁間の調整負担の軽減による意思決定の円滑化、 
  ③すべての省庁を閣内大臣（内閣構成員たる上級大臣）の所管におくこ

とによる内閣の政策面での統制力の強化 
 
である。この再編は、極秘裏に進められて抜き打ち的に実施されたため、
組織融合の難しさやポスト削減への抵抗（削減ポスト数は約 3,000）な
どにより大きな混乱を伴った。しかし、結果としては、当初の目的は十
分に達成できた。また、大官庁化により政策調整の相当部分を組織内部
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で行うことができるため「縦割り行政」の弊害を緩和するとともに、全
省庁の所管大臣が閣内大臣となったことにより閣議における調整が容易
になり、政府の意思決定が効率的になった。 
 豪州の場合、大官庁化は、権限委譲を進める過程でも好都合となった。
従来から各省庁への権限委譲は積極的に進められていたが、各省庁での
上層部から下級職への権限委譲はなかなか進まなかった。政府は権限委
譲を組織の末端まで進めることで効果の拡大を狙っていたが、省庁にし
てみれば、下級職に責任委譲をしても上層部は説明責任から逃れられな
いので、コントロールが弱まることを嫌ったからである。しかし、省庁
再編による大官庁化により、必然的に上層部だけでは業務を取り仕切れ
なくなり、結果的に組織内部の権限委譲も進みやすくなった。また、行
政執行部隊への権限委譲と説明責任の明確化という仕組みもこの流れの
中で進んだものと思われる。 
 中央政府の組織を効率化する方法としては、分離独立により細分化す
る方法（ニュージーランド等）と統合集約により大規模化する方法（カ
ナダ等）が考えられる。豪州では後者を選択したわけであるが、公的部
門を効率化するためにどちらの方法を選択するかは国民性あるいはカル
チャーの違いなどによって決まるものと思われる。 

 
（３）財務省と予算行政管理省（３）財務省と予算行政管理省（３）財務省と予算行政管理省（３）財務省と予算行政管理省    
 
 豪州では、財政・予算に関する役割を、財務省（Treasury）と予算行
政管理省（Department of Finance and Administration：ＤＯＦＡ）で
分担している。具体的には、財務省が財政政策や予算編成方針を策定す
る役割を持つのに対して、予算項目の個別の査定や業績管理などは予算
行政管理省が担っている。簡単に言うと、財政運営及び予算編成のマク
ロ面は財務省、ミクロ面は予算行政管理省である。財政・予算面での責
任は、基本的には財務大臣と予算行政管理大臣が共同して負うこととさ
れており、議会に提出される予算書類の表紙にも両大臣の著名がなされ
る。ただし、予算演説を行うのは財務大臣である。両省はもとをたどれ
ば同一組織であったが、1976 年に財務省から予算査定機能が分離されて
予算省（Department of Finance）ができ、さらに 1997 年に予算省と行
政サービス省が統合して予算行政管理省になったという経緯がある。 
 豪州の財政・予算制度改革については両省が中心となって進められた。
ただし、役割の違いを反映して、財務省は、予算公正憲章法などマクロ
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の財政運営面で主導的立場にあり、予算行政管理省（前身の予算省含む）
は、財務管理や業績評価、発生主義会計などの面を主導してきた。また、
公務員改革など財政・予算面以外では首相内閣府（Department of the 
Prime Minister and Cabinet）が主導的な役割を果たしており、中央省
庁の中ではこの３省の影響力が大きい。 
 財務省は、経済政策に関する強力な助言機能を有することから伝統的
に他省庁に比べて高い地位を保持している。そのため、財務大臣には与
党の有力者が就くケースが多く、実際、現在のコステロ財務大臣は与党
副党首であり、政府の経済・財政運営全般にわたって指導力を発揮して
いる。 

 
３．財政運営及び予算編成の改革３．財政運営及び予算編成の改革３．財政運営及び予算編成の改革３．財政運営及び予算編成の改革    
    
 豪州の予算・財政面での中心的な枠組みは、「予算公正憲章法（Charter of 
Budget Honesty Act）」と「発生主義に基づくアウトカム･アウトプット･
フレームワーク（Accrual-based Outcomes and Outputs Framework：ＡＯ
ＯＦ）」である。 
 予算公正憲章法は、中長期的な財政戦略、予算編成の基本方針など、財
政運営全般に関する基本的な枠組みを定めるものであり、マクロ的な財政
運営に関する透明性・アカウンタビリティの向上を確保するためのもので
ある。それに対して、ＡＯＯＦは、各省庁の個別の支出をアウトプットか
ら捉え、行政サービスの低コスト化及び効率的な資源配分を図るものであ
る。また、ＡＯＯＦは、各省庁が達成すべきアウトカム毎に予算を配分し、
その結果に対して責任を持たせる業績評価の仕組みも併せ持つため、各省
庁の行政活動の透明性・アカウンタビリティの向上を確保するためのもの
でもある。つまり、財政支出の総額をコントロールするための枠組みとし
ての役割を持つのは予算公正憲章法であり、個別の支出を管理し効率的で
効果的な資源配分を実現する役割はＡＯＯＦが担うという仕組みと捉える
ことができる。 

 
（１）予算公正憲章法の制定（１）予算公正憲章法の制定（１）予算公正憲章法の制定（１）予算公正憲章法の制定    
 
 豪州では、財政運営の枠組みを定め、財政政策の指針を提供するもの
として、1998 年に予算公正憲章法（Charter of Budget Honesty Act）
を制定した。これは、中長期にわたる政府の財政運営に関する目標・規
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律を規定し、それに合致した財政戦略のもとで財政政策から生み出され
るアウトカムを高めるとともに、予算・財政に関する様々な報告書の作
成・公表を通じて、連邦政府の財政政策に求められる透明性・アカウン
タビリティの向上を担保するためのものである。こうした枠組みの構築
は、ニュージーランドが 1994 年に制定した財政責任法（Fiscal 
Responsibility Act）に倣ったものである。 
 予算公正憲章法は、政府が財政政策の目標及びその達成のための財政
戦略を設定する際に従う健全財政運営原則の規定と、財政戦略報告書・
定期的な財政報告・世代間報告など各種報告書に関する規定などから構
成される。なお、豪州においても英国やニュージーランドと同様に、具
体的な財政政策の目標及び財政戦略を規定する条項はない。あくまでも
原則を示すのみで、具体的な目標や戦略はその時々の政権がこの原則に
基づいて提示する弾力性のある仕組みとなっている。現ハワード政権の
目標は、従来まで「ネット債務残高の対ＧＤＰ比 10％以下」とされてい
たが、1999 年度にこの目標を達成したため（基準が異なるので表Ⅳ－１
－１とは整合的でない）、現在では、「財政黒字の維持とネット債務残高
の更なる低下」とされている。 

 
        ①健全財政運営原則①健全財政運営原則①健全財政運営原則①健全財政運営原則    

 予算公正憲章法では、政府の財政政策は「経済の繁栄と豪州国民の
福祉の増進を維持することを目指すものとし、そのために持続的・中
期的な枠組みで設定されるものとする」と定義され、その達成のため
に構築される財政戦略が従うべき原則として「健全財政運営原則（The 
principles of sound fiscal management）を定めている。健全財政運
営原則は、５つの項目から成り、その内容は以下のものである。 

 
   イ．連邦政府が直面する財政リスクを経済状況に留意しつつ適正に管

理し、特に、連邦の一般政府部門の債務を適正な水準に維持しなけ
ればならない。 
 ここでの財政リスクには、過度の純債務から生じるリスク、公的
商業事業と公的金融事業の所有から生じる商業リスク、税基盤の侵
食から生じるリスク、資産負債管理から生じるリスクを含むものと
する。 

 
   ロ．政府の財政政策は、適切な国家貯蓄の達成、及び国家が直面する
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経済的リスクやそのリスクが政府の財政状況に与える影響を勘案し
た循環的景気変動の適正水準への安定化、に確実に貢献するもので
なければならない。 

 
   ハ．税負担水準の安定性と将来の予見可能性について合理的な程度ま

で整合的な財政支出政策・税制政策を推進しなければならない。 
 
   ニ．税体系の整合性を維持しなければならない。 
 
   ホ．将来世代に対する財政上の影響を考慮した政策決定を確実に行わ

なければならない。 
 
        ②各種報告書の概要②各種報告書の概要②各種報告書の概要②各種報告書の概要    

 予算公正憲章法では、財政政策に関する幅広い情報を国民に提示す
ることによって、財政運営全般における透明性とアカウンタビリティ
を向上させるために、様々な報告書の作成・公表を義務付けている。
報告書の具体的な目的や内容は次のとおりである。 

 
            イ．「財政戦略報告書」（イ．「財政戦略報告書」（イ．「財政戦略報告書」（イ．「財政戦略報告書」（Fiscal strategy statementFiscal strategy statementFiscal strategy statementFiscal strategy statement））））    

 これは、毎年の予算の時期までに、財務大臣より発表され、議会
に提出される。財政戦略報告書は、政府の財政戦略について国民の
認識を高めること、及び財政政策に関する政府の運営を評価するた
めの基準を確立することを目的としている。主として、財政政策の
目標、政府の優先事項、財政政策の評価基準を明確にするものであ
る。具体的には、当該予算年度とその後の３年度における財政目標
及び期待されるアウトカム、予算の基礎となる戦略的優先事項、財
政政策を評価するための財政尺度を説明した上で提示している。こ
れによって、政府の方針を国民に示すとともに、政府の責任を明確
にしている。なお、財政戦略報告書は、健全財政運営原則に基づい
たものでなければならない。 
 また、この報告書の中には、循環的な景気変動を安定化するため
に一時的に採用される財政政策についても明示することとされてお
り、その行動がどのような過程を経て元に戻るのかについても示さ
れる。こうした内容をあらかじめ提示することによって、政府の行
動の透明性が十分に確保されるものと考えられる。 
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            ロ．「経済財政見通しに関する報告」（ロ．「経済財政見通しに関する報告」（ロ．「経済財政見通しに関する報告」（ロ．「経済財政見通しに関する報告」（Economic and fiscal outlookEconomic and fiscal outlookEconomic and fiscal outlookEconomic and fiscal outlook 

reportreportreportreport））））    
 予算公正憲章法では、予算の時、年度の中間時点及び総選挙の前
に、当該予算年度とその後の３年度についての経済財政見通しに関
する報告の公表を求めている。これは、政府の財政上の業績を評価
できるように常に最新の情報を国民に提供するためである。経済財
政見通しに関する報告では、財政予測、経済などの前提条件、信頼
できる方法で計量されたリスクの影響、前提条件の変化による影響
などが記載される。予算時点のものと中間時点のものは毎年定期的
に発表されるものであり、形式はほぼ同じであるが、総選挙前のも
のについては若干特殊な扱いになっている。 

 
    a.予算時点（Budget ･･･） 

 予算に合わせ、財務大臣が発表する。報告書は議会に提出される。 
 
    b.中間時点（Mid-year ･･･） 

 1 月末までに、財務大臣が発表する。報告書は議会に提出される。 
 
    c.総選挙前（Pre-election ･･･） 

 総選挙の公示から 10 日以内に、財務事務次官と予算行政管理事
務次官が共同して発表する。総選挙中であるため議会に提出され
るものではない。大臣ではなく事務次官による発表という形態を
採るのは、総選挙の場合、通常、大臣は選挙の当事者であること
から、見通しの作成を大臣から切り離すことによって情報の中立
性を確保するためである。ただし、正確な予測を作成できるよう
に、大臣という立場から知っている重要な情報を事務次官に伝え
なければならない。これが確実に実施されるように大臣は情報を
公開する旨の著名を行い、選挙公示後２日以内に必要な情報を伝
えることとなっている。 
 財務事務次官と予算行政管理事務次官は、大臣から提供された
情報など利用可能な情報をすべて考慮した上で、高度な専門的判
断によって見通しを作成することが義務付けられている。歳入に
関するものは財務事務次官、経費や支出に関するものは予算行政
管理事務次官という役割分担がなされている。 



 141

 
            ハ．「世代間報告」ハ．「世代間報告」ハ．「世代間報告」ハ．「世代間報告」（Intergenerational report）    

 財務大臣は、少なくとも５年に１度、世代間報告を公表し、議会
に提出しなければならない。世代間報告は、人口構造の変化の財政
的意味合いを考慮した上で、現在の政策の長期的な維持可能性を今
後 40 年にわたって評価するものである。これは、政府の財政政策が
短期的な視野のみに陥ることなく長期的な観点から行われ、健全な
財政運営を確保するためのものである。 

 
 なお、これら以外に、財務大臣は、予算年度終了後３ヶ月以内に、
予算年度における政府の財政上の成果をまとめた「予算の結果に関す
る報告」（Final budget outcome report）を公表するとともに、議会
に提出することが義務付けられている。 

 
        ③選挙公約の費用計算③選挙公約の費用計算③選挙公約の費用計算③選挙公約の費用計算    

 総選挙時、首相は公表された与党の政策について費用計算を要求す
ることができる。同様に、野党党首も首相を通じて、野党の政策の費
用計算を求めることができる。これは、投票のための判断材料として、
国民に適切な情報を提供するためである。つまり、公約となる政策に
は、国民にとって一見したところ望ましくても、将来に負担が先送り
され長期的には望ましくないものや、コストの割には効果が少ないも
のなどが存在するため、争点となる政策の実施費用をあらかじめ提示
しようというものである。これによって、国民は責任ある判断を行う
ことができるのである。 
 費用計算の作成及び公表は財務事務次官と予算行政管理事務次官に
よって行われる。前者は歳入に影響を与える政策の費用計算、後者は
経費と支出に影響する政策の費用計算について、それぞれ責任を負う。
また、この費用計算は、投票日までに公表されることとなっている。 
 こうした総選挙時の政策の費用計算に関する規定は、予算公正憲章
法と同様の枠組みを持つニュージーランドや英国には見られないもの
であり、豪州に特有のものである。 
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（２）予算編成の枠組み（２）予算編成の枠組み（２）予算編成の枠組み（２）予算編成の枠組み    
 
 豪州の予算編成は、発生主義に基づくアウトカム･アウトプット･フレ
ームワーク（Accrual-based Outcomes and Outputs Framework：ＡＯＯ
Ｆ）によって行われる。このＡＯＯＦは、1997 年に導入が発表され、1999
年度予算（豪州の会計年度は７月～６月）から実施されている。ＡＯＯ
Ｆは、各省庁の達成すべき目標と予算とをリンクさせて、より効率的で
効果的な予算配分の実現を目指したものであり、業績評価システムとし
ての役割を併せ持っている。以下、ＡＯＯＦを含め豪州の予算全体の特
徴を整理した上で、予算編成プロセスを説明する。 

 
        ①アウトカム・アウトプット体系①アウトカム・アウトプット体系①アウトカム・アウトプット体系①アウトカム・アウトプット体系    

 豪州の予算は、アウトカム・アウトプット体系で策定される（図Ⅳ
－３－１参照）。 
 各省庁は、それぞれいくつかのアウトカム（達成すべき目標）を設
定する。その上で、アウトカムを達成するために必要なアウトプット
（産出）を明確にする。実際には、アウトプットは非常に多岐にわた
るので、いくつかのグループに整理されて示される。各アウトプット
には、アウトカム達成に必要となる水準として「業績指標」を定量的
に明示することになっている。具体的には、どの程度の「質」のもの
を、どれだけの「量」、いくらの「価格」で提供するのか明確にしなけ
ればならない（BOXⅣ－３－１参照）。アウトカム単位で各アウトプッ
トの価格を合計したものがそのアウトカム達成に必要なアウトプット
に係る予算額となる注４。アウトプットに係る予算額は、各省庁がその
執行に当たって裁量を持つ省庁裁量項目として取り扱われる。 
 アウトカム達成のための支出として法律などに基づき支出される省
庁管理項目もある。各省庁は、柔軟に活用できる省庁裁量項目により
効率的にアウトプットを提供するとともに、省庁管理項目を着実に執
行することで、アウトカムの達成を目指すことになる。なお、予算は
アウトカム毎に議決され、アウトカム単位で配分される。 
 また、アウトカム・アウトプット体系で予算要求をする際には、ア
ウトプットがアウトカム達成にどのように貢献するのか、アウトカム

                      
注４ 実際には予算以外の歳入見込みをアウトプットの価格から差し引いた部分がアウトプット
に係る予算額となる。 
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の評価をどのように行うのか、競争入札や民間委託をどのように活用
して効率化するのか、についても説明することとされている。 
 
図Ⅳ－３―１図Ⅳ－３―１図Ⅳ－３―１図Ⅳ－３―１    アウトカム・アウトプット体系の概要図アウトカム・アウトプット体系の概要図アウトカム・アウトプット体系の概要図アウトカム・アウトプット体系の概要図    

 

     （出所）ＤＯＦＡ,”The Outcomes and Outputs Framework  
                        Guidance Document”により作成 
 
 

BOXBOXBOXBOXⅣ―３－１Ⅳ―３－１Ⅳ―３－１Ⅳ―３－１    価格付けによる競争原理の導入価格付けによる競争原理の導入価格付けによる競争原理の導入価格付けによる競争原理の導入    
 

 大臣は、他省庁や民間事業者から所管省庁が提供するサービスと同種のサービスを購
入することができる。そのため、各省庁は、アウトプットに係るコストを推計した上で、
競合する類似のサービスの提供者との比較を通じて、適切な価格設定を行わなければな
らない。生産性の上昇努力を促すために、このような競争原理が働く仕組みが導入され
ている。各省庁は、生産性を上昇させて価格を低下させることが求められるのである。 

 
 
        ②省庁裁量項目と省庁管理項目②省庁裁量項目と省庁管理項目②省庁裁量項目と省庁管理項目②省庁裁量項目と省庁管理項目    

 予算の項目は、省庁裁量項目（Departmental Item）と省庁管理項目
（Administered Item）に分かれている。各省庁は、省庁裁量項目を利
用して必要なアウトプットを提供し、省庁管理項目による支出と合わ
せて、アウトカムの達成を図ることになる。両者を区別して取り扱う
のは、各省庁のマネジメントに帰せられる責任を明確にするためであ

アウトカム
１

アウトプット
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1.1

アウト
プット
1.1.1

業績指標
質
量
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プット
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プット
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質
量
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業績指標
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量
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アウトプット
グループ
1.2
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庁
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理
支
出

アウト
プット
1.2.1

業績指標
質
量
価格



 144

る。なお、省庁裁量項目の割合は全体の２割強となっている。 
 

            イ．省庁裁量項目イ．省庁裁量項目イ．省庁裁量項目イ．省庁裁量項目    
 これは、職員の給与、旅費、消耗品費などの運営経費（running 
cost）に充当されるものである。省庁裁量項目は一括して配賦され
るので、個別の費目にとらわれることなく、各省庁が自由に使うこ
とができる。省庁裁量項目の執行によってアウトプットの提供を行
うことになる。また、大臣の合意が得られればアウトプット間での
流用が認められており（アウトカム内のみ）、未消化分の繰越しも可
能である。一方で、省庁裁量項目の運用に関しては、全面的な説明
責任を負わなければならない。 

 
            ロ．省庁ロ．省庁ロ．省庁ロ．省庁管理項目管理項目管理項目管理項目    

 これは、社会保障給付、州交付金、補助金など連邦政府の名のも
と法律に基づいて支出されるものである。政策的に金額が決定され
ているので、各省庁に裁量はほとんどなく、各省庁は決められたと
おりに着実に執行するだけである。そのため、省庁管理項目につい
ての責任は限定的である。 

 
        ③ポートフォリオ（大臣所管分野）予算③ポートフォリオ（大臣所管分野）予算③ポートフォリオ（大臣所管分野）予算③ポートフォリオ（大臣所管分野）予算    

 豪州の予算は、大臣所管分野毎に策定される。豪州では、こうした
予算編成の形態を「ポートフォリオ予算（Portfolio Budgeting：大臣
所管分野予算）」と呼んでいる。ポートフォリオとは、大臣が所管する
省庁の本省や外局など（まとめて“Agency”と呼ばれる）の集合体を
称したものである（p134、BOXⅣ－２－１参照）。 
 このような形態になっていることから、各大臣は、所管するポート
フォリオ全体で予算要求をすることになる。各大臣は、本省及び外局
（以下「省庁」とする）毎にそれぞれのアウトカム、アウトプット、
省庁管理項目を体系的に示し、個々のアウトカムに対応した省庁管理
支出及びアウトプットのコストの見積り、業績指標（質・量・価格）
を明確にして予算を要求する。予算要求はアウトカム・アウトプット
体系に沿って行われ、予算の議決形式である歳出予算法上はアウトカ
ム毎に予算配分される（ポートフォリオのアウトカム・アウトプット
体系による予算説明書は図Ⅳ－３－２参照）。 
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（出所）ＤＯＦＡ,"The Portfolio Budget Statement 2000-2001"により作成

図Ⅳ－３－２　アウトカム･アウトプット体系の予算説明書図Ⅳ－３－２　アウトカム･アウトプット体系の予算説明書図Ⅳ－３－２　アウトカム･アウトプット体系の予算説明書図Ⅳ－３－２　アウトカム･アウトプット体系の予算説明書

①予算行政管理ポートフォリオの例①予算行政管理ポートフォリオの例①予算行政管理ポートフォリオの例①予算行政管理ポートフォリオの例

連邦補助金委員会

予算行政管理大臣

予算行政管理省

連邦公務員
退職年金管理機関

連邦選挙委員会

資産売却・情報技術
外部委託機関

【アウトカム３】【アウトカム３】【アウトカム３】【アウトカム３】
議会を効率的に
機能させること

【アウトカム２】【アウトカム２】【アウトカム２】【アウトカム２】
政府運営の
効率化と改善

【アウトカム１】【アウトカム１】【アウトカム１】【アウトカム１】
持続可能な財政

アウトプット
グループ１.１

予算

アウトプット
１.１.１

政府全体の財
務諸表の作成

アウトプット
１.１.２

政府全体の予
算面での助言

アウトプット
１.１.３

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ･ｱｳﾄｶ
ﾑ体系に関連
する助言

アウトプット
１.１.４

政府企業の所有者とし
ての政府に対する助言

アウトプット
１.１.５
予算運営

質質質質
・当初の将来見積りと決算結果との誤
差を１％以内にする
・財務原案と決算結果との誤差を
0.5％以内にする
（途中省略）
・大臣への説明の90％が優秀又は平均
以上と評価されるようにする
・大臣からの書簡に対して2日以内に
回答する
量量量量
・予算書類を11種類作成
・大臣に対する説明を80回
・予算過程での説明を40回
・大臣への文書回答を200回
（以下省略）
価格価格価格価格
883万豪ドル
（うちｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算839万豪ドル）

質質質質
・大臣への説明の90％が優秀又は
平均以上と評価されるようにする
・大臣からの書簡に対して2日以内
に回答する
・政府企業の報告の90％を毎月第1
営業日に大臣に提出する
量量量量
・大臣に対する説明を440回
・大臣への文書回答を330回
・政府企業の報告書18種類作成
（以下省略）
価格価格価格価格
420万豪ドル
（うちｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算397万豪ドル）

省庁管理支出　　55万豪ドル

（略）

（略） （略）

（略）

（略） （略）

（略） （略） （略）

※差額は予算以
外からの収入で
補われる

【アウトプット及び省庁管理項目のアウトカム達成への貢献指標】【アウトプット及び省庁管理項目のアウトカム達成への貢献指標】【アウトプット及び省庁管理項目のアウトカム達成への貢献指標】【アウトプット及び省庁管理項目のアウトカム達成への貢献指標】
○予算書類の有益性と予算決定のための説明というアウトプットが相手に
優秀又は平均以上と評価されることによってアウトカム達成に貢献する。
○省庁管理支出は少額のため、アウトカムに特別な貢献はしない。

【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】
予算過程における利害関係者からのフィードバックが中心。特に、公会計・監査共同委員会と上院立法委
員会を含む議会の委員会の論評を重視。他省庁への助言に関しては最高財務責任者フォーラムにより評価
される。
【アウトカム１に関する競争入札と民間委託】【アウトカム１に関する競争入札と民間委託】【アウトカム１に関する競争入札と民間委託】【アウトカム１に関する競争入札と民間委託】
システム開発・支援、会計上の助言、スキル開発・研修など５項目で競争入札と民間委託を活用する。
2000年度にこれらのサービスの競争入札を実施し“value for money”を追求し続ける。
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（出所）Department of the Environment and Heritage,"The Portfolio Budget Statement 2000-2001"
       により作成

②環境・文化遺産ポートフォリオの例②環境・文化遺産ポートフォリオの例②環境・文化遺産ポートフォリオの例②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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 ポートフォリオのアウトカム・アウトプット体系において、大臣と
省庁の役割は分担されている。 
 大臣は、連邦政府全体として到達すべき政策目標を踏まえ、所管す
る省庁のアウトカムを設定する。大臣は、各省庁のアウトカムの設定
と達成について議会及び国民に対して責任を負っている。 
 省庁は、政府全体の政策と優先すべき分野等を理解した上で、大臣
に対して、アウトプットに関する情報提供、アウトプット選択に関す
る助言を行う。省庁は、アウトプット及び省庁管理項目の内容・質・
量・価格を、大臣と協議し合意を得た上で設定する。省庁は、アウト
カムを達成するために必要なアウトプットを適切に提供することにつ
いて責任を負っている。 

 
        ④予算支出将来見積り制度④予算支出将来見積り制度④予算支出将来見積り制度④予算支出将来見積り制度    

 豪州は、複数年度にわたって歳出を厳格にバインドするシステムを
採っていない。予算支出将来見積り（forward estimates）という次年
度予算とその後の３年間（計４年）の歳出の上限を毎年設定する仕組
みを採っている。この予算支出将来見積りは、予算編成過程を経て最
終的に議会に提出され、政府決定として公表される。 
 予算支出将来見積りは、現在の政策プログラムが続くと仮定した上
で、効率化による節約を含めた最小限度の予算支出額として算出され
る。つまり、政策プログラムの追加・削除・変更がなければ、改定さ
れることはない。このように、予算支出将来見積りは、単なる予測で
はなく、ベースラインとしての断固とした機能を持っている。将来の
予算を拘束するものではないが、実質的には上限額としての機能を果
たしている。 
 また、政策プログラムの追加・削除・変更の提案は、各省庁からな
される（詳しくは次の⑤で述べる）が、最終的な決定は内閣の歳出検
討委員会でなされるので、ボトムアップで練り上げた政策プログラム
を、政府の優先事項や財政上の方針などをもとにトップダウンで決定
することになる。従って、政治主導で歳出総額や資源配分をコントロ
ールできる仕組みになっている。 
 この制度は、必ずしも歳出削減や政府規模の縮小を企図したわけで
はなく、プログラムの優先度合いとマクロで見た財政政策や予算方針
とを調和させることを第一の目的としている。ただし、実際には、予
算配分の際に必然的に起こる査定時の衝突を緩和するとともに、徐々
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に予算の上積みを狙う各省庁の漸進主義的行動を排除し、政治主導で
のコントロールにより歳出の伸び率を抑えることが可能となっている。 

 
        ⑤政策変更における各省庁の役割⑤政策変更における各省庁の役割⑤政策変更における各省庁の役割⑤政策変更における各省庁の役割    

 豪州では、首相は全体的な財政上の目標や戦略を示すのみで、具体
的な個々の政策プログラムは、各省庁が作成して提案する。また、新
規プログラムだけでなく、既存のプログラムの廃止も各省庁から政府
に提案する仕組みになっている。各省庁は、自らの行政分野に関して、
自由に政策プログラムの追加・削除・変更を提案できる。政策の提案
に当たっては、コストがいくらかかるのか、あるいは削れるのかを明
確に示さなければならない。 
 こうした仕組みとする理由は、内閣で個々の具体的な施策を１つ１
つ作成するよりも、担当分野についての知識や情報を豊富に持つ各省
庁に施策を検討させた方が、効率的で効果的な政策プログラムが期待
できるからである。政府は、各省庁からの提案について財政上の影響
を勘案しながら、政府の優先事項に従って取捨選択することになる。
従って、政策決定及びそれに伴う予算額の決定は、最終的には政治の
トップダウンで行うことになる注５。 
 このようなボトムアップ型の政策立案の場合、歳出増につながりや
すいことが懸念される。それに対しては、各省庁は、新規プログラム
だけでなく必ず削除プログラムも提示しなければならず、金額を合わ
せることは求められないものの、実質的には「pay as you go」に近い
仕組み注６とすることで回避している。また、政府は、必要な新規政策
に係るアウトプットを民間部門から購入することもできるので、コス
ト面で競争原理が働いており、各省庁は適切な価格付けを求められる
ことも歯止めとして寄与していると思われる（p143、BOXⅣ－３－１参
照）。 
 予算の査定を担当する予算行政管理省は、各省庁が提案する政策の
追加・削除・変更が政府の方針や目標と矛盾しないかをチェックする
立場にある。予算行政管理省は、予算支出将来見積りで定められたベ
ースラインの維持、政策に対する助言、プログラムの評価と業績管理

                      
注５ ただし、政策変更による予算への影響が５百万豪ドル未満の場合は、各省庁の裁量で実施す
ることができる。 

注６ ＯＥＣＤ（1997a9）では“trade-offs”という言葉を使っている。 



 149

など、極めて重要な役割を担っている。現在では、予算の細かい項目
の査定は行っていない。 

 
        ⑥予算編成プロセス⑥予算編成プロセス⑥予算編成プロセス⑥予算編成プロセス    
    
            イ．予算編成方針の決定（イ．予算編成方針の決定（イ．予算編成方針の決定（イ．予算編成方針の決定（10101010～～～～12121212 月）月）月）月）    

 毎年の予算編成は、10 月に各大臣が、所管分野（portfolio）に
関する書簡（letter）を首相に提出することから始まる（図Ⅳ－３
－３参照）。この書簡には、主として、政府の方針や目標に照らして
各省庁が提案する追加すべきプログラムや廃止すべきプログラムの
内容と予算への影響（コストの増減）などが示されている。 
 11 月には、首相と財務大臣との間で、健全財政運営原則に則した
中期的な財政戦略を検討し、現行予算の展望、予算年度以降の将来
にわたる経済見通しとそれを踏まえた政府財政収支見通しなどを議
論する。その後、首相、副首相、財務大臣、予算行政管理大臣の４
者で「上級大臣会合（Senior Ministers Review）」が開催される。
ここで、各大臣から提案されている政策の内容を参考にしながら、
歳出の限度や予算の優先分野といった予算編成の基本的な方針につ
いて検討する。 
 12 月に入ると、上級大臣会合で決定された予算方針（財政戦略、
歳出の限度、優先分野など）について、首相から各大臣に書簡とし
て提示される。 
 なお、この時期、財務大臣は、予算公正憲章法に基づき、「年度中
間時点の経済・財政の見通しに関する報告」を発表する。 

 
            ロ．予算要求書の作成（ロ．予算要求書の作成（ロ．予算要求書の作成（ロ．予算要求書の作成（12121212～１月）～１月）～１月）～１月）    

 各省庁は、書簡で示された予算の基本方針を踏まえて、予算年度
とその後３年間にわたる予算支出将来見積りの策定作業を開始する。
各省庁は、アウトプットの産出に要するコストを発生主義に基づい
て見積り、アウトカム単位で合計したものを省庁アウトプット
（Departmental Output）に係る支出とするとともに、同様に省庁管
理項目に係る補助金、交付金等の支出の見積り額を省庁管理支出
（Administered Expense）として、アウトカム・アウトプット体系
で予算要求書を作成する。最終的には、大臣の所管分野で束ねて、
「ポートフォリオ予算要求書（Portfolio Budget Submissions）」 
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図Ⅳ－３－３図Ⅳ－３－３図Ⅳ－３－３図Ⅳ－３－３    豪州の予算編成過程豪州の予算編成過程豪州の予算編成過程豪州の予算編成過程    
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として、１月中に予算行政管理省に提出する。各省庁は、予算見積
りを正確に行うことに対して責任を負っている。 
 予算支出見積り額の計算は、従来は予算行政管理省が行っていた
が、ＡＯＯＦの導入に併せて各省庁に委譲されている。これは、各
省庁の方がコスト計算に必要な情報を豊富に持っているので、正確
なコストの見積りが期待できるためである。 

 
            ハ．予算行政管理省による確認（２月）ハ．予算行政管理省による確認（２月）ハ．予算行政管理省による確認（２月）ハ．予算行政管理省による確認（２月）    

 各省庁から提出された予算要求書をもとに、予算行政管理省がチ
ェックを実施し、助言を行いながら、最終的な予算要求書を作成し
ていく。各省庁と予算行政管理省との間では、アウトプットのコス
ト等に係る見積りが正確に行われているかについての確認作業が
行われる。 
 具体的には、予算行政管理省の予算編成担当官が、歳出総額や優
先分野等の予算の基本方針を踏まえつつ、各省庁の新規施策の導入
が「予算支出将来見積り」で示された支出の水準（ベースライン）
にどの程度の増大圧力を与えるかを勘案して、削減すべき額、ある
いは新規支出と同額の削減を行うべきこと等の助言を行っている。
また、中期的・包括的な財政運営の観点から行われる助言だけでな
く、アウトプット毎に発生主義に基づいて計算されたコストの見積
り額をチェックしている。さらに、アウトカムへの貢献という点か
ら見たアウトプットの妥当性、アウトプット間での資源配分の妥当
性など、結果指向の観点に立って、過去の実績も踏まえつつ助言を
行っている。予算行政管理省は、各省庁の見積りが正確に行われた
ことを保証する責任を負っている。 

 
            ニ．歳出検討委員会での検討（３～４月）ニ．歳出検討委員会での検討（３～４月）ニ．歳出検討委員会での検討（３～４月）ニ．歳出検討委員会での検討（３～４月）    

 予算行政管理省によるチェックが終了した最終的な予算要求書
は、３月に入って「歳出検討委員会（Expenditure Review Committee）」
に提出される。歳出検討委員会とは、各省庁から提案されているあ
らゆる新規施策（支出増加に係るものだけでなく支出削減に係るも
のも含む）を実質的に検討・決定する役割を持つ閣僚委員会である。
構成閣僚は政権により異なるが、現在のハワード自由党・国民党連
立政権では、首相・財務大臣・財務副大臣・予算行政管理大臣・保
健高齢福祉大臣・貿易大臣の６名で構成されている。ここで、政府
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の優先事項や財政上の影響を考慮しつつ、提案されている様々な新
規プログラムや削減プログラムについて取捨選択が行われ、予算案
が実質的に決定されることになる。検討資料として、予算行政管理
省は、新規政策の要約書（通称 Green Briefs）と政府の財政状況の
要約書（通称 score sheet）を歳出検討委員会に提出することにな
っている。歳出検討委員会での議論は約１ヶ月行われ、ここで決定
された予算案は４月には予算閣議に諮られる。 

 
            ホ．予算の提出と議決（５～８月）ホ．予算の提出と議決（５～８月）ホ．予算の提出と議決（５～８月）ホ．予算の提出と議決（５～８月）    

 予算閣議で正式に決定された政府予算案は、５月に議会に提出さ
れる。その際、予算関連書類として、アウトカム・アウトプット体
系を盛り込んだポートフォリオ（大臣所管分野）予算説明書
（Portfolio Budget Statements）が併せて提出される。また、財
務大臣は、財政戦略報告書及び経済・財政の見通しに関する報告を
同時に発表する。 
 議会では、各分野の特別委員会で予算審議が行われ、最終的には、
８月頃に歳出予算法が成立する。 

 
４．業績マネジメント、財務・会計の改革４．業績マネジメント、財務・会計の改革４．業績マネジメント、財務・会計の改革４．業績マネジメント、財務・会計の改革    
    
（１）財務・会計の基本的枠組み（１）財務・会計の基本的枠組み（１）財務・会計の基本的枠組み（１）財務・会計の基本的枠組み    
 
        ①取組みの経緯と概要①取組みの経緯と概要①取組みの経緯と概要①取組みの経緯と概要    

 豪州の財務・会計の改革への取組みは比較的早かった。豪州の行政
改革は、1984 年からの「財務管理改善プログラム（ＦＭＩＰ）」によ
って進められてきた。これは、1980 年代前半の財政赤字拡大が直接的
な引き金となったことは間違いないが、行政活動によって生み出され
る成果が乏しくなってきていると認識されていたことも大きな要因で
ある（ＯＥＣＤ（1997a11））。1984 年に出された公的部門の診断調査
は、行政活動の成果の落ち込みは、組織が硬直化し、管理が過度に中
央集権化されているためであると指摘している。こうした背景から、
英国の財務管理イニシアティブ（ＦＭＩ）に倣って、始めたのがＦＭ
ＩＰである。 
 ＦＭＩＰは、権限委譲により業務運営上の裁量を与えるとともに、
業績に対する説明責任を課すことで、資源の有効活用及び資源と事業
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計画との整合性を確保しようというものである。ＦＭＩＰでは、予算
の弾力的運用、事業目的の明確化、運営計画の策定、事業優先順位付
け、アウトプットの重視、事業評価指標の開発などが進められた。 
 ＦＭＩＰについては、すべての取組みが成功したわけではないが、
経営管理上の柔軟性が高まったこと、歳出プロセスの合理化や財務管
理ルールの簡素化が進んだこと、管理者の意識の変化を促したことな
どから総じて肯定的に評価されている（ＯＥＣＤ（1997a11））。 

 
        ②財務会計関連三法の制定②財務会計関連三法の制定②財務会計関連三法の制定②財務会計関連三法の制定    

 ＦＭＩＰによる取組みは広範囲に及ぶが、個々の改革はそれぞれ独
立した形で個別に進められ、体系だって行われてきたわけではなかっ
た。細かな取り決めは、その都度合意され、廃止されたものや古くか
ら続くもの、あるいは追加されたものが混在し、次第に複雑になって
いった。そのため、ＦＭＩＰとして推進されてきた一連の財務改革の
成果をまとめて財務会計関連三法（財務管理・アカウンタビリティ法、
連邦公社企業法、会計検査官法）を制定した（1998 年 1 月施行）。こ
の３つの法律は、ＦＭＩＰを法制度的に裏付けたものであり、総仕上
げとしての意味も持っている。 
 これらの法律は、財務会計に関する煩雑な会計規則を簡素化すると
ともに、各省庁・政府企業経営責任者に財務会計に関する権限を大幅
に委譲し、それに伴うアカウンタビリティを確保することが主たる内
容である（個々の法律の概要は BOXⅣ－４－１参照）。より弾力的なマ
ネジメント権限を財務会計の責任者に与えることで、結果重視に移行
するとともに、時機に応じた機動性を確保し、効率的・効果的な財務
管理に転換することを目指すものである。 
 また、政府企業に関しては、1997 年に発表された「政府企業に対す
るガバナンス協定」により、業績と配当を監視する仕組みが確立して
いる。政府企業については、管理面でこの協定にも影響を受ける。そ
の特徴を述べると以下のとおりである。 
 
イ．株主である大臣が、戦略的なコントロールを行い、議会と国民に
責任を持つこと。 

ロ．株主である大臣が、政府企業の明確な目標を設定すること。 
ハ．株主である大臣による積極的な監視を容易にするために適切な報
告を行うこと。 
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ニ．役員が業務戦略と日々の運営政策を立案し、確実に株主の利益と
なるよう運営すること 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅣ－４－１Ⅳ－４－１Ⅳ－４－１Ⅳ－４－１    財務会計関連三法の概要財務会計関連三法の概要財務会計関連三法の概要財務会計関連三法の概要    
 

○財務管理・アカウンタビリティ法（○財務管理・アカウンタビリティ法（○財務管理・アカウンタビリティ法（○財務管理・アカウンタビリティ法（Financial Management and Accountability ActFinancial Management and Accountability ActFinancial Management and Accountability ActFinancial Management and Accountability Act））））    
 各省庁の次官、政府公社・法人等の経営責任者に対する財務管理の権限の委譲と
会計検査院等への報告の義務付けによるアカウンタビリティの向上、財政上の規制、
会計の枠組み等を内容とするもの。各省庁の次官に対して、その責任下にある資源
の効率的・効果的・倫理的な利用の促進を義務付けている。 
 

○連邦公社企業法（○連邦公社企業法（○連邦公社企業法（○連邦公社企業法（Commonwealth Authorities and Companies ActCommonwealth Authorities and Companies ActCommonwealth Authorities and Companies ActCommonwealth Authorities and Companies Act））））    
 法的に分離されている連邦機関（金銭と資産の法的所有権を有する連邦管理の会
社、連邦従属的会社、法定の外局）に関して、標準化された説明責任、統治、報告
の義務を規定したもの。 
 

○会計検査官法（○会計検査官法（○会計検査官法（○会計検査官法（Auditor General ActAuditor General ActAuditor General ActAuditor General Act））））    
 会計検査院の機能的独立性を明確にして議会とは独立した機関として再構築し、
会計検査の重点を手続きから結果へ転換しようとしたもの。この法律は、会計検査
院の権力と機能を明示し、拡張している。 

 

 
        ③予算執行の弾力化③予算執行の弾力化③予算執行の弾力化③予算執行の弾力化    

 ＦＭＩＰの重要な項目の１つは、予算執行の弾力化である。従来は
給与費・旅費・備品費・消耗品費など約 20 項目の個別費目間の流用は
制限されていたが、各省庁に「運営経費（running cost）」として一括
して配分されるようになり、その範囲内で個別費目にとらわれず予算
を自由に執行できるようになった。現在のアウトカム・アウトプット
体系では、各省庁は、省庁裁量項目に係る予算配分額の枠内でアウト
プット間の資源配分について裁量を持っているので、アウトカムを効
果的に達成するために必要があれば、一旦設定されたアウトプット間
の資源配分を大臣と合意の上で変更可能となっている。ただし、変更
した場合はその理由の開示が求められる。アウトカム単位で歳出権限
が議決されるため、アウトカムを超えて他のアウトカムのアウトプッ
トに流用することは認められていない。 
 また、各省庁は未使用の運営経費を次年度に繰り越すことができ、
超過する場合は次年度予算分から前借することもできる。ただし、限
度額は、退職年金コストを含めた運営経費予算額の 10％となっており、
繰越額が 1,000 万ドル未満の場合は全額、それを超える場合は予算行
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政管理省との交渉で繰越額を決定することとされている。 
 
 

BOXBOXBOXBOXⅣ－４－２Ⅳ－４－２Ⅳ－４－２Ⅳ－４－２    業績主義俸給制度の導入業績主義俸給制度の導入業績主義俸給制度の導入業績主義俸給制度の導入    
 
 1992 年から上級公務員に限り適用。現在では、ほとんどの省庁で下位等級の公務員に
も業績主義のボーナスと給与制度を実施。1993 年の雇用関係法改正により、各省庁の長
官が雇用条件等について直接組合と交渉し協定を締結できるようになったため普及。
1996 年改正では、各公務員との個別協定も可能となった。 

 
 
        ④説明責任と透明性の向上④説明責任と透明性の向上④説明責任と透明性の向上④説明責任と透明性の向上    

 各省庁は、予算執行面等で裁量が与えられている代わりに、年度終
了時には、目標として示されたアウトカム・アウトプット体系と実績
とを比較した「年次報告書（Annual Report）」を公表しなければなら
ない。この目標と実績の比較・公表を通じて、議会及び国民に対する
アカウンタビリティを果たすことになる。さらに、行政活動の効率性、
政策プログラムの有効性を自ら評価し、翌年度の業務運営や政策プロ
グラムの提案に活用するのである。 
 このような報告・公表義務を課すことによって、アカウンタビリテ
ィ及び透明性の向上が図られている。 

 
        ⑤発生主義会計の導入⑤発生主義会計の導入⑤発生主義会計の導入⑤発生主義会計の導入    

 発生主義の公会計への導入についても、ＦＭＩＰの一環として進め
られてきた。決算については 1992 年から導入されている。ただし、予
算については、ＡＯＯＦ導入まで現金ベースでの作成が続けられ、1999
年度からの導入となった。ただし、最初の２年は試験的な導入であり、
すべてのアウトカム・アウトプットに完全に実施されるのは 2001 年度
からである。 
 実施までの準備として、1998 年に発生主義のための指針を発表し、
立候補したいくつかの省庁で実験的に発生主義による予算編成を実施
している。また、同年中に、発生主義に基づくアウトカム・アウトプ
ット体系の構築を支援する中央システム「ＡＩＭＳ（Accrual 
Information Management System）」を稼動させている。現在、各省庁
は、予算見積りや月間報告などをＡＩＭＳに入力することで行ってお
り、予算行政管理省との財務上の情報交換もシステム上でなされてい
る。こうした会計・報告システムを利用することで、複雑になりがち
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な発生主義会計上の処理負担を軽減している。 
 発生主義会計の目的は、行政活動のコストをフルコストで把握して、
中長期的に適切かつ効率的な資源配分を実現することと、業績評価に
活用することである。また、大臣と各省庁の双方が的確な意思決定を
行うためには、民間と同一の会計方式によりコストの測定を行うこと
が必要という事情もある。豪州の場合、ＡＯＯＦ導入により、大臣は
アウトカム達成に必要なアウトプットを民間から購入することも可能
となったため、発生主義導入は必然的でもある。 
 豪州の発生主義は、国連のＳＮＡ基準およびＩＭＦの規定に従い、
ＧＦＳ（Government Finance Statistics）という基準に基づいている。
決算の報告は、運営報告書、財政状況報告書（貸借対照表）、キャッシ
ュフロー計算書であり、政府全体の連結財務諸表も公表している。（豪
州政府の連結財務諸表は図Ⅳ－４－１参照）。 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅣ－４－３Ⅳ－４－３Ⅳ－４－３Ⅳ－４－３    業務の効率化に向けた取組み業務の効率化に向けた取組み業務の効率化に向けた取組み業務の効率化に向けた取組み    
 

 豪州では公的部門の民間委託などの取組みが遅かった。しかし、近年かなり積極的な
動きが見られる。具体的には、1996 年に発表された業務改善サイクル（Performance 
Improvement Cycle：ＰＩＣ）と競争入札・民間委託政策（Competitive Tendering and 
Contracting：ＣＴＣ）である。これは、各省庁や政府機関が、自らの行政活動を「見直
し→検証→実施→評価」という４つのサイクルを通じて再点検し、競争入札の実施や民
間委託の手法を含めて、効率的でより高い成果を生む行政サービスの提供方法を模索し
ようというものである。さらに、各省庁は民間の経営手法を公的部門に活用するために、
民間部門との提携を実施している。例えば、予算行政管理省では、ＩＢＭやプライス･ウ
ォーターハウス･クーパースなどの世界的企業と提携している。これは、世界市場で活動
し成功している民間企業と戦略的な提携関係を築くことによって、通常では手に入らな
いような先進的な考え方や実務手法を取り入れ、業務の効率化を進めるためである。 
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図Ⅳ－４－１図Ⅳ－４－１図Ⅳ－４－１図Ⅳ－４－１    豪州政府の豪州政府の豪州政府の豪州政府の 1999199919991999 年度連結財務諸表年度連結財務諸表年度連結財務諸表年度連結財務諸表    
 
（１）（１）（１）（１）1999199919991999 年度一般政府部門運営報告書年度一般政府部門運営報告書年度一般政府部門運営報告書年度一般政府部門運営報告書    
 
  Outcome 

（百万豪ド
ル） 

【GFS歳入の部】   
 税収   Taxation revenue 152,576 
 補助金及び助成金   Current grants and subsidies 0 
 財・サービス収入   Sales of goods and services 2,996 
 利息収入   Interest income 967 
 その他の歳入   Other 10,078 

GFSGFSGFSGFS 歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計    Total GFS revenueTotal GFS revenueTotal GFS revenueTotal GFS revenue    166,617 166,617 166,617 166,617 
【GFS歳出の部】   
 総粗運営経費   Total gross operating expenses 42,338 
  （減価償却費）     (Depreciation) (2,642) 
  （退職年金費）     (Superannuation) (1,331) 
  （その他運営経費）     (Other operating expenses) (38,365) 
 名目退職年金利払費   Nominal superannuation interest expense 3,448 
 その他利払費   Other interest expenses 6,878 
 その他財産費   Other property expenses 0 
 総移転支出   Total current transfers 100,386 
  （補助金）     (Grant expenses) (44,638) 
  （助成金）     (Subsidy expenses) (5,501) 
  （その他移転）     (Other current transfers) (50,247) 
 資本移転   Capital transfers 167 

GFSGFSGFSGFS 歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計    Total GFS expensesTotal GFS expensesTotal GFS expensesTotal GFS expenses    153,217 153,217 153,217 153,217 
①純運営収支①純運営収支①純運営収支①純運営収支    Net operating balanceNet operating balanceNet operating balanceNet operating balance    13,400 13,400 13,400 13,400 
非金融資産の純取得合計非金融資産の純取得合計非金融資産の純取得合計非金融資産の純取得合計    Total net acquisition of nonTotal net acquisition of nonTotal net acquisition of nonTotal net acquisition of non----financial assetsfinancial assetsfinancial assetsfinancial assets    ▲▲▲▲69 69 69 69 
 （粗固定資本形成）   (Gross fixed capital formation) 4,168 
 （減価償却費）控除   less (Depreciation) （▲）2,642 
 （在庫の変動）   (Change in inventories) 16 
 （その他の移動）   (Other movements in non-financial assets) ▲1,611 

②純貸出②純貸出②純貸出②純貸出////財政収支財政収支財政収支財政収支    Net lending/fiscal balanceNet lending/fiscal balanceNet lending/fiscal balanceNet lending/fiscal balance    13,469 13,469 13,469 13,469 
 
①純運営収支（①純運営収支（①純運営収支（①純運営収支（Net operating balanceNet operating balanceNet operating balanceNet operating balance））））    
固定資産の取得に係る支出は除くが、発生した退職年金受給権や減価償却費のような非現
金コストは含む。発生したすべてのコストを含めることで、純運営収支は政府サービスの
提供に係るフルコストとなる。これは、政府の財政状況の長期的な持続可能性を測る適切
な尺度となり、政府サービスの水準の持続可能性を見る上でも適している。 

 
②純貸出（②純貸出（②純貸出（②純貸出（Net lendingNet lendingNet lendingNet lending））））    
政府の貯蓄投資差額を示す。純運営収支とは資本支出の取扱が異なる。純貸出では、減価
償却など資本の利用分は含めず、ネットの資本支出を含める。純貸出は、ある時期の政府
による全投資量を含むので、一時期における経済に対する政府予算の影響を測る尺度とし
て適している。国民経済計算に密接に結びついている利点がある。 
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（２）（２）（２）（２）1999199919991999 年度一般政府部門貸借対照表年度一般政府部門貸借対照表年度一般政府部門貸借対照表年度一般政府部門貸借対照表    
 
  Outcome 

（百万豪ドル） 

【GFS資産の部】   
 金融資産合計   Total financial assets 112,458 
  （現預金）     (Cash and deposits) (3,556) 
  （前払い金）     (Advances paid) (14,324) 
  （投資、貸付金ほか）     (Investments, loans and placements) (18,380) 
  （その他非株式資産）     (Other non-equity assets) (14,387) 
  （株式）     (Equity) (61,811) 
 非金融資産合計   Total non-financial assets 59,990 
  （土地及び固定資産）     (Land and fixed assets) (58,138) 
  （その他非金融資産）     (Other non-financial assets) (1,852) 

GFSGFSGFSGFS 資産合計資産合計資産合計資産合計    Total GFS assetsTotal GFS assetsTotal GFS assetsTotal GFS assets    172,447 172,447 172,447 172,447 
【GFS負債の部】   
 預かり金   Deposit held 233 
 前受け金   Advances received 0 
 借入金   Borrowing 89,133 
 退職年金負債   Superannuation liability 75,802 
 その他雇用関係引当金   Other employee entitlements and provisions 6,014 
 その他非株式負債   Other non-equity liabilities 12,870 

GFSGFSGFSGFS 負債合計負債合計負債合計負債合計    Total GFS liabilityTotal GFS liabilityTotal GFS liabilityTotal GFS liability    184,052 184,052 184,052 184,052 
③③③③純資産純資産純資産純資産    Net worthNet worthNet worthNet worth    ▲▲▲▲11,604 11,604 11,604 11,604 
④純金融資産 Net financial worth ▲71,594 
⑤純債務 Net debt 53,106 
 
③③③③純資産純資産純資産純資産（（（（Net worthNet worthNet worthNet worth））））    
政府の財政状況の包括的な全体像を示す。資産合計から負債合計を引いたもの。政府資
産の適切な評価が難しい点、及び売却できるとは限らない点が問題。 

 
④④④④純金融資産純金融資産純金融資産純金融資産（（（（Net financial worthNet financial worthNet financial worthNet financial worth））））    
金融資産合計から負債合計を引いたもの。 
 

⑤⑤⑤⑤純債務純債務純債務純債務（（（（Net debtNet debtNet debtNet debt））））    
純債務の考え方は現金ベースの時と同じ。いくつかの金融負債残高からいくつかの金融
資産残高を引いたもの。 

純債務＝（預かり金＋前受け金＋借入）－（現預金＋前払い金＋投資・貸付金等勘定） 
雇用関係負債や保険活動的なものは含まない。政府の財政状況の健全性を測る情報とし
て有用。 

 
 
（出所）Treasury, “Final Budget Outcome 1999-2000”により作成 
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（２）業績評価システムの改革（２）業績評価システムの改革（２）業績評価システムの改革（２）業績評価システムの改革    
 
 豪州の業績評価は、ＡＯＯＦの中に組み込まれている。ＡＯＯＦによ
り目標（省庁はアウトプットと業績指標（質・量・価格））が設定され、
実績との比較が行われる。ＡＯＯＦの導入まで実施されていた「プログ
ラム管理・予算（ＰＭＢ）」でもそうであったが、豪州では、業績評価と
予算とを１つの枠組みで実施している（プログラム管理・予算は BOXⅣ
－４－４参照）。そのため、英国（公的サービス合意）や米国（政府業績
結果法）のような業績評価のための個別のプログラムはない。これは、
豪州では従来から、業績評価と予算のリンクを重視しているため、両者
を常に一体のものと考えているからである。従って、ＡＯＯＦにおいて
も業績評価による結果をその後の予算配分に反映させていく意向である。
ＡＯＯＦによる予算は1999年度から導入されており、すでに決算も2000
年９月に発表しており、その最初の反映は 2001 年度予算である。ＡＯＯ
Ｆ導入後、予算を２回、決算を１回実施したが、かなりの混乱も見られ
るようであり、初年度から適切に反映させることは難しいと思われるが、
今後の発展が注目される。 

 
 

BOXBOXBOXBOXⅣ－４－４Ⅳ－４－４Ⅳ－４－４Ⅳ－４－４    プログラム管理・予算（ＰＭＢ）プログラム管理・予算（ＰＭＢ）プログラム管理・予算（ＰＭＢ）プログラム管理・予算（ＰＭＢ）    
 

 予算支出と事業成果との関連をより明確化し、政策決定に役立てようという観点から
1985 年から導入され、以下のプロセスを通じて、各事業の目的と資源投入額（インプッ
ト）、目的達成に対する効果と効率を明らかにしようとするもの。 
 ①各省庁毎にプログラム（大項目）－サブ・プログラム（項目）から成る事業体系の
構築。 

 ②各サブ・プログラム毎に達成すべき目的と具体的な活動内容、達成すべき成果、そ
の達成度を測る指標の設定、それぞれの予算配分額を提示。 

 ③各省庁は、各事業の実施・達成状況を監視し、目的の達成に対する当該事業の有効
性・効率性等を評価・報告。 

 ＰＭＢについては、事業関係者の意識を事業の効率・成果に向けさせた点で評価され
る一方、達成されるべき目的と実施される事業との関連、あるいは事業に配分される予
算額との関連付けが必ずしも明確ではなかったこと、長期的・抽象的な事業分野も多い
ため事業成果の把握と評価が難しいことなどから懐疑的な評価もある（ＯＥＣＤ
（1997a11）、財審（2000））。 
 ＡＯＯＦはＰＭＢ（プログラム管理・予算）に代わるものとして導入された。ＰＭＢ
の測定単位の基礎はあくまでもインプット。しかもインプットと結果との関係は不明瞭。
これに対して、ＡＯＯＦは、行政活動の直接的な結果であるアウトプットに焦点を置き、
それが最終的な成果であるアウトカムの達成にどのように寄与するかを、アウトプット
等の評価額・質・量といった指標をもって明らかにする、という点でＰＭＢと異なる。 
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BOXBOXBOXBOXⅣ－４－５Ⅳ－４－５Ⅳ－４－５Ⅳ－４－５    サービスの質の問題サービスの質の問題サービスの質の問題サービスの質の問題    

 
 効率化・コスト節減に注力し過ぎると、サービスの質の低下が懸念される。これを防
止するための明確なイニシアティブはないが、コスト低減がサービスの質の低下をもた
らさないように、ＡＯＯＦでは、コストの見積りとともに、サービスの質・量に関する
情報を極力正確に提示する仕組みとなっている。コストを優先するかサービスの質を優
先するかの最終的な判断をするのは大臣等の意思決定権者であるが、ＡＯＯＦは的確な
判断とその妥当性を説明するための材料を提供するものと位置付けられ、サービスの質
の低下に関して一定の歯止め効果を持つものと言える。 
 また、豪州では、行政サービスの質の向上への取組みとして、英国の「市民憲章
（Citizen’s Charter）」に倣って、1997 年から「サービス憲章（Service Charter）」制
定を始めている。サービス憲章とは、各種行政サービスを提供している各政府機関に対
し、サービスの標準的水準、水準未達成の場合の不服申し立てや行政主体の対応等を規
定したものである。各政府機関に行政サービスの提供というアウトプットに目を向けさ
せ、ベンチマーク等の手法を用いてサービスの質を比較することを促す役割を持ってい
る。 

 
 
５．改革の評価５．改革の評価５．改革の評価５．改革の評価    
 
（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    
 
 豪州の場合、今回調査対象としている他の国と比べると、財政赤字拡
大による財政再建の必要性が行財政改革を促したという側面は弱い。財
政収支を見ても、景気循環に合わせて０～６％の間を上下することが恒
常的となっており（プライマリー･バランスでは▲３～３％）、深刻な財
政危機に陥ったと強く意識されることはなかったようである。ＯＥＣＤ
（1997a11）でも、この点は指摘されている。豪州では、財政状況に対す
る意識というよりも、行政活動の成果（アウトカム・アウトプット）を
向上させて資源配分の有効性を高めることが必要という意識が強く、そ
れが改革の原動力になっている。 
 1996 年にハワード自由党・国民党連立内閣が誕生してからは、健全な
財政運営の方針を強く打ち出した改革も進められてきた。政府支出は
1992年度の36.2％から99年度には31.8％まで低下し、財政収支は、1992
年度の▲６％から 99 年度には 1.9％の黒字となった。政府債務残高（グ
ロス）も 1995 年度の 42.9％をピークに低下し、99 年度には 26.1％にな
っている。しかし、ハワード政権での改革は、豪州経済が 1993 年から
99 年まで 3.7～5.6％という成長を遂げている中で進められたものであ
るため、改革が財政状況の改善に寄与した部分は小さいと思われる。ま
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た、予算公正憲章法の制定は 1998 年、ＡＯＯＦの実施が 1999 年度から
であることを考えると、その評価については今後の発展状況を確認しな
いと何とも言えないところである。特に、今後景気が後退したときに、
どのような効果を発揮するのか注目される。 

 
（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    
 
        ①予算・財政のマネジメント①予算・財政のマネジメント①予算・財政のマネジメント①予算・財政のマネジメント    

 豪州で導入された予算公正憲章法やＡＯＯＦといった仕組みは、英
国やＮＺとほぼ同じものであり、仕組みとしての完成度は十分に高い
と思われる。また、予算編成において、政策プログラムの追加と削除
をセットで各省庁に提案させ、歳出検討委員会で財政規律を考慮しな
がら政策の取捨選択を決定する仕組みは、ボトムアップとトップダウ
ンをうまく組み合わせたものとして興味深い。ＯＥＣＤ（1997a9）で
も、資源配分の効率性と有効性を高めながら、歳出総額をコントロー
ルする仕組みとして高く評価している。 
 ただし、財政再建の必要性から改革が進んだわけではないので、全
体として見れば、歳出総額をコントロールする仕組みは少し弱いかも
知れない。ＯＥＣＤ（1997a12）は、歳出上限のベースラインとなる「予
算支出将来見積り」の仕組みが歳出総額の伸びを抑制するのに寄与し
たと評価しているが、歳出総額をバインドしないこの仕組みでは景気
後退時にうまく機能しない恐れがある。政治家がよほど強い信念を持
っていなければ、各省庁から提案される「国民に優しい」政策プログ
ラムを突っぱねることが難しいと考えられるからである。豪州では
1991 年以降、深刻な景気後退を経験していないため、弱点が顕在化し
ていないだけという可能性も否定できない。 

 
        ②業績マネジメント②業績マネジメント②業績マネジメント②業績マネジメント    

 豪州は、1985 年からの「プログラム管理・予算（ＰＭＢ）」に見ら
れるように、改革当初から、業績評価と予算配分の効率化に最も力を
入れている。各省庁への権限委譲、運営費用の一括配賦、説明責任の
明確化などは 80 年代半ばからすでに導入されており、業績情報、業績
測定の開発も積極的に行ってきた。1995 年の報告書で「業績情報の質
は乏しい」と評されているように（ＯＥＣＤ（1997a11））、すべてが満
足できる水準に到達できたわけではないが、80 年代から、考えられる
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ことはすべて実行し改良してきた国である。ただし、Halligan（1997）
でも指摘されているように、豪州は 80 年代からあらゆることを次々と
実施してきたが、体系立てて改革を実施したわけではなく、個別の施
策を無秩序に行っているため、結局何をやってきたのか特徴が見えに
くくなっている。ようやく、90 年代後半になって、マクロの財政運営
方針（予算公正憲章法）、アウトカム・アウトプット体系による予算と
業績評価のリンク（ＡＯＯＦ）、財務会計方法の明確化（財務会計関連
三法）という形で一体化したのである。特に、ＡＯＯＦは、予算・ア
ウトカム・アウトプット・業績情報（価格による競争）、それぞれの関
係、評価方法までを体系化したものであり、豪州のこれまでの取組み
の集大成とも言える仕組みである。予算と業績をうまくリンクさせて
資源配分の有効性を高めることができるのか、これからまさに真価が
問われることになろう。 

 
 


