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Ⅶ オランダ～協調と合意による改革モデル 

 

１． 改革の概要 

 

（１）改革の背景と流れ 

 

①「オランダ病」（1970 年代後半から 1980 年代初め） 

オランダでは、第１次石油危機の後、エネルギー価格高騰に伴う天

然ガス売却収入の増大があり、この収入を原資に高レベルの社会福祉

制度が構築された。しかし、天然ガス輸出拡大に伴ってオランダギル

ダーの為替レートが上昇し、製品輸出を圧迫したことから経済が悪化

し、経済の悪化に伴い、社会保障支出が増大し、財政赤字が急増した。

財政赤字に対処するため、税・社会保障負担が増大し、こうした負担

増をカバーするため、労働組合の力を背景に賃金が引き上げられた。

企業経営が圧迫され、雇用が停滞し、失業増加で財政負担が増えると

いう悪循環に陥った。実質ＧＤＰ成長率は、81、82 年と連続して、マ

イナスになり、財政赤字はＧＤＰ比で 80 年の 4.2％から、82 年には

6.6％になる。失業率は、80 年の 4.0%から、83 年には 11.0%へ跳ね上

がった。こうした危機的経済状況を一般に「オランダ病」と称してい

る。注１ 

 

 ②1982 年ワッセナ－の合意以後の経済財政改革 

経済が深刻化する中で、1982 年に成立したルベルス内閣（キリスト

教民主同盟中心の連立政権）は事態の打開を図るため、財政再建、政

府の介入削減に向けた政策転換を図る。そのきっかけとなったのが、

「ワッセナーの合意」という歴史的合意である。これは 82 年にファン・

フィーン経営者連盟会長、コック労働組合連合委員長（94 年以降の首

相）及びルベルス首相により行なわれた。形式的には、政府の仲介に

よる労使間の協定である。内容は、 

 

・労働組合は、賃金抑制に協力する 

                      
注１ 「オランダ病」とは、天然資源と経済成長との関係において、天然資源価格の高騰

によって、不労所得を得た国が経済政策運営を誤ったことによりもたらされる経済
危機を表す言葉として、国際的に定着してしまったといわれている。（長坂（2000）） 
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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 1.2 ▲0.5 ▲1.2 1.7 3.3 3.1 2.8 1.4 2.6 4.7

消費者物価上昇率 6.5 6.7 5.9 2.7 3.3 2.3 0.1 ▲0.7 0.7 1.1

失業率 4.0 5.8 8.5 11.0 10.6 9.2 8.4 8.0 7.7 6.9

経常収支:対ＧＤＰ比 ▲0.5 2.6 3.5 3.5 4.8 3.2 2.4 1.8 2.9 4.0

長期金利（10年物指標国債） 10.2 11.6 10.1 8.6 8.3 7.3 6.3 6.4 6.4 7.2

一般政府支出:対ＧＤＰ比 55.8 57.6 59.8 59.8 53.8 51.9 52.0 53.3 51.3 48.9

一般政府財政収支:対ＧＤＰ比 ▲4.2 ▲5.4 ▲6.6 ▲5.8 ▲6.2 ▲4.1 ▲5.7 ▲6.6 ▲5.1 ▲5.3

一般政府ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾊﾞﾗﾝｽ:対ＧＤＰ比 ▲1.9 ▲2.4 ▲2.8 ▲1.6 ▲2.0 0.3 ▲1.2 ▲1.9 ▲0.5 ▲1.2

一般政府ネット債務残高:対ＧＤＰ比 24.6 26.9 30.9 35.9 37.8 40.6 43.7 27.1 30.9 34.5

一般政府グロス債務残高:対ＧＤＰ比 46.9 50.9 56.5 62.7 64.2 68.7 70.6 73.1 76.0 76.0

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 4.1 2.3 2.0 0.9 3.2 2.3 3.0 3.8 4.1 3.9

消費者物価上昇率 2.5 3.2 3.2 2.6 2.8 1.9 2.0 2.2 2.0 2.2

失業率 6.0 5.4 5.4 6.6 7.6 7.1 6.6 5.5 4.2 3.2

経常収支:対ＧＤＰ比 2.7 2.4 2.1 4.1 4.9 6.2 5.6 7.5 6.3 5.3

長期金利（10年物指標国債） 8.9 8.7 8.1 6.5 7.2 7.2 6.5 5.8 4.9 4.9

一般政府支出:対ＧＤＰ比 49.4 49.5 50.0 49.9 47.6 47.7 45.6 44.4 43.3 42.7

一般政府財政収支:対ＧＤＰ比 ▲5.7 ▲3.2 ▲4.4 ▲3.6 ▲4.2 ▲4.2 ▲1.8 ▲1.1 ▲0.7 1.0

一般政府ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾊﾞﾗﾝｽ:対ＧＤＰ比 ▲1.6 1.1 0.0 0.8 0.2 0.6 2.9 3.3 3.5 4.8

一般政府ネット債務残高:対ＧＤＰ比 35.4 36.2 39.6 40.6 41.9 53.2 53.7 55.3 53.7 49.9

一般政府グロス債務残高:対ＧＤＰ比 75.6 75.7 76.4 77.6 74.0 75.5 75.2 70.0 66.6 62.6

（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.長期金利はＩＭＦによる。
（出所）ＯＥＣＤ,"Economic Outlook 68, 61"、ＩＭＦ,"International Financial Statistics 2000" により作成

表Ⅶ－１－１　オランダ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.基準変更等の影響により、1983年までと84年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"により作成

図Ⅵ－１－１　オランダの財政収支・債務残高・実質ＧＤＰ伸び率の推移
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・ 経営者は、雇用確保に努め､労働時間短縮を行なう 

・ 政府は､減税と財政赤字削減を実現し、原則として賃金交渉に介入 

しないことにする。 

 

というものであり、企業競争力を回復、強化し、雇用の増加を図るも

のであった。ワッセナ－の合意以後、財政、労働市場、社会保障、金

融政策の各分野で継続的な改革が行われた（BOXⅦ－1－1 参照）。 

83 年以降の財政政策は、基本的に増税なき財政再建というもので、

歳出の伸びを抑え、税･社会保障負担を高めないようにするものだった

（第一勧銀総研（2001））。一般政府支出の対ＧＤＰ比は、82 年に 60%

に近かったが、80 年代終わりには 50%程度に低下する。 

 
 

BOXⅦ－１－１ ワッセナ－の合意以降の改革内容 
 

(1)財政改革 
  社会保障の最低給付水準凍結等による社会保障関連支出削減 
  公務員給与・公務員数の抑制 
 

(2)労働市場改革 
  最低賃金引き下げ 
  賃金の物価スライド制廃止等による賃金上昇の抑制 
  パートタイム労働の拡大によるワークシェアリングの促進 
 

(3)社会保障制度効率化 
  失業保険の給付期間短縮・給付水準引き下げ等 
  障害者保険の給付水準引き下げ・受給資格厳格化等 
  病欠手当の引き下げ及び企業負担とする制度変更 
 

(4)金融政策 
  ドイツマルクとの関係を安定化 

 

 

こうした改革が功を奏し、オランダは、10 年足らずで危機的な経済

状況からの脱出に成功した。これは、「オランダ病」に対して、「オラ

ンダの奇跡」と呼ばれた。80 年代末以降、オランダの一人当り実質Ｇ

ＤＰの伸びは、ＥＵ平均を上回り、93 年の景気後退局面でも他の欧州

諸国に比較して経済の落ち込みは小さかった。しかし、80 年代後半に

おいて、石油価格の低下とリンクした天然ガス売却収入の減少により

歳入が減少し、財政状況の改善が遅れた。財政赤字は、80 年代末まで
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は対ＧＤＰ比５～６％、90 年代初めになっても３～４％で推移してい

た。債務残高は、80 年代後半から、90 年代半ばまでほぼＧＤＰ比 75％

の水準であった。 

 

  ③1994 年以後のコック政権下の改革 

1994 年の総選挙で、労働党等の保革３党の連立政権注２が成立し、首

相には、労働党のコックが就任した。コック政権は、好転してきた経

済を背景に、雇用創出、財政赤字の削減などに、取り組んでいくこと

となる。（主な改革の流れは BOXⅦ－１－２参照） 

90 年代においては、オランダが、単一通貨ユーロ発足を決めた経済

通貨同盟（ＥＭＵ：Economic and Monetary Union）の一国であること

が、オランダの財政運営へも大きな影響を与えている。ヨーロッパ通

貨統合の基準を満たす必要があり、財政の健全性維持は重要な課題で

あった。 

マーストリヒト条約（付録３参照）が締結される中で、財政赤字削

減等を迫られられていたコック政権は、政権当初の予算・財政マネジ

メントの改革として、実質純歳出額にシーリングをかける予算システ

ム（トレンドベース・アプローチと呼ばれる）を、94 年に導入した。

コック政権は、現在、2 期目に入っているが、トレンドベース・アプロ

ーチは基本的に維持されている。 

93 年までは、財政運営は、財政赤字幅をターゲットに行なわれてき

た。これでは、景気が好調なときには、歳入も増大して歳出可能額が

膨むが、そこで歳出を拡大してしまうと、税収が落ち込み、歳出可能

額が歳入減に伴って減少したときに、一度拡大した歳出を抑制するこ

とが困難となった。そこで、94 年に導入されたトレンドベース・アプ

ローチでは、歳出額そのものをターゲットにするシステムにした。そ

の概要は以下のとおりである。 

 

ａ．慎重な経済見通しに基づき、4 年間の実質純歳出の額にリミット（シ

ーリング）をかける。 

ｂ．歳出水準は､歳入水準の変動とは切り離し、歳入増加があっても追

加的歳出にはまわさず、債務削減等にあてる。 

ｃ．従来は経済の見通しが変わるごとに、年間に何度も補正予算を編

                      
注２ 労働党・自由民主国民党・民主６６の 3党連立政権。 
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成していたが、原則的に年一回だけ予算編成閣議を行なうことにし

た。 

 

    このトレンドベース・アプローチのもとで、90 年代後半には財政赤

字は着実に減少し、99 年には、単年度で黒字に転じている。債務残高

も 99 年に 62.6％まで低下している。 

トレンドベース・アプローチという新システム導入の経緯であるが、

財務省当局によれば、まず経済企画局（経済産業省）の中で、財務省

を初めとした関係省庁の幹部職員からなるプロジェクトチームを形成

して予算編成プロセスを見直す研究を行っていたという。（94 年以降財

務大臣の地位にある Zalm 氏は、当時の経済企画局長でプロジェクトチ

ームのメンバーであった。）このプロジェクトチームが、慎重な経済見

通しの必要性と歳出リミットの枠組みを提案した。その提案に基づき、

政治的検討を経た後、新たなシステムが導入されたものである。ただ

し、これは、新規の法律に基づくものでなく、政府方針に基づく導入

である。 

 

（２）改革の特徴 

 

   一般的にオランダのパブリック・マネジメントの改革は、何らかの中

心的・総合的戦略があるというものではなく、小さな改良を積み重ねて

いく段階的なものである（ＯＥＣＤ（1999g5））。基本的には、改革･変更

は、社会的・政治的要求に応じて、必要な時・場所でなされるアドホッ

クな性格をもつ。 

また、同国では、下院が比例代表選挙で選出され、議席の過半数を獲

得する政党が出現しにくく、連立政権による政治運営が常態となってい

る。政府の活動に関しても、多くの社会的団体が、多数の審議会等に参

加し、政策提言及び執行に重要な役割をはたしてきた。政府の運営は、

協調と合意に基づいている。こうしたオランダのコンセンサスによる政

府は、「ポルダーモデル」として知られる。こうした協調と合意のモデル

では、決定に時間がかかるというデメリットもあるが、改革の強力な社

会的基盤が形成されるメリットがあると評価されている。 

各閣僚が、担当分野の政策形成や実行に責任をもち、改革は、どちら

かというと、各省のボトムアップで進められる場合が多いとされる。連

立政権が常態となっているオランダでは、閣僚が相談を通じて調整する
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慣習であり、そのため首相の他の閣僚に対する権限も英国等と比べると

それほど強くない。パブリックマネジメントの改革では、財政管理を担

当する財務省と、人事政策や政府機構を調整する内務省が、中心的な官

庁としての役割を果たすが、ボトムアップ的な意思決定を重視すること

もあり、強力な権限を発揮するという仕組みになっていない。注３ 

 

 

BOXⅦ－１－２ 主な改革の流れ 

 
1976 年     会計法(1976)：予算の説明書に業績情報を求める。 

 

1982 年     ルベルス政権成立 

         ワッセナーの合意 

 

1991 年     発生主義会計の中央政府への全面的導入見送り 

（エージェンシーに導入） 

 

1992 年     会計法改正：予算の説明書に一層の業績情報を盛り込む 

 

1994年 初のエージェンシー（４機構）設置 

         第１次コック政権成立 

   トレンドベース・アプローチ採用 

 

1997年     財務大臣の議会への送付文書「支出からコストへ」 

発生主義会計の中央政府への全面的導入見送り 

 

1998年     第２次コック政権成立 

 

1999 年     財政が黒字に転換 

 

 

                      
注３ Von Hargain（1992）によれば、オランダの財務大臣の権限の強さは、EUの中では英国、フラ

ンス、ドイツ、デンマークには劣るものの、ベルギー、ポルトガル等の他の国よりは強いと分析
されている。 
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２．中央政府の組織改革 

 

（１）中央政府の役割の縮小 

 

オランダにおいては、最近 10 年間に中央省庁の数が削減されたことは

ない。しかし、1980 年代（ルベルス政権）から、規制緩和や民営化とと

もに、地方への分権化が大きな目標になっている。中央政府は、政策立

案、企画立案に集中していく方向にあり、執行業務に関しては、州や市

町村という地方政府への権限委譲が広範囲に拡大している。市町村の数注

４は､減少しているので、その規模は一般に大型化している。 

 

（２）エージェンシーの導入 

業務執行の地方への移管に加えて、中央政府においても、英国におい

て推進されたエージェンシーという仕組みが導入された。サービスを提

供する機関が、それぞれに適合したシステムでマネジメントを行なうこ

とにより、効率性が向上すると考えられた。 

91 年の財務省の報告において、省内部に自立的な新型の組織を設立す

ることが提案され、それは、財務管理及び人事管理について、一層の柔

軟性と自主性を認めるものであった。人件費･物件費という支出区分を廃

止し、運営費として一括化することが提案された。ただし、異なる労働

条件を設定することや、資本市場から借り入れることは認めないという

ものであった。（Kickert（1997）） 

この提案に基づき、94 年に 4 つのエージェンシーが設立され、その後

95 年に３、96 年に 6 のエージェンシー設立が続き、現在では、22 のエー

ジェンシー注５が存在している。 

エージェンシーは発生主義会計を採用しており、他の政府機関より、

コストに関心を払った結果指向の管理モデルを採用している。エージェ

ンシーは、年度を越えて余剰資金を繰越することが認められているが、

他方借入れ機能がなく、その導入を薦める指摘もある。（ＯＥＣＤ

（1997g2）） 

   エージェンシー化が認められるためには、いくつかの条件がある。ま

ず、エージェンシーのマネジメントは、インプットより、目標達成に焦

                      
注４ 市町村数は、大戦直後の 1200 から 1994 年に 613、1998 年には 546 に減少した。 
注５ 財務省当局者によると基本的に英国のエージェンシーと同じものである。 
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点を充てるので、アウトプットの水準が、明快で計測可能でなければな

らないことがある。また、通常の政府部門とは異なる独自のマネジメン

ト手法により、より効率的な活動ができるというものでなければならな

い。こうした条件を満たすか否かの判断については、一般にエージェン

シー化対象部門、その所管省庁及び財務省の間で、1 年以上かけて検討が

なされ、その後、最終的には財務省が、議会へエージェンシー化の提案

を行う。 

   なお、エージェンシーの達成すべき業績水準や効率的に活動する方法

等の業績情報は、正式な予算の説明資料として議会に提出され、エージ

ェンシーが、その役割を遂行できたかどうか、どのような方法で資金を

使用したかについても、事後に議会に報告される。 

 

３．財政運営及び予算編成の改革 

 

（１）トレンドベース・アプローチに基づく財政運営 

    

オランダでは、4 年毎に総選挙が行なわれる。常に４～５の有力政党が

存在し、過半数を制する党はない。5 月頃の選挙の後は、様々な連立の可

能性があるので、組閣には２ヶ月以上の時間がかかることも多い。7、8

月頃までには、新たな連立合意（４年間の基本的政策方針）が策定され、

連立政権が発足する。 

各新政権は、その連立合意において、税制や重点歳出分野等について

合意を形成し、基本的目標を定める。現政権（コック政権）は基本目標

を、健全財政の維持においている。歳出をコントロールして、財政状況

を改善し、税･社会保障負担水準削減の道を開くことを考えている。1998

年の連立合意では、所得税の税率を引き下げ、ＶＡＴの税率アップ及び

エネルギー消費に課す環境税を強化することが含まれている。 

連立合意に基づく 4 年間の財政運営については、慎重な経済見通しに

基づいて 4 年間の歳出の額にリミットをかける等の特徴をもつトレンド

ベース・アプローチが 94年に導入されたが、詳細は以下のとおりである。 

 

① 慎重な経済予測（Cautious Forecast） 

連立合意を作成するためには、将来の経済予測が重要になる。必要

な中期的経済見通しは、経済企画局（the Netherlands Bureau for 

Economic Policy Analysis）が作成する。経済企画局は、総選挙の予
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定される年には、その直前の 4 月頃に、連立合意のために特別に 4 年

間の経済見通しを作成する。次期政権の存続期間中の経済見通しにつ

いて、何通りものシナリオ（予測）を作成するが、その中でも控えめ

な前提に基づいた「慎重な（Cautious）シナリオ」が、連立合意のた

めのシナリオとして採用される。4 年間の将来予測は一般に難しいこと

から、コック政権は、予想以上の収入があってその使用法を考える方

が、予想外の資金不足に直面して財源を探すよりも容易であることを

考慮して、過去のトレンドを踏まえつつ、できるだけ慎重な計画を立

てることとしている。 

こうした仕組みにより、Windfall(予測を上回る歳入や予測を下回る

歳出)の可能性が増大し、Setback(予測を下回る歳入や予測を上回る歳

出)のリスクは減少している。財務省当局は、かつては、楽観的見通し

に基づいて歳出を決めていたので、結果的に税収が確保できず、歳出

超過になることが多かったと説明している。 

第一次コック政権は、トレンドベース・アプローチにおいて、

1995-1998 年度の期間における実質ＧＤＰ成長率を、2.25%と予測した

が、実際には 3.25%であった。財政余剰は減税及び債務削減に使用され、

財務省当局は、トレンドベース・アプローチが一定の成功を納めたと

認識している。 

 
 

BOXⅦ－３－１ 経済企画局 
 
経済企画局は、経済産業省の（Ministry of Economic Affaires）の外局であり、経済

財政政策は、財務省と経済産業省の協力により検討されている。経済企画局は、連立合
意のための中期的見通しのほかにも経済見通しを作成し、春季の「中央経済計画」や、
予算案の基礎データにもなる 9月の｢マクロ経済予測｣も発表する。 
 

 

② 歳出リミット（Spending Limit）の設定 

 

イ．歳出リミットの対象 

連立与党は、連立合意において歳出総額及びその主要内訳毎の歳

出額について、4 年分のリミットをセットする。これは一度合意され

れば、4 年間の政権存続期間中には改正されない。この歳出リミット

は、純歳出（Net Spending：負担金のような税外収入を減じた歳出）

について設定される。 
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また、歳出リミットは、総額と以下のような中央政府の 3 つのパ

ートそれぞれに設定される（内訳は表Ⅶ－３－２）。 

 

ａ．（狭義の）中央政府（the Central Government Budget）、 

ｂ．所得保障部門(social security and the labor market) 

ｃ．医療部門(the care sector)   

 

このうち、中央政府予算は各省庁の予算を束ねたものであるが、

各省毎のリミットも設定されている。 

財務省当局によれば、歳出総額のリミットは、毎年の予算編成で

も変えることができないが、その内訳については、総額が変わらな

い限り、弾力的に扱う余地があるとのことであった。 

 
 

BOXⅦ－３－２  歳出リミットより除外される歳出 
 

歳出においては、上記のリミットの対象外とされているカテゴリーも存在する。 
経済構造向上ファンド（Economic Structure Enhancing Fund） がその例であり、道
路建設のようなオランダのインフラ整備に係るものである。オランダでは、このタイ
プの歳出は、他の歳出とあわせてリミットをかけると歳出カットのターゲットになる
ので、対象外とすることにより、国のインフラ整備への資金供給を保障している。フ
ァンドの中で利用できる金額を超えては支出できない。ファンドは天然ガスや公共財
産からの収入を含む多様な財源から補充される。 
 

 

ロ．実質額による歳出リミットの設定 

歳出リミットは、実質額（real term）で設定される。そのため、

物価上昇率が変動しても、変更の必要はない。政権発足時に名目値

の歳出リミットと、予測物価上昇率で割り引いた実質値の歳出リミ

ットが、4 年分合意されている。 

   政府は、毎年度の予算編成において、各年度の実質歳出リミット

を最新の予測物価上昇率で調整して、毎年度の名目予算額を経済動

向に合わせるように調整する。たとえば、オランダ財務省の資料（オ

ランダ財務省（2000ａ））の例をとると、政権発足時における 2000

年度歳出リミットは、名目リミットが 3434 億ギルダー、1998-2000

年間の予測物価上昇率 3.85%、実質リミットは 3306 億ギルダーとな

っているが、2000 年予算編成（メモランダム作成）の時点で、

1998-2000 年間の物価上昇率が 5％と想定されると、2000 年度予算に
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おいては、実質リミット 3306 億ギルダーから、名目リミット 3471

億ギルダーが計算される。 

 

表Ⅶ－３－１ 第二次コック政権の歳出リミット(1999－2002) 

単位：10億ギルダー 

年 1999 2000 2001 2002 

名目リミット 332.0 343.4 352.9 363.7 

予測物価上昇率 1.63％ 3.85％ 6.13％ 8.45％ 

実質リミット 326.7 330.6 332.6 335.3 

（注）リミットの数値は中央政府等 3分野の合計値である。(出典)オランダ財務省（2000ａ） 

 

ハ．歳出リザーブ創設（Spending reserve） 

名目歳出リミットを、算出するため前提となる物価上昇率は、オ

ランダ経済全体をカバーするデフレータ－であるが、個別の歳出部

門における物価上昇率がこのデフレータ－より高い場合は、予算額

が不足する可能性が生じる。第一次コック政権では、こうした財源

不足の問題は生じなかったが、第二次コック政権では、こうした問

題へ対応する必要性を考慮して歳出リザーブを創設した。1999 年以

後､毎年 2.5 億ギルダーづつ計上し、途中で使用しなければ、2002 年

には 10 億ギルダーのリザーブが計上される。 

  

表Ⅶ－３－２ 実質リミットの内訳 
単位：10億ギルダー 

 1999 2000 2001 2002 

中央政府 171.0 172.6 173.0 174.1 

所得保障 101.2 101.8 102.0 102.3 

医療 54.5 56.3 57.5 58.9 

３部門計 326.7 330.6 332.6 335.3 

 リザーブ 0.3 0.5 0.8 1.0 

総計（リザーブ含） 327.0 331.1 333.3 336.3 

（オランダ大蔵省：1999 Budget Memorandum より作成） 
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ニ．各年度予算編成におけるリミットの扱い 

財務省当局は、歳出全体についての歳出リミットが最も重要であ

り、基本的に超過できないものと考えている。その内訳については

毎年度の予算編成で政治的な優先順位に基づき、資金再配分が行な

われ、当初に設定した各部門毎のリミットとは異なる資金配分とな

ることが認められる。ただし、こうした変更は、財務大臣の承認及

び閣議による全閣僚の同意が必要であり、自由に変えられるという

ものではなく、実際に、変更はごくマイナーなものであるとされて

いる。 

近年では、社会保障の分野で余剰が出ているので、中央政府部門

の教育分野等の重点分野にこれを振り向けている状況にある。（表Ⅶ

－３－３参照） 

 

表Ⅶ－３－３ 2001 年度予算と 1998 年当初計画のリミットとの比較 
単位：10億ギルダー 

 2001 年度予算額 1998 当初計画に 

基づくリミット 

差 

中央政府 187.3 185.9 1.4 

所得保障 111.2 114.1 -2.9 

医療 63.9 62.3 1.5 

  計 362.3 362.3 0.0 

（オランダ財務省（2000ｂ）より作成） 

 

 

③歳入の変動の取り扱い 

 

   イ．歳出に影響しない歳入水準の変動 

歳入の動きは、歳出リミットとは、厳格に区分されて扱われるこ

ととされている。歳入水準の変動があっても、歳出には、絶対額と

して合意された歳出リミットがかかることから、当初の予想以上の

歳入があるときには、政府は、それを租税・社会保障負担水準の削

減や財政バランスの改善に向け、基本的に追加的歳出に充当しない

こととしている。 
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   この方法を採用した理由として、財務省当局は、歳入見込みの変

動がある度に直ちに歳出の議論を始めるという過去のやり方では、

予算編成が不安定になり、歳出増大がさけられなかったことを挙げ

ている。 

 

ロ．実質額による歳入目標設定 

コック政権は、その発足時において 4 年間の歳入目標（ターゲッ

ト）を設定し、それは、歳出リミットと同様に実質額で表示される。

目標値は、税、社会保障負担、天然ガス売却等の収入の推計である

が、政府の歳入は､経済環境によりかなりの変動を示すもので、正確

な予測は非常に難しい。そのため慎重な経済予測をもとにして、歳

入目標の名目値と、予測物価上昇率で調整された実質値が設定され

る。名目値は、各年の予算編成の際に、歳出の場合と同様の過程で

最新の予測物価上昇率をもとに調整される。 

財務省当局は、慎重な経済予測が歳入目標の基礎になっているの

で、歳入が不足するリスクより、余剰が発生する可能性が大きいも

のと考えている。 

 

表Ⅶ－３－４ 第二次コック政権の歳入目標（1999－2002） 

単位：10億ギルダー 

 1999 2000 2001 2002 

名目歳入目標 318.0 332.2 334.6 346.4 

予測インフレ率 1.63％ 3.85％ 6.13％ 8.45％ 

実質歳入目標 312.9 319.9 315.3 319.4 

(出典)オランダ財務省（2000ａ）。 

 

 

ハ．歳入不足･余剰への対応 

コック政権は、毎年の予算編成の際に、政権発足当初に見込んだ

歳入目標と異なる歳入見積りとなった場合の対応について、政権発

足当初に合意している。歳入余剰･不足は、ＥＭＵの基準による財政

赤字（EMU deficit）の額に応じて、以下のようなルールにそって、

対処することとされている。 
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目標水準を上回る歳入水準の場合 

財政赤字がＧＤＰ比 0.75%以下 余剰の 50%：財政赤字削減 

余剰の 50%：税･社会保障負担減 

財政赤字がＧＤＰ比 0.75%以上 余剰の 75%：財政赤字削減 

余剰の 25%：税･社会保障負担減 

 

目標水準を下回る歳入水準の場合 

財政赤字がＧＤＰ比 1.75%以下 不足の 75%：財政赤字増 

不足の 25%：税･社会保障負担増 

財政赤字がＧＤＰ比 1.75%以上 不足の 50%：財政赤字増 

不足の 50%：税･社会保障負担増 

 

   コック政権は連立合意に、1999-2002 年間に 45 億ギルダーの減税

を行う計画を盛り込んでいるが、この間に、たとえば財政赤字 1％

の状況下で、20 億ギルダーの歳入不足が見込まれれば、政府はその

4 分の 1 の 5 億ギルダーの増税を行わねばならず、政権期間中の減

税幅は 40 億にとどまることになる。（オランダ財務省(2000ａ)の例） 

ただし、上記の対処方法は、財政赤字（EMU deficit）が、マース

トリヒト条約の求めるＧＤＰ比３％未満の場合に適用されるルール

である。もし財政赤字がＧＤＰ比３％になりそうな場合には、ＥＭ

Ｕで要求される基準を満たすために、政府は、様々な対策（歳出カ

ットや、増税等）を講じなければならない。 

  

（２）毎年度の予算編成の流れ 

 

①年一回の歳入・歳出決定(Decision Day) 

オランダの財務省当局によると、かつては、年に 6～７回も予算に関

する閣議を行っていた。経済見通しが変わった場合等に､すぐに補正予

算を編成しており、議会の議決も何回も行なっていた。当初予算提出

の１、２ヵ月後に全く別の予算を出したこともあった。 

従来のように、個別のわずかな歳入不足や余剰の発生、新政策の提

案の毎に予算の議論を再開するのは、各閣僚にとっても煩雑なので、

現政権は、原則として、春季に一回だけ予算編成の閣議を行うことに

変更している。この閣議において、政策に係る多数の選択肢の中から、
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注意深く優先事項を決定することとしている。これにより、予算編成

の流れがスムーズになったと評価されている。 

    具体的には、この歳出についての優先事項を決定する閣議は、春季

における Decision Day と言われる期間（毎年 3 月または 4 月）に行わ

れる。財務省は、この閣議の前の 3 月に、使用可能な予算額と、各閣

僚の提出する計画のリストを含むフレームワークレター（the 

Framework Letter）を各閣僚に送付する。閣議では、このフレームワ

ークレターに基づき、政策の優先順位が、決定される。この時には、

当該年度の歳入歳出の暫定的な計数を発表する春季財政報告（the 

Spring Financial Report）に関しても議論する。 

また、内閣は、歳入に関係する事項の決定を、8 月頃に行うこととし

ている。歳入･歳出いずれについての決定も、連立政権形成時に合意さ

れた枠組みの範囲内に収まらなければならない。 

 

②予算案の議会提出 

財務省は、毎年９月の第３火曜日に、下院議会（BOXⅦ－３－３参照）

に中央政府予算案（Budget：全省の歳入･歳出）と予算メモランダム（予

算の説明と経済情勢。４で記述するように業績データも含まれる。）を

提出する。予算は、章に分かれ、各省毎の歳出･歳入を示す。 

また、同月、経済企画局からマクロ経済予測（Macro-economic 

forecast）も公表され、議会での審議の参考資料となる。 

 

③議会の承認 

議会は予算承認権をもち、予算額の増額･減額とも可能である。 

下院は、個別の章毎の議論を行なう前に、9 月の間に、全体について

の討議を行なう。これは、一般政策審議（the General Political Review）

と呼ばれ、全議員と全閣僚が出席する最も重要な審議であり、数日間

行なわれる。 

その数週間後の、下院の財政審議（the Financial Review）は、財

務省の予算案と各政策の財政面の詳細について討議する。数週間にわ

たり、セクション毎、省毎に予算を議論する。 

議会は 12 月中に、予算審議を終了するように努める。 
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BOXⅦ－３－３ オランダ議会 

 
オランダ議会は二院制をとっている。上院は、州議会により間接的に選出される 75

人の議員からなり、下院は比例代表制により直接選挙で選出される 150 人からなる。と
もに任期は 4 年。下院が主要な役割を果たし、上院は下院を通過した法案を承認するか
否決するかしか認められず、修正権はない。上院の実質的権限は弱い。 
 

 

 

表Ⅶ－３―５ 予算サイクルの流れ 

2001 年予算

編成 

 

2000 年 

３月 

 

４月 

    

８月 

 

９月 

 

 

 

   10 月 

    

12 月 

 

フレームワークレタ－（for2001） 

財務省より各閣僚に送付 

歳出優先事項閣議決定 

 

歳入関連事項閣議決定 

 

マクロ経済予測（for2001）発表 

2001 予算メモランダム 議会提出 

2001 年予算案 議会提出 

 

議会の 2001 年予算案審議 

   

    

同   （承認） 

2001 年予算

執行 

2001 年 

1 月 

４月 

５月 

 

11 月 

 

 

会計年度開始 

中央経済計画（for2001）発表 

春季財政報告（for2001）発表 

 

秋季財政報告（for2001）発表 

 2002 年 2 月 暫定決算（for2001） 

(オランダ財務省（2000ａ）より抜粋) 
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BOXⅦ－３―４ 予算関係書類一覧 
 

フレームワークレター（Framework Letter） 
毎年３月に､財務大臣から内閣メンバーに送付されるもので、利用可能な予算額

と閣僚から提出された計画のリストを含む。このレターと引き続いての閣議決定
が、次年度予算の基礎となる。 

 
マクロ経済予測（Macro-economic Forecast）  

9 月に経済企画局より発表される報告で、現年度と次年度の両年における経済
成長の予測を含む。 

 
予算メモランダム（Budget Memorandum） 

財務大臣が 9 月の第３火曜日に議会に送付する説明書であり、次年度の政府歳
入･歳出を詳しく述べる。 

 
中央経済計画（Central Economic Plan） 

毎年 3 月に経済企画局により作成される報告で、現年度と次年度の両年におけ
る経済成長の予測を含む。 

 
春季財政報告（Spring Financial Report） 

財務大臣が 5 月に議会に送付するメモで、対象年度の政府歳入歳出の仮置きの
数値を含む。(中間的な決算報告) 

 
秋季財政報告（Autumn Financial Report） 

財務大臣が 11月に議会に送付するメモで、対象年度の政府歳入歳出の仮置きの
数値を含む。（中間的な決算報告） 

 
暫定決算（Provisional Account） 

毎年 2月に議会に送付されるもので、過去の年度における政府収入･支出につい
ての暫定的文書。 
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４．業績マネジメント、財務･会計の改革 

 

（１） 業績測定の発展及び利用 

 

オランダにおける業績マネジメントに関しては、業績データを予算編

成における情報として活用してきた長い歴史があり、業績測定や業績情

報の質の改善は、継続的に行なわれている。 

 

  ①業績測定（Performance Measurement）の発展 

イ．90 年代以前 

1976 年会計法（Government Account Act 1976）により、中央政府

に業績測定が導入された。業績測定が可能・適当であると考えられ

る支出分野について、各閣僚は、予算案の説明書に、業績情報を盛

り込むこととされた。議会へ意思決定に資する情報を提供すること

と、プログラムの効率性の改善を図ることを目的にしていた。予算

案において、業績情報で説明される事項は増大したが、業績情報は、

実際にはインプットに関するデータが中心であり、80 年代の政府の

調査研究でも、データの質及び量は不十分であると認識されていた。 

 

ロ．90 年代の発達 

92 年に施行された会計法の改正により、業績指標は一層重視され

るようになる。各閣僚は、予算の説明書に、支出額推計の基礎にな

る諸要素と､可能ならば、プログラムのインプット・アウトプット･

アウトカム（効果）についての情報を盛り込むこととされた。 

90 年代前半の財務省の調査では、91 年において業績データで説明

されていたのは、予算の 5 割程度であったという。（法務・教育関係

は 8 割に及び、外務・内務省関係は、1 割に満たなかったので、省庁

の業務の性格によって、かなりの格差があったようである。）93 年に

は、その割合は、予算の 3 分の２に向上したが、依然として不十分

なものであった。当時のデータは、インプットの量･コストに関する

情報が中心で、アウトプットの指標はあるものの、アウトカムの指

標はほとんどないという実態であった。 

政府は、会計法の目的が十分に達成されていないと判断し、業績

評価のためのパイロットプロジェクト、ガイドラインの策定、情報

の質改善のための研究などに取り組んでいる。 
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②業績情報の使用 

    業績情報の主な使途は、会計法に要求されるように予算編成におけ

る、資源配分決定のための情報として使用される。業績指標の開発は、

各省庁にとって負担が大きいが、予算で活用されることで開発のイン

センティブがあったと評価されている。（ＯＥＣＤ(1997a11)）。 

    なお、89 年に個人の業績評価に基づく業績給与（Performance Pay）

システムが導入されている。 

 
 

BOXⅦ－４－１ 活動別（Activity-Based）予算導入への動き 
 

中央政府の財政管理に関しては、予算と財政報告における情報の質の改善を目的とし
て、現在、予算･決算の再構築を図るプロジェクトが進められている。 

2001 年予算メモランダム（オランダ財務省）によれば、2002 年からは、予算は、政
策課題を中心にした活動別（Activity-Base）予算で提出される予定である。これによ
り、特定分野の支出とアウトカムとの関連付けが簡便にできるようになると期待されて
いる。 

 

 

（２）発生主義会計の導入についての検討 

 

①現在における導入状況 

   発生主義会計は、オランダ中央政府については、現在、22 のエージ

ェンシーに限定して導入されている（オランダ財務省（2000b））。しか

し、オランダにおいて、発生主義会計・予算システムを中央政府部門

に導入することに関する議論は、長期にわたり繰り返し行なわれてき

た歴史がある。1990 年代の検討経緯（1991 年及び 1997 年の議論等）

は②で概観する。 

なお、発生主義会計固有の利点として、オランダでは主に 3 項目が

挙げられている。 

 

イ．投資に関係するコスト全体を勘定に入れることが可能になる。伝

統的な現金主義会計では、投資は、当初に予算上一括して支出され、

将来的な維持費等を計算しないが、発生主義会計であれば、初めに

全体的コストを推計するインセンティブが働く。 
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ロ．民間部門と共通のシステムであるので、外部契約を行なうべきか、

公的部門内で実行する方がよいかを比較するための情報が得られる。

効率的な手法を選択する意思決定が簡易にできるようになる。 

 

ハ．財政難の時に、将来の発展に関わる投資が後回しにされるという

リスクを減らす。投資的支出が初年度に計上されてしまうというこ

とが少なくなるからである。 

 

②検討経緯 

イ．1991 年の発生主義会計導入見送り 

91 年に、財務大臣は、議会へ送付した文書にて、中央政府予算全

体に発生主義会計を導入することは、効率を考えると望ましくない

と指摘していた。ただし、当該文書は、発生主義会計導入が、事業

のコストと効果の比較を可能にするとともに、政府の純資産状況を

明らかにするものであるとして、部分的に導入する意義は認めてい

た。これを受けて、完全発生主義会計は、政府のエージェンシーに

導入されることになる。 

 

ロ．1997 年「支出からコストへ」:完全発生主義会計導入見送り 

91 年以後の環境変化を踏まえて、発生主義会計導入の議論は再開

される。政府は、コスト・結果指向のマネジメントを目指しており、

それには、現金主義会計より発生主義会計の方がよく適合している

という背景があった。 

しかし、財務大臣は、97 年に「支出からコストへ」という文書を

議会に送付し、発生主義会計への完全転換の期は熟さないという判

断を示した。政府全体を通じては、現行の現金主義会計による予算･

報告システムを維持することとなる。 

97 年において、政府全体の発生主義勘定への転換を押しとどめた

主な論点は、以下の 3 点であった。 

 

    ａ．資本支出と経済成長に影響する支出は異なる。 

発生主義会計の議論は、資本・投資的支出を確保するメリット

に着目して行なわれる。しかし、将来的に重要な影響のある教育･

研究費等は資本・投資支出に入らず、上記メリットは関係ない。 
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ｂ．予算における２つのシステムの並存 

マーストリヒト条約は、現金ベース･取引ベースで予算のバラン

スに着目するため、発生主義会計への転換が、２つの異なるシス

テムの間で混乱を引き起こす可能性が考えられた。発生主義予算

と現金主義予算の乖離のもとで、政府が、財政に係る基準への対

応に失敗するようなことが考慮された。 

 

ｃ．予算の準備作業等における大きな変更 

完全な転換は、予算の準備や会計における思い切った変更が必

要になるが、それを、2000 年問題やユーロ導入の大規模な作業と

平行して行わねばならない問題があった。 

 

   ハ．現段階での議論 

     オランダ財務省（2000b）によれば、再度発生主義会計導入の動き

が出ている。97 年に問題となった事項に関していえば、将来的に影

響のある支出は別途考慮すればよく、現在の財政状況には財政上の

基準を満たす十分な余裕があり、いまやユーロ導入等の大作業もな

いことが指摘されている。財務省は、現在、発生主義会計をエージ

ェンシーから政府の中心的部分へ拡大するか否か研究を行っている。 

 

５．改革の評価 

 

（１） マクロ的なパフォーマンス 

 

1970 年代後半から、80 年代初頭にかけて、オランダの経済は低迷し、

ＧＤＰ成長率は、81 年、82 年と連続してマイナスになり、きわめて深刻

な経済状況であり、「オランダ病」と表現されるものであった。しかし、

ワッセナ－の合意以後の労働市場の改革を中心とした一連の改革を経て、

80 年代後半以降は、安定的な経済成長が続いている。 

しかし、80 年代後半の石油価格急落にリンクした天然ガス収入の減少

により、財政状況の改善は妨げられ、財政赤字は続き、90 年代前半まで

政府の債務残高もそれほど減少したわけではなかった。（表Ⅶ－１－１）。 

90 年代に入り、マーストリヒト条約の締結を契機に、財政健全化のた

めの具体策が必要となった。94 年選挙で成立したコック政権は、好調な

経済を背景に雇用問題、財政問題に取り組んでいく。94 年にトレンドベ
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ース・アプローチを採用し、90 年代後半には、赤字基調で推移してきた

ＯＥＣＤベースでの財政収支も着実に改善され、99 年には、久しぶりに

黒字に転じている。80 年代後半から 70％台で推移してきた債務残高もよ

うやく 99 年に 62.6％まで下がった。 

ただし、オランダでは、今後急速に高齢化が進むと予測されている。

高齢化の進行は、必然的に福祉関連の公的支出を増大させるものであり、

中長期的に財政の均衡を維持するためには、支出内容の見直し等が、今

後も必要となってくると考えられている。 

 

（２） 改革の評価と今後の課題 

 

①予算・財政のマネジメント 

  90 年代において、オランダ経済は基本的に好調がつづいているので、

コック政権のトレンドベース・アプローチという新システム自体が、

財政状況の変化にどの程度貢献したかを判断することは困難である。

しかし、このシステムは、連立政権存続期間中の中長期的な財政運営

に適した仕組みであると考えられる。 

オランダのような連立政権の国は、一般的には、財政が膨張しやす

いものと認識されている。そのため、連立政権発足時に枠組みをセッ

トしてしまう手法は優れた仕組みと考えられる。オランダにおいては、

連立の組み合わせは多様にあり、総選挙後に政策の合意が形成されて

連立政権が成立するまで数ヶ月かかることもあるが、逆に、それだけ

時間をかけて合意された事項であるので、一度成立すれば連立する各

政党にとり、強力な制約になっていると考えられる。 

94 年に導入された新システムは、第 1 次コック政権での使用実績を

判断のうえ、98 年以後の第２次コック政権でも継続して採用されてお

り、財務省当局には一定の評価がある。 

まず、慎重な経済見通しに基づいて、歳出にリミットをかけている

が、財務省当局は、Windfall(余剰)が出やすい慎重な経済見通しを設

定し、後で発生した Windfall の配分を考えるという方法は対処しやす

く、財政規律維持にも優れた方法であるとしている。 

また、従来は、歳入増があるとすぐに追加的支出に使用していたが、

歳入水準の変動が影響しないように、歳入とは切り離した額で歳出リ

ミット額をかけてしまうことにとにより、歳入増は優先的に債務削減

に充てることができたと財務省当局は認識している。経済の好調を背
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景に、94 年以降債務残高の対ＧＤＰ比は急速に減っているが、新シス

テムがなければ財政余剰が歳出増にまわり、債務はそれほど減少しな

かったのではないかと考えられている。 

   かつては、歳入見通しが変化するたびに、補正予算を頻繁に編成し

たため、閣議は予算関係の議論ばかりに費やされ、各閣僚から不満も

でていた。現在では、原則として補正は避けられるようになり、予算

編成過程もスムーズなものとなっている。 

 

 ②業績･財務会計のマネジメント 

 オランダは、70 年代から、業績測定に取り組み、業績情報を予算過

程で使用してきている。ＯＥＣＤ(1997a11)は、効率性・有効性の指標

を改善させるのは困難であったが、着実な進展は見られるとしている。

業績測定の改善に関しては、各省へのインセンティブが必要だが、業

績情報が、予算過程で情報として使用されたことで、業績測定が進ん

だと考えられている。また、マネジメントの自由度の高いエージェン

シーは、業績指標開発及び結果と資金配分の関連付けにも、熱意をも

って取り組む組織体であったとされる。 

発生主義会計の議論は、90 年代において繰り返し行なわれているが、

中央政府全体への導入は、まだ決定されていない。 

オランダにおいて、多くの改革の努力がなされているが、その進展

ははっきりした形では見えてこない印象が強い。オランダにおいては、

一般的に、改革は急速には進まず、徐々に段階的に行われ、長期的に

みないと発展がわからないという側面がある（ＯＥＣＤ（1999g5）。 

 

 

 

 


