
 259

Ⅷ．各国の改革の比較Ⅷ．各国の改革の比較Ⅷ．各国の改革の比較Ⅷ．各国の改革の比較    

    

  Ⅱ章からⅦ章まで、英国、ＮＺ、豪州、カナダ、スウェーデン、オラン
ダの６ヶ国におけるパブリック・マネジメントの改革を個別に分析してき
た。これらを踏まえ、ここでは、各国の改革についての比較研究を行うが、
まず、改革の基本的な方向やアプローチを横断的に整理し、各国の改革の
特徴をマクロ的に概観する。次に、改革の具体的な内容について、共通点
と相違点をミクロ的に分析する。 

    

１．改革の方向と特徴１．改革の方向と特徴１．改革の方向と特徴１．改革の方向と特徴    

    

（１）基本的な方向（１）基本的な方向（１）基本的な方向（１）基本的な方向    

    

        ①マネジメントの分権化①マネジメントの分権化①マネジメントの分権化①マネジメントの分権化    

    パブリック・マネジメントの改革は、今回調査対象とした６ヶ国を
含め多くのＯＥＣＤ諸国で進められているが、その具体的な取組みやア
プローチは必ずしも同じではない。それは、国によって改革の理由や目
的が異なり、また改革の背景である行政機構や政治システム、経済社会
のシステムなどが異なるからである。しかしながら、改革の基本的な理
念や方向については、多くの共通点が見られる。更に、改革の重点は国
によって差があるものの、具体的な取組みの面についても、改革の進捗
に伴い、その内容に収斂が見られる。 

    ＯＥＣＤ（1997a11）は、パブリック・マネジメントの大きな流れと
して、「官僚的（bureaucratic）・行政管理（administrative）型」から「市
場メカニズム（market-type mechanism）・マネジメント（management）
型」への変化があると分析している（図Ⅷ－１－１参照）。改革の具体
的な方向は、市場メカニズム、すなわち、民営化、エージェンシー化、
契約システムなどの仕組みを公的部門に導入するとともに、予算や人事
などのインプットを管理する仕組みから、組織やプログラムの責任者に
インプットに関する裁量を与え、アウトプット・アウトカム（業績や成
果）によって統制しようというものである。また、こうした方向は、権
限の「集中化」（centralization）から「分権化」（decentralization）、「事
前」（ex ante）の統制から「事後」（ex post）の統制への流れでもある。
まさにこれがニュー・パブリック・マネジメント理論である。 
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図Ⅷ－１－１図Ⅷ－１－１図Ⅷ－１－１図Ⅷ－１－１    官僚的・行政管理型から官僚的・行政管理型から官僚的・行政管理型から官僚的・行政管理型から    
    市場メカニズム・マネジメント型へのシフト市場メカニズム・マネジメント型へのシフト市場メカニズム・マネジメント型へのシフト市場メカニズム・マネジメント型へのシフト    

 

     出典：ＯＥＣＤ（1997a11） 

 

それでは、なぜこうした改革を行うのか。それは、従来の行政活動が
インプット、すなわち予算や人員の確保に重点が置かれ、行政活動の業
績・成果（アウトカム）には関心が払われなかったからである。そして、
組織やプログラムの責任者に予算や人員といった資源を自由に使う権
限を与えなければ（一定の資源の枠の中で）、彼らは業務活動や組織の
成功や失敗に責任を持つことができないという考え方が背景にある。重
要なことは、責任者に権限を与える一方、目標の達成、結果責任、資源
の効率的な使用等に関する説明責任を強化する仕組み（政策評価・業績
測定、年次報告書・財務諸表等）を導入し、規律を担保するメカニズム
を埋め込んでいるという点である。 

 

  ②マネジメントの集権化②マネジメントの集権化②マネジメントの集権化②マネジメントの集権化    

しかし、「市場メカニズム・マネジメント型」や「分権化」の方向は、
パブリック・マネジメントのうち主として業績マネジメントについて論
じているものであり、もう一つの柱である予算・財政のマネジメントの
改革の方向とは、必ずしも一致しない。予算の構造を Line-item予算（人
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件費（給与、福利厚生費等）、物件費、旅費等のように予算の項目を細
分化してコントロールする）から Global 予算（組織の運営費等を一括
交付する）やプログラム予算（プログラム活動毎に予算額を計上し、そ
の業績によってコントロールする）へ変更する、あるいは予算の執行レ
ベルではプログラムの責任者に裁量を与える、といった改革は、「市場
メカニズム・マネジメント型」や「分権化」の方向と一致するが、各国
とも、歳出シーリングの設定や優先順位に基づく戦略的な資源配分にお
いては、首相と財務大臣を中心とする内閣主導のトップダウンで意思決
定を行っており、その特徴は「集権化」にある。なぜなら、財政規律を
高めるためには、歳出総額の決定や予算の配分に関する権限を集中化す
るべきだからである。von Hargen らの実証研究においても、財政赤字
を削減するためには、権限の集中化が極めて重要な要素であることが示
されている。 

 

  ③分権化と集権化の調和③分権化と集権化の調和③分権化と集権化の調和③分権化と集権化の調和    

    それでは、パブリック・マネジメントという大きな枠組みではどの
ような方向で改革を捉えればよいのか。その一つの鍵は、資源配分の意
思決定のレベルである。すなわち、マネジメントは、歳出総額の決定や
政策分野への重点的な資源配分、政府全体の戦略的な目標の設定といっ
た戦略的なレベルの意思決定においては「集権化・集中化」、「トップダ
ウン」で対応し、一定の予算の枠内や戦略的な方針の下での、個別のプ
ログラムへの資源配分や運営費の使用、個別プログラムやプロジェクト
の選定といった運営レベルの意思決定においては「分権化・分散化」、
「ボトムアップ」で対応するべきなのである。 

ただし、「集権化」と「分権化」をバランスさせるのは容易ではない。
財政当局が省庁に対して、あるいは省庁がエージェンシーに対して集権
化を強めると、業績・結果志向のマネジメントが損なわれ、逆に財政当
局や省庁のコントロールが弱くなると財政規律が弱くなるからである。
集権化と分権化をうまくバランスさせ合理的なマネジメントの仕組み
を構築したのはスウェーデンである。もともと分権化が歴史的に進んで
いたので、集権化だけを行えばよかったという事情があった。英国は、
伝統的に Treasury の権限が強いので、集権化の仕組みを構築すること
は比較的容易であったが、分権化の仕組みは、サッチャーが強力に改革
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を進めたものの，実は他国と比べて導入及び定着に時間がかかった注１。
ＮＺは、政府部門の肥大化・非効率の是正が最重要課題であったので、
当初分権化に重点が置かれたことから、集権化（ＳＲＡｓやＫＲＡｓと
いった戦略目標の設定など）への対応は遅れた。 

なお、集権化と分権化に関連し、財政当局の在り方のについては、改
めて次のⅨ．で整理することとする。 

    

（２）改革のモデル（２）改革のモデル（２）改革のモデル（２）改革のモデル    

    

   （１）では、パブリック・マネジメントの改革の大きな方向が集権化
と分権化にあると述べたが、ここでは、こうした方向の中で、ＯＥＣＤの
レポートを引用しながら、各国の改革にどのような特徴があるかを分析し、
改革の類型を分類することとしたい。 

 

  ①改革の理由・目的による分類①改革の理由・目的による分類①改革の理由・目的による分類①改革の理由・目的による分類    

調査対象の６ヶ国を初めＯＥＣＤ諸国において、パブリック・マネ
ジメントの改革が進められている理由や目的は様々であるが、大きく
分けると次の３つに集約できる。 

 

   イ．財政赤字が拡大し、その削減が政策課題となった（コスト意識や
経済性）。また、従来の stop and goの財政政策が赤字の拡大を招いた
一因であったことから、安定的な財政運営の必要性が高まった。 

 

   ロ．公的サービスの質の向上に対する国民の要求が高まり、マネジメ
ントや業務改善が必要となった（パフォーマンス）。 

 

   ハ．政府機能が複雑化するとともに、納税者としての意識の高まりか
ら、国民や議会に対する政府の説明責任（アカウンタビリティ）が求
められるようになった。また、説明責任そのものの内容が高度化した。
注２ 

                                   
注１ 例えば、エージェンシー化に対して、当初、英国財務省は予算のコントロールができなくなる
として反対した。 

注２ 山谷（1997）は、アカウンタビリティのレベルを、下から、①法的アカウンタビリティ（会計
の合規性等）、②プロセス・アカウンタビリティ（技術的合理性等）、③パフォーマンス・アカウ
ンタビリティ（経済性、効率性等）、④プログラム・アカウンタビリティ（目標の達成度）、⑤政
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    前記の３点は、いずれの国においても改革の理由や目的となってい
る一般的なものであるが、重点がどこに置かれているかによって具体
的な改革の内容、手順、方法等が異なっている注３。６ヶ国がイ（財政 

赤字）、ロ（パフォーマンス）、ハ（説明責任）のどれに重点を置いて
いるかを整理したのが、表Ⅷ－１－１である。例えば、カナダのよう
に、短期間に財政赤字の削減が政策課題となった場合、イのための措
置（プログラム・レビュー）が緊急に導入されたが、ロやハについて
は、それほど重点が置かれたいたわけではない。スウェーデンは、財
政赤字の拡大に対応して予算編成の改革を速やかに実施したが（イの
仕組み）、もともと公的サービスに対する需要が強く、ロのための仕組
み（業績測定や評価）を早い段階から導入していた。ＮＺは、財政赤
字の拡大が背景としてありイの要素があるものの、大臣と省庁の次官
やエージェンシーの長の責任の明確化を改革の目的として掲げたので、
ハに重点が置かれた。 

 

 

 

表Ⅷ－１－１表Ⅷ－１－１表Ⅷ－１－１表Ⅷ－１－１    改革の目的・理由による分類改革の目的・理由による分類改革の目的・理由による分類改革の目的・理由による分類    

    

   改革の目的・理由  国  名 

 財政赤字 ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 説明責任 

  タ   イ   プ 

英国   ◎   △   ◎ 財政赤字・説明責任重視型 

ＮＺ   ◎   △   ◎ 財政赤字・説明責任重視型 

豪州   △   ◎   ○ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・説明責任重視型 

カナダ   ◎   △   △ 財政赤字重視型 

スウェーデン   ◎   ○   △ 財政赤字・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ重視型 

オランダ   ○   ○   △ 財政赤字・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ重視型 

    ※◎、○、△は重点の置き方の強さを表し、◎が一番強く、△が一番弱い。 

                                                                                                                 
策に対するアカウンタビリティ（政策の選択等）に分けて整理している。 

注３ OECD（1997a11）は、パブリック・マネジメントのうち、業績マネジメントについて、そのタ
イプを、導入の目的の違いから、マネジメント及び業務改善モデル、説明責任及びコントロール
モデル、予算節約モデルの３つに分類し、それぞれのモデル毎に導入されている業績マネジメン
トの手法を整理している。ただし、ここでは、予算節約モデルについては、インプットの側面に
重点を置き、英国で実施された市場化テストなどを具体的な手法として整理しており、モデルの
捉え方としてはやや狭いものとなっている。 
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  ②改革の手法による分類②改革の手法による分類②改革の手法による分類②改革の手法による分類    

ＯＥＣＤ（1997a11）が整理した図Ⅷ－１－１の、「市場メカニズム」
型及び「マネジメント」型の２分類が参考となる（主として業績マネ
ジメントに関しての整理）。「市場メカニズム」型は、”letting managers 

manage”を目的とするもので、民間の経営手法、例えば競争入札、民間
委託、契約システム（目標達成の代替として権限を与えることを明確
にする）を導入することに重点を置く。効率化によって生じた資源の
節約のかなりの部分は一般に当事者ではなく政府に帰属する。「マネジ
メント型」は、”making managers manage”を目的とするもので、マネー
ジャーへの権限委譲と説明責任の強化、業績目標や業績計画の作成、
業績測定、プログラム評価、結果に関する報告書の作成に重点を置く。
効率化によって生じた資源の節約のかなりの部分は一般に政府ではな
く当事者に帰属する。この分類は、簡単に言えば、市場メカニズムの
導入に重点を置くかどうかである。 

 Naschold（1996）は、上記の市場メカニズムとマネジメントに加え
て、「市民参加型」というモデルを加え、三分類化を行っている（図
Ⅷ－１－２参照）。 

 

 

図Ⅷ－１－２図Ⅷ－１－２図Ⅷ－１－２図Ⅷ－１－２    ＮＰＭのタイプ（ＮＰＭのタイプ（ＮＰＭのタイプ（ＮＰＭのタイプ（NasNasNasNaschold1996chold1996chold1996chold1996））））    

     出典：大住（2000） 

行政組織内部の
運営の効率化
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システム

官僚的権限官僚的権限官僚的権限官僚的権限
モ　デ　ルモ　デ　ルモ　デ　ルモ　デ　ル

２．顧客選択モデル（市場による統治）２．顧客選択モデル（市場による統治）２．顧客選択モデル（市場による統治）２．顧客選択モデル（市場による統治）
　　　　英国、ニュージーランド　　　　英国、ニュージーランド　　　　英国、ニュージーランド　　　　英国、ニュージーランド

１．契約モデル（業績／成果による統治）１．契約モデル（業績／成果による統治）１．契約モデル（業績／成果による統治）１．契約モデル（業績／成果による統治）
　スウェーデン、ノルウェー、フィンランド　スウェーデン、ノルウェー、フィンランド　スウェーデン、ノルウェー、フィンランド　スウェーデン、ノルウェー、フィンランド

３．市民主導型モデル（市民社会による統治）３．市民主導型モデル（市民社会による統治）３．市民主導型モデル（市民社会による統治）３．市民主導型モデル（市民社会による統治）
　　　　デンマーク、オランダ　　　　デンマーク、オランダ　　　　デンマーク、オランダ　　　　デンマーク、オランダ
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  ③改革のアプローチによる分類③改革のアプローチによる分類③改革のアプローチによる分類③改革のアプローチによる分類    

    ＯＥＣＤ（1997a11）は、改革のアプローチが「トップダウン」か「ボ
トムアップ」か、「包括的」か「アドホック」かによって、改革の類型
を行っている。この分類は、業績マネジメントに関するものであるが、
本報告書で調査した予算・財政マネジメントの改革を含めて考えると、
この分類の方法に疑問がある。NZ はトップダウン・包括的であるが、
英国はトップダウン・包括性やや弱い、豪州はボトムアップ・包括的、
オランダはボトムアップ・アドホック、カナダ及びスウェーデンはい
ずれも中間ではないかと考えられる。これを踏まえて作成したのが、
図Ⅷ－１－３である。こうした違いは、経済や財政の構造改革の緊急
性が高い国ほどトップダウン・包括的となる傾向があり、行政機構が
より分権化している度合いが高い国ほどボトムアップ・アドホックと
なる傾向があるものと考えられる。 

    

    

図Ⅷ－１－３図Ⅷ－１－３図Ⅷ－１－３図Ⅷ－１－３    改革のアプローチ改革のアプローチ改革のアプローチ改革のアプローチ    
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英　国英　国英　国英　国

オランダオランダオランダオランダ

豪　州豪　州豪　州豪　州

カナダカナダカナダカナダ
スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン
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        ④国のタイプ（政治・文化・国民性等）による分類④国のタイプ（政治・文化・国民性等）による分類④国のタイプ（政治・文化・国民性等）による分類④国のタイプ（政治・文化・国民性等）による分類    

    ＯＥＣＤ（1997a11）は、国のタイプを「アングロ・アメリカン型」、
「北欧型」、「大陸型」、「ラテン型」の４つに分けて、更にマネジメン
トのタイプに分けて、表Ⅷ－１－２のように分類している。ニュー・
パブリック・マネジメントはもともと英国・ＮＺをその起源としてお
り、アングロ・アメリカン系諸国で発展しているのは当然である。北
欧諸国は、起源は異なるものの、いわゆる福祉国家として発展してき
た歴史があり、サービスの効率性や効果といったパフォーマンスに関
心が高かったのではないかと推測される。 

    ＯＥＣＤ（1997a11）では、大陸諸国（オランダを除く）とラテン諸
国は、業績マネジメントよりは伝統的な法制度や規則による統治が主
流である旨述べられているが、こうした国の中でも、90年代後半から
00年代に入り、パブリック・マネジメントを改革する動きが出ている。 

フランスでは、2001年度予算から行政活動毎に政策目標を設定し業
績評価を行う仕組みが導入され、更に、特定の分野で３ヶ年の予算総
額を固定し目標達成の代わりに予算執行に関して大幅な自由度（繰
越・流用等）を与える「協約システム」の導入が検討されている。 

ドイツでは、1999年に、包括的な行政改善イニシアティブ「近代国
家、近代行政」(Moderner Staat-Moderner Verwaltung)が閣議決定され、
予算の追加情報として施策の結果（アウトプット）毎に予算額を記載
する「スタンダード KLRに基づくアウトプット予算」や省庁の部局単
位で業務目標（アウトカム形式）を設定し評価する「行政近代化プロ
ジェクト」が進行中である。 

    なお、イタリアでは、業績マネジメントの改革は進んでいないよう
であるが、マーストリヒト条約の遵守という外部圧力をてことして、
社会保障分野の歳出削減、民営化、徴税の強化といった財政赤字削減
策に加えて、予算・財政のマネジメントの改革が行われている。経済
財政計画（ＤＰＥＦ）に基づく財政赤字削減策の明確化、「新たな支出
または支出増加を伴う全ての法律はその財源を示されければならな
い」という憲法規定（通称「オブリコ・コペルツーラ、財源確保義務
制度」）の運用の強化などが行われている注４。 

 

 

                                   
注４ 富田（1999）参照 
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表Ⅷ－１－２表Ⅷ－１－２表Ⅷ－１－２表Ⅷ－１－２    国のタイプによる分類国のタイプによる分類国のタイプによる分類国のタイプによる分類    

    

 ｱﾝｸﾞﾛ･ｱﾒﾘｶﾝ型 北 欧 型  大 陸 型 ラ テ ン 型 

業績マネジメント ＮＺ、豪州、 
英国、カナダ、
米国、アイルラ
ンド 

スウェーデン 
フィンランド 
デンマーク 

オランダ  

混合マネジメント  ノルウェー オーストリア 
ドイツ、スイス 

ベルギー 
フランス 

規則・基準マネジメン
ト 

   ポルトガル、ス
ペイン、ギリシ
ャ、イタリア 

出典：ＯＥＣＤ（1997a11） 
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２．具体的な改革の共通点及び相違点２．具体的な改革の共通点及び相違点２．具体的な改革の共通点及び相違点２．具体的な改革の共通点及び相違点    

    

  第Ⅱ章から第Ⅶ章において各国毎に整理した、中央政府の組織、予算・
財政のマネジメント、業績マネジメントの３つについて、共通点及び相違
点を整理する（６ヶ国の総括的な比較は表Ⅷ－２－１参照）。 

 

（１）中央政府の組織（１）中央政府の組織（１）中央政府の組織（１）中央政府の組織    

 

 パブリック・マネジメントの改革は、基本的には「マネジメント」の
改革であり、組織論ではないが、マネジメントの改革を実施しやすい組織
形態に見直す動きがある。その典型がエージェンシー化であり、これを実
施しているのが英国、ＮＺ、スウェーデンの３ヶ国である。 

しかし、エージェンシー化の哲学は、英国・ＮＺとスウェーデンでは
異なる。英国・ＮＺは、いわゆるエージェンシー理論に基づき、政府組織
に内部市場を作り、一定の裁量を与える一方、目標の達成を課す契約シス
テムにより、政府活動の効率化を図ることをねらいとしている。ＮＺでは、
「プロバイダー・キャプチャー」（第Ⅲ章のｐ85参照）を防ぐため、徹底
した企画立案と実施部門の分離を行っている注５。他方、スウェーデンは、
エージェンシー化により効率化を図るというねらいは英国・ＮＺと同じで
あるが、契約というよりは、所管大臣とエージェンシーの責任者の間の対
話や協議に基づきコントロールしている。これは、スウェーデンのエージ
ェンシーは歴史的な背景もあり独立性が強く、所管大臣の関与も限定され
ていることに起因している。これら３ヶ国では、エージェンシー化により
中央省庁は、英国は比較的規模が大きいものの、企画立案機能に特化し、
小規模な組織となっている。 

 これに対し、豪州、カナダ、オランダについては、エージェンシー化
は広範囲には進捗していない。カナダ、オランダは、一部エージェンシー
化を行っているものの、エージェンシーへの権限委譲に所管省庁が積極的
ではない、エージェンシー化が真に効率化に貢献するのか判断できない、 

                                   
注５ NZのエージェンシーはクラウン・エンティティと呼ばれているが、従来の政府部内の実施部
門を移行するというものだけでなく、我が国で言えば公益法人のような性格の組織も含まれてい
る。NZでは、省庁は政府ではなく、大臣を中心とする政府（クラウンと呼ぶ）へサービスを提
供する機関という位置付けであり、大臣は、企画立案サービスについても、クラウン・エンティ
ティや民間を含め省庁以外の組織から購入することが可能であり、省庁を含めて「エージェンシ
ー化」していると考えられる。 
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表Ⅷ－２－１表Ⅷ－２－１表Ⅷ－２－１表Ⅷ－２－１    パブリック・マネジメントの改革パブリック・マネジメントの改革パブリック・マネジメントの改革パブリック・マネジメントの改革    ‐英、‐英、‐英、‐英、NZNZNZNZ、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダの比較‐、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダの比較‐、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダの比較‐、豪州、カナダ、スウェーデン、オランダの比較‐    
 

    項項項項                    目目目目    英英英英                国国国国    ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド    豪豪豪豪                州州州州    カカカカ        ナナナナ        ダダダダ    スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン    オオオオ    ララララ    ンンンン    ダダダダ    

            
    
特特特特                    徴徴徴徴    

市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ,,,,２年毎２年毎２年毎２年毎
の包括的歳出見直の包括的歳出見直の包括的歳出見直の包括的歳出見直
し、財務大臣の権限し、財務大臣の権限し、財務大臣の権限し、財務大臣の権限
大大大大    

経済理論の包括的経済理論の包括的経済理論の包括的経済理論の包括的
実践実践実践実践,,,,市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ
（契約主義）（契約主義）（契約主義）（契約主義）,,,,ｱｳﾄﾌﾟｱｳﾄﾌﾟｱｳﾄﾌﾟｱｳﾄﾌﾟ
ｯﾄ重視ｯﾄ重視ｯﾄ重視ｯﾄ重視,,,,企画と実施企画と実施企画と実施企画と実施
の分離の分離の分離の分離    

予算と業績ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ予算と業績ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ予算と業績ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ予算と業績ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
を統合した包括的を統合した包括的を統合した包括的を統合した包括的
なｼｽﾃﾑなｼｽﾃﾑなｼｽﾃﾑなｼｽﾃﾑ,,,,ｱｳﾄｶﾑ･ﾍﾞｰｽｱｳﾄｶﾑ･ﾍﾞｰｽｱｳﾄｶﾑ･ﾍﾞｰｽｱｳﾄｶﾑ･ﾍﾞｰｽ
の予算の予算の予算の予算,,,,英国と英国と英国と英国と NZNZNZNZ
の改良ﾓﾃﾞﾙの改良ﾓﾃﾞﾙの改良ﾓﾃﾞﾙの改良ﾓﾃﾞﾙ    

集中的な歳出ﾌﾟﾛｸﾞ集中的な歳出ﾌﾟﾛｸﾞ集中的な歳出ﾌﾟﾛｸﾞ集中的な歳出ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑの見直しﾗﾑの見直しﾗﾑの見直しﾗﾑの見直し,,,,ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑの優先順位付けをﾑの優先順位付けをﾑの優先順位付けをﾑの優先順位付けを
図る支出管理ｼｽﾃﾑ図る支出管理ｼｽﾃﾑ図る支出管理ｼｽﾃﾑ図る支出管理ｼｽﾃﾑ    

ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝによる３ｹﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝによる３ｹﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝによる３ｹﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝによる３ｹ
年の歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ年の歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ年の歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ年の歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ,,,,２２２２
段階予算段階予算段階予算段階予算,,,,企画と実企画と実企画と実企画と実
施の分離施の分離施の分離施の分離    

連立政権合意によ連立政権合意によ連立政権合意によ連立政権合意によ
る４年間のﾌﾚｰﾑﾜｰる４年間のﾌﾚｰﾑﾜｰる４年間のﾌﾚｰﾑﾜｰる４年間のﾌﾚｰﾑﾜｰ
ｸ（歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ含）ｸ（歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ含）ｸ（歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ含）ｸ（歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ含）    

中央政府の組織中央政府の組織中央政府の組織中央政府の組織    
（ｴ（ｴ（ｴ（ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ化）ｰｼﾞｪﾝｼｰ化）ｰｼﾞｪﾝｼｰ化）ｰｼﾞｪﾝｼｰ化）    

約約約約 140140140140 機関機関機関機関,,,,公務員公務員公務員公務員
のののの 3/43/43/43/4    

公益法人等を含め公益法人等を含め公益法人等を含め公益法人等を含め
た多様なｴｰｼﾞｪﾝｼｰた多様なｴｰｼﾞｪﾝｼｰた多様なｴｰｼﾞｪﾝｼｰた多様なｴｰｼﾞｪﾝｼｰ    

無（内部組織をｴｰｼﾞ無（内部組織をｴｰｼﾞ無（内部組織をｴｰｼﾞ無（内部組織をｴｰｼﾞ
ｪﾝｼｰ的に運用）ｪﾝｼｰ的に運用）ｪﾝｼｰ的に運用）ｪﾝｼｰ的に運用）    

約約約約 20202020 機関（限定的）機関（限定的）機関（限定的）機関（限定的）    約約約約 300300300300 機関機関機関機関,,,,公務員公務員公務員公務員
のののの 98%98%98%98%（（（（19191919 世紀来）世紀来）世紀来）世紀来）    

約約約約 20202020 機関（限定的）機関（限定的）機関（限定的）機関（限定的）    

ﾙｰ ﾙ化の枠ﾙｰﾙ化の枠ﾙｰﾙ化の枠ﾙｰﾙ化の枠
組み等組み等組み等組み等    

財政安定化規律財政安定化規律財政安定化規律財政安定化規律    
(1998)(1998)(1998)(1998)    

財政責任法財政責任法財政責任法財政責任法(1994)(1994)(1994)(1994)    予算公正憲章法予算公正憲章法予算公正憲章法予算公正憲章法    
(1998)(1998)(1998)(1998)    

（２ヶ年財（２ヶ年財（２ヶ年財（２ヶ年財政計画政計画政計画政計画
1995199519951995））））    

((((財政法財政法財政法財政法 1995)1995)1995)1995)    （ﾄﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ･ｱﾌﾟﾛ（ﾄﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ･ｱﾌﾟﾛ（ﾄﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ･ｱﾌﾟﾛ（ﾄﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ･ｱﾌﾟﾛ
ｰﾁｰﾁｰﾁｰﾁ 1994199419941994））））    

目標、ﾙｰﾙ目標、ﾙｰﾙ目標、ﾙｰﾙ目標、ﾙｰﾙ    景気循環でﾊﾞﾗﾝｽ景気循環でﾊﾞﾗﾝｽ景気循環でﾊﾞﾗﾝｽ景気循環でﾊﾞﾗﾝｽ    
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ﾙｰﾙ（建設ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ﾙｰﾙ（建設ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ﾙｰﾙ（建設ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ﾙｰﾙ（建設
公債原則）及びｻｽﾃ公債原則）及びｻｽﾃ公債原則）及びｻｽﾃ公債原則）及びｻｽﾃ
ﾅﾋﾞﾘﾃｨ・ﾙｰﾙ（景気ﾅﾋﾞﾘﾃｨ・ﾙｰﾙ（景気ﾅﾋﾞﾘﾃｨ・ﾙｰﾙ（景気ﾅﾋﾞﾘﾃｨ・ﾙｰﾙ（景気
循環で平均的にﾈｯﾄ循環で平均的にﾈｯﾄ循環で平均的にﾈｯﾄ循環で平均的にﾈｯﾄ
債務残高を債務残高を債務残高を債務残高を GDPGDPGDPGDP 比比比比
40%40%40%40%））））    

ｸ ﾞ ﾛ ｽ債務残高をｸ ﾞ ﾛ ｽ債務残高をｸ ﾞ ﾛ ｽ債務残高をｸ ﾞ ﾛ ｽ債務残高を
GDPGDPGDPGDP 比比比比 30%30%30%30%    
ﾈｯﾄ債務残高をﾈｯﾄ債務残高をﾈｯﾄ債務残高をﾈｯﾄ債務残高を GDPGDPGDPGDP
比比比比 20%20%20%20%    

ﾈｯﾄの債務残高ﾈｯﾄの債務残高ﾈｯﾄの債務残高ﾈｯﾄの債務残高 GDPGDPGDPGDP
比比比比 10%10%10%10%    

財政赤字を財政赤字を財政赤字を財政赤字を 96969696 年ま年ま年ま年ま
でにでにでにでに GDPGDPGDPGDP 比比比比 3%3%3%3%とすとすとすとす
る目標をる目標をる目標をる目標を 94949494 年に設年に設年に設年に設
定定定定    
（その後）長期的な（その後）長期的な（その後）長期的な（その後）長期的な
債務の削減債務の削減債務の削減債務の削減    

財政赤字を財政赤字を財政赤字を財政赤字を 98989898 年ま年ま年ま年ま
でに解消する目標でに解消する目標でに解消する目標でに解消する目標
をををを 95959595 年に設定年に設定年に設定年に設定    
（その後）長期的に（その後）長期的に（その後）長期的に（その後）長期的に
GDPGDPGDPGDP 比比比比 2%2%2%2%の財政黒の財政黒の財政黒の財政黒
字字字字    

（ﾏｰｽﾄﾘﾋﾄ条約の（ﾏｰｽﾄﾘﾋﾄ条約の（ﾏｰｽﾄﾘﾋﾄ条約の（ﾏｰｽﾄﾘﾋﾄ条約の
財政赤字財政赤字財政赤字財政赤字GDPGDPGDPGDP比比比比3%3%3%3%、、、、
債務債務債務債務GDPGDPGDPGDP比比比比60%60%60%60%を遵を遵を遵を遵
守）守）守）守）    

    
    
財財財財    
    
    
政政政政    
    
    
運運運運    
    
    
営営営営    

報告書報告書報告書報告書    ﾌﾟﾚﾊﾞｼﾞｪｯﾄ･ﾚﾎﾟｰﾄ，ﾌﾟﾚﾊﾞｼﾞｪｯﾄ･ﾚﾎﾟｰﾄ，ﾌﾟﾚﾊﾞｼﾞｪｯﾄ･ﾚﾎﾟｰﾄ，ﾌﾟﾚﾊﾞｼﾞｪｯﾄ･ﾚﾎﾟｰﾄ，
財政状況予算報告財政状況予算報告財政状況予算報告財政状況予算報告
書書書書,,,,経済財政戦略報経済財政戦略報経済財政戦略報経済財政戦略報
告書告書告書告書,,,,債務管理報告債務管理報告債務管理報告債務管理報告
書書書書    

予算政策書予算政策書予算政策書予算政策書,,,,財政戦財政戦財政戦財政戦
略ﾚﾎﾟｰﾄ略ﾚﾎﾟｰﾄ略ﾚﾎﾟｰﾄ略ﾚﾎﾟｰﾄ,,,,経済･財政経済･財政経済･財政経済･財政
見通し見通し見通し見通し    

財政戦略報告書財政戦略報告書財政戦略報告書財政戦略報告書,,,,世世世世
代間報告書代間報告書代間報告書代間報告書,,,,経済・経済・経済・経済・
財政見通し財政見通し財政見通し財政見通し    

経済財政報告書経済財政報告書経済財政報告書経済財政報告書    財政政策提案書財政政策提案書財政政策提案書財政政策提案書,,,,債債債債
務管理報告書務管理報告書務管理報告書務管理報告書,EMU,EMU,EMU,EMU
ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ報告書ﾑ報告書ﾑ報告書ﾑ報告書    

経済見通し経済見通し経済見通し経済見通し    
予算ﾒﾓﾗﾝﾀﾞﾑ予算ﾒﾓﾗﾝﾀﾞﾑ予算ﾒﾓﾗﾝﾀﾞﾑ予算ﾒﾓﾗﾝﾀﾞﾑ    
春期財政報告春期財政報告春期財政報告春期財政報告    
秋期財政報告秋期財政報告秋期財政報告秋期財政報告    

会計年度会計年度会計年度会計年度    ４－３月４－３月４－３月４－３月    ７－６月７－６月７－６月７－６月    ７－６月７－６月７－６月７－６月    ４－３月４－３月４－３月４－３月    １－１２月１－１２月１－１２月１－１２月    １－１２月１－１２月１－１２月１－１２月    

    
    
    
    
予予予予    
算算算算    
・・・・    
財財財財    
政政政政    
のののの
ママママ
ネネネネ
ジジジジ
メメメメ
ンンンン
トトトト    
    
    
    

    
予予予予
算算算算    
編編編編
成成成成    

歳出予算の歳出予算の歳出予算の歳出予算の
構造構造構造構造    

省庁別歳出限度額省庁別歳出限度額省庁別歳出限度額省庁別歳出限度額    
(DEL),(DEL),(DEL),(DEL),各年管理歳各年管理歳各年管理歳各年管理歳
出出出出(AME)(AME)(AME)(AME)、歳出分野、歳出分野、歳出分野、歳出分野
別の議決予算別の議決予算別の議決予算別の議決予算    

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算    
所管大臣毎の複数所管大臣毎の複数所管大臣毎の複数所管大臣毎の複数
の議決予算の議決予算の議決予算の議決予算((((ｱｳﾄﾌﾟｯｱｳﾄﾌﾟｯｱｳﾄﾌﾟｯｱｳﾄﾌﾟｯ
ﾄの束ﾄの束ﾄの束ﾄの束))))    

省庁裁量項目、省庁省庁裁量項目、省庁省庁裁量項目、省庁省庁裁量項目、省庁
管理項目管理項目管理項目管理項目    
ｱｳﾄｶﾑ毎の議決予算ｱｳﾄｶﾑ毎の議決予算ｱｳﾄｶﾑ毎の議決予算ｱｳﾄｶﾑ毎の議決予算    

省庁別の議決予算省庁別の議決予算省庁別の議決予算省庁別の議決予算
（毎年の議決不要（毎年の議決不要（毎年の議決不要（毎年の議決不要
な既定費あり）な既定費あり）な既定費あり）な既定費あり）    

27272727 の歳出分野の歳出分野の歳出分野の歳出分野    
496496496496 の議決予算の議決予算の議決予算の議決予算((((省省省省
庁の運営費は上限庁の運営費は上限庁の運営費は上限庁の運営費は上限
額のみ額のみ額のみ額のみ))))    

所得保障、医療、所得保障、医療、所得保障、医療、所得保障、医療、
一般歳出（各省庁一般歳出（各省庁一般歳出（各省庁一般歳出（各省庁
別に配分）の３分別に配分）の３分別に配分）の３分別に配分）の３分
野野野野    
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複数年予算複数年予算複数年予算複数年予算    ３ｹ年３ｹ年３ｹ年３ｹ年    ４ｹ年４ｹ年４ｹ年４ｹ年    ４ｹ年４ｹ年４ｹ年４ｹ年    ２ｹ年２ｹ年２ｹ年２ｹ年    ３ｹ年３ｹ年３ｹ年３ｹ年((((議決議決議決議決もももも))))    ４ｹ年４ｹ年４ｹ年４ｹ年    
歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ歳出ｼｰﾘﾝｸﾞ    歳出総額歳出総額歳出総額歳出総額,,,,各省庁歳各省庁歳各省庁歳各省庁歳

出限度額を３ｹ年ｾｯ出限度額を３ｹ年ｾｯ出限度額を３ｹ年ｾｯ出限度額を３ｹ年ｾｯ
ﾄﾄﾄﾄ    

所管大臣毎の歳出所管大臣毎の歳出所管大臣毎の歳出所管大臣毎の歳出
限度額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝと限度額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝと限度額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝと限度額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝと
して４ｹ年ｾｯﾄして４ｹ年ｾｯﾄして４ｹ年ｾｯﾄして４ｹ年ｾｯﾄ    

省庁毎の歳出限度省庁毎の歳出限度省庁毎の歳出限度省庁毎の歳出限度
額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝとして額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝとして額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝとして額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝとして
４ｹ年ｾｯﾄ４ｹ年ｾｯﾄ４ｹ年ｾｯﾄ４ｹ年ｾｯﾄ    

省庁毎の歳出限度省庁毎の歳出限度省庁毎の歳出限度省庁毎の歳出限度
額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝとして額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝとして額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝとして額をﾍﾞｰｽﾗｲﾝとして
２ｹ年ｾｯﾄ２ｹ年ｾｯﾄ２ｹ年ｾｯﾄ２ｹ年ｾｯﾄ    

歳出総額歳出総額歳出総額歳出総額,27,27,27,27 の歳の歳の歳の歳
出分野の上限額を出分野の上限額を出分野の上限額を出分野の上限額を
３ｹ年ｾｯﾄ３ｹ年ｾｯﾄ３ｹ年ｾｯﾄ３ｹ年ｾｯﾄ    

歳出総額、３分野歳出総額、３分野歳出総額、３分野歳出総額、３分野
の上限額を４ｹ年の上限額を４ｹ年の上限額を４ｹ年の上限額を４ｹ年
（実質ﾍﾞｰｽ）（実質ﾍﾞｰｽ）（実質ﾍﾞｰｽ）（実質ﾍﾞｰｽ）    

政府の予算政府の予算政府の予算政府の予算
ﾌﾟﾛｾｽﾌﾟﾛｾｽﾌﾟﾛｾｽﾌﾟﾛｾｽ    

２年毎に包括的歳２年毎に包括的歳２年毎に包括的歳２年毎に包括的歳
出見直し出見直し出見直し出見直し(CSR)((CSR)((CSR)((CSR)(３３３３
年分の歳出総額・年分の歳出総額・年分の歳出総額・年分の歳出総額・
DELDELDELDEL をｾｯﾄ、３年目をｾｯﾄ、３年目をｾｯﾄ、３年目をｾｯﾄ、３年目
はﾛｰﾘﾝｸﾞはﾛｰﾘﾝｸﾞはﾛｰﾘﾝｸﾞはﾛｰﾘﾝｸﾞ))))    
予算提出（３月）の予算提出（３月）の予算提出（３月）の予算提出（３月）の
５ｹ月前にﾌﾟﾚﾊﾞｼﾞｪ５ｹ月前にﾌﾟﾚﾊﾞｼﾞｪ５ｹ月前にﾌﾟﾚﾊﾞｼﾞｪ５ｹ月前にﾌﾟﾚﾊﾞｼﾞｪ
ｯｯｯｯﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄを発表ﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄを発表ﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄを発表ﾄ・ﾚﾎﾟｰﾄを発表    

毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ
ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ    
予算提出（７月）の予算提出（７月）の予算提出（７月）の予算提出（７月）の
４ｹ月前に予算政策４ｹ月前に予算政策４ｹ月前に予算政策４ｹ月前に予算政策
書を発表書を発表書を発表書を発表    

毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ
ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ    
予算提出（５月）の予算提出（５月）の予算提出（５月）の予算提出（５月）の
６ヶ月前に上級大６ヶ月前に上級大６ヶ月前に上級大６ヶ月前に上級大
臣会合で予算方針臣会合で予算方針臣会合で予算方針臣会合で予算方針
を策定し、２ヶ月前を策定し、２ヶ月前を策定し、２ヶ月前を策定し、２ヶ月前
に歳出検討委員会に歳出検討委員会に歳出検討委員会に歳出検討委員会
で予算案を最終決で予算案を最終決で予算案を最終決で予算案を最終決
定（すべて非公表）定（すべて非公表）定（すべて非公表）定（すべて非公表）    

毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ毎年ﾍﾞｰｽﾗｲﾝをﾛｰﾘﾝ
ｸﾞｸﾞｸﾞｸﾞ    
予算提出（２月）の予算提出（２月）の予算提出（２月）の予算提出（２月）の
５ｹ月前に予算の方５ｹ月前に予算の方５ｹ月前に予算の方５ｹ月前に予算の方
針、経済見通しを発針、経済見通しを発針、経済見通しを発針、経済見通しを発
表表表表    

春に３ｹ年の歳出総春に３ｹ年の歳出総春に３ｹ年の歳出総春に３ｹ年の歳出総
額をｾｯﾄ（３年目の額をｾｯﾄ（３年目の額をｾｯﾄ（３年目の額をｾｯﾄ（３年目の
み新たに追加）み新たに追加）み新たに追加）み新たに追加）    
秋に翌年度の歳出秋に翌年度の歳出秋に翌年度の歳出秋に翌年度の歳出
分野の上限額及び分野の上限額及び分野の上限額及び分野の上限額及び
議決予算をｾｯﾄ（議議決予算をｾｯﾄ（議議決予算をｾｯﾄ（議議決予算をｾｯﾄ（議
決予算への配分は決予算への配分は決予算への配分は決予算への配分は
省庁の責任）省庁の責任）省庁の責任）省庁の責任）    

連立政権発足時に連立政権発足時に連立政権発足時に連立政権発足時に
４年間の歳出４年間の歳出４年間の歳出４年間の歳出総額総額総額総額
及び３分野の上限及び３分野の上限及び３分野の上限及び３分野の上限
額をｾｯﾄ額をｾｯﾄ額をｾｯﾄ額をｾｯﾄ    
春に翌年度の省庁春に翌年度の省庁春に翌年度の省庁春に翌年度の省庁
別予算額をｾｯﾄ別予算額をｾｯﾄ別予算額をｾｯﾄ別予算額をｾｯﾄ    

    
    
    
    
    
予予予予    
    
    
算算算算    
    
    
編編編編    
    
    
成成成成    
議会での審議会での審議会での審議会での審
議議議議    

春：歳出委員会での春：歳出委員会での春：歳出委員会での春：歳出委員会での
審議（３日間）、審議（３日間）、審議（３日間）、審議（３日間）、14141414
の各委員会での審の各委員会での審の各委員会での審の各委員会での審
議（議（議（議（5555----7777 週間）週間）週間）週間）    

２段階審議２段階審議２段階審議２段階審議((((春春春春::::経経経経
済見通し及び予算済見通し及び予算済見通し及び予算済見通し及び予算
編成方針編成方針編成方針編成方針,,,,夏夏夏夏::::予算予算予算予算,,,,
省庁年次計画書等省庁年次計画書等省庁年次計画書等省庁年次計画書等))))    
歳出委員会と各委歳出委員会と各委歳出委員会と各委歳出委員会と各委
員会で分担員会で分担員会で分担員会で分担    

冬（南半球）：分野冬（南半球）：分野冬（南半球）：分野冬（南半球）：分野
毎の各委員会で審毎の各委員会で審毎の各委員会で審毎の各委員会で審
議議議議    

２段階審議（秋：経２段階審議（秋：経２段階審議（秋：経２段階審議（秋：経
済見通し及び予算済見通し及び予算済見通し及び予算済見通し及び予算
編成方針編成方針編成方針編成方針,,,,春：予算、春：予算、春：予算、春：予算、
省庁年次計画書）省庁年次計画書）省庁年次計画書）省庁年次計画書）    
予算委員会と各委予算委員会と各委予算委員会と各委予算委員会と各委
員会で分担員会で分担員会で分担員会で分担    

２段階審議２段階審議２段階審議２段階審議((((春：経春：経春：経春：経
済見通し及び歳出済見通し及び歳出済見通し及び歳出済見通し及び歳出
総額総額総額総額,,,,秋秋秋秋::::歳出分野歳出分野歳出分野歳出分野
の上限額及び議決の上限額及び議決の上限額及び議決の上限額及び議決
予算予算予算予算))))    
歳出委員会と歳出委員会と歳出委員会と歳出委員会と 14141414 のののの
各委員会で分担各委員会で分担各委員会で分担各委員会で分担    

秋：秋：秋：秋：歳出委員会と歳出委員会と歳出委員会と歳出委員会と
各委員会で審議各委員会で審議各委員会で審議各委員会で審議    

発生主義会発生主義会発生主義会発生主義会
計計計計    

90909090 年～ｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年～ｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年～ｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年～ｴｰｼﾞｪﾝｼｰに
完全発生主義導入完全発生主義導入完全発生主義導入完全発生主義導入    
99/0199/0199/0199/01 年に省庁に年に省庁に年に省庁に年に省庁に
完全発生主義導入完全発生主義導入完全発生主義導入完全発生主義導入
（決算・予算）（決算・予算）（決算・予算）（決算・予算）    

91/9291/9291/9291/92 年に全省庁、年に全省庁、年に全省庁、年に全省庁、
ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ等に完全ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ等に完全ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ等に完全ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ等に完全
発生主義導入（決発生主義導入（決発生主義導入（決発生主義導入（決
算・予算）算・予算）算・予算）算・予算）    

99/0099/0099/0099/00 年度に全省年度に全省年度に全省年度に全省
庁に完全発生主義庁に完全発生主義庁に完全発生主義庁に完全発生主義
導入（決算・予算）導入（決算・予算）導入（決算・予算）導入（決算・予算）    
決算は決算は決算は決算は 98/9998/9998/9998/99 年度年度年度年度
から導入から導入から導入から導入    

01010101 年に修正発生主年に修正発生主年に修正発生主年に修正発生主
義から完全発生主義から完全発生主義から完全発生主義から完全発生主
義へ移行予定義へ移行予定義へ移行予定義へ移行予定    

93939393 年にｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年にｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年にｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年にｴｰｼﾞｪﾝｼｰに
完全発生主義導入完全発生主義導入完全発生主義導入完全発生主義導入    

94949494 年にｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年にｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年にｴｰｼﾞｪﾝｼｰに年にｴｰｼﾞｪﾝｼｰに
完全発生主義導入完全発生主義導入完全発生主義導入完全発生主義導入    

    
    
    
予予予予    
    
算算算算    
    
・・・・    
    
財財財財    
    
政政政政    
    
のののの    
    
ママママ    
    
ネネネネ    
    
ジジジジ    
    
メメメメ    
    
ンンンン    
    
トトトト    
    
    
    

    
    
財財財財    
    
務務務務    
    
・・・・    
会会会会    
    
計計計計    
    

予算執行の予算執行の予算執行の予算執行の
弾力性弾力性弾力性弾力性    

繰越原則自由、前借繰越原則自由、前借繰越原則自由、前借繰越原則自由、前借
不可、流用原則自由不可、流用原則自由不可、流用原則自由不可、流用原則自由
（投資支出から経（投資支出から経（投資支出から経（投資支出から経
常支出への流用は常支出への流用は常支出への流用は常支出への流用は
原則不可）原則不可）原則不可）原則不可）    
    

繰越・流用一部を除繰越・流用一部を除繰越・流用一部を除繰越・流用一部を除
き不可き不可き不可き不可((((ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予
算のため算のため算のため算のため))))    
省庁は利子付勘定省庁は利子付勘定省庁は利子付勘定省庁は利子付勘定
で資金管理で資金管理で資金管理で資金管理    

繰越・前借、流用一繰越・前借、流用一繰越・前借、流用一繰越・前借、流用一
定範囲で自由定範囲で自由定範囲で自由定範囲で自由    
    

繰越一部可能繰越一部可能繰越一部可能繰越一部可能    繰越･前借原則自繰越･前借原則自繰越･前借原則自繰越･前借原則自
由由由由,,,,議決予算間の流議決予算間の流議決予算間の流議決予算間の流
用不可（運営費一括用不可（運営費一括用不可（運営費一括用不可（運営費一括
予算のため）予算のため）予算のため）予算のため）    
省庁は利子付勘定省庁は利子付勘定省庁は利子付勘定省庁は利子付勘定
で管理で管理で管理で管理    

繰越一部可能繰越一部可能繰越一部可能繰越一部可能    
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ｴ ｰ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ｼ ｰｴ ｰ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ｼ ｰｴ ｰ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ｼ ｰｴ ｰ ｼ ﾞ ｪ ﾝ ｼ ｰ
（業績契約（業績契約（業績契約（業績契約
計画・目標計画・目標計画・目標計画・目標,,,,
評価等）評価等）評価等）評価等）    

長官の公募採用・任長官の公募採用・任長官の公募採用・任長官の公募採用・任
期制期制期制期制    
ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾌﾚｰﾑﾜｰｸ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾌﾚｰﾑﾜｰｸ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾌﾚｰﾑﾜｰｸ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ,,,,
中期計画、年次報告中期計画、年次報告中期計画、年次報告中期計画、年次報告
書書書書,,,,財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表    

長官の公募採用・任長官の公募採用・任長官の公募採用・任長官の公募採用・任
期制期制期制期制    
事業計画書事業計画書事業計画書事業計画書,,,,年次報年次報年次報年次報
告書告書告書告書,,,,財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表    

（エージェンシー（エージェンシー（エージェンシー（エージェンシー
無）無）無）無）    

ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾌﾚｰﾑﾜｰｸ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾌﾚｰﾑﾜｰｸ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾌﾚｰﾑﾜｰｸ･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ    
ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝ    

長官の非公募採用、長官の非公募採用、長官の非公募採用、長官の非公募採用、
任期制任期制任期制任期制    
業務方法書業務方法書業務方法書業務方法書,,,,年次報年次報年次報年次報
告書，財務諸表告書，財務諸表告書，財務諸表告書，財務諸表    
財務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの水準財務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの水準財務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの水準財務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの水準
を各付けを各付けを各付けを各付け    

予算の関係書類に予算の関係書類に予算の関係書類に予算の関係書類に
おいて達成目標、おいて達成目標、おいて達成目標、おいて達成目標、
手法等を記載手法等を記載手法等を記載手法等を記載    

中央省庁中央省庁中央省庁中央省庁    
((((業績契約業績契約業績契約業績契約,,,,
計画･目標、計画･目標、計画･目標、計画･目標、
評価等評価等評価等評価等))))    

政府全体の目標を政府全体の目標を政府全体の目標を政府全体の目標を
踏まえ省庁の公的ｻ踏まえ省庁の公的ｻ踏まえ省庁の公的ｻ踏まえ省庁の公的ｻ
ｰﾋﾞｽ合意ｰﾋﾞｽ合意ｰﾋﾞｽ合意ｰﾋﾞｽ合意(PSA)(PSA)(PSA)(PSA)を策を策を策を策
定（省庁の戦略的な定（省庁の戦略的な定（省庁の戦略的な定（省庁の戦略的な
目標設定）目標設定）目標設定）目標設定）    
年次計画書・年次報年次計画書・年次報年次計画書・年次報年次計画書・年次報
告書，財務諸表告書，財務諸表告書，財務諸表告書，財務諸表    

政 府全体の目標政府全体の目標政府全体の目標政府全体の目標
（（（（SRAsSRAsSRAsSRAs）を踏まえ省）を踏まえ省）を踏まえ省）を踏まえ省
庁 の 重 点 目 標庁 の 重 点 目 標庁 の 重 点 目 標庁 の 重 点 目 標
（（（（KRAsKRAsKRAsKRAs）を策定）を策定）を策定）を策定    
大臣と次官の間で大臣と次官の間で大臣と次官の間で大臣と次官の間で
業業業業績及び購入契約績及び購入契約績及び購入契約績及び購入契約    
省庁年次計画書･報省庁年次計画書･報省庁年次計画書･報省庁年次計画書･報
告書，財務諸表告書，財務諸表告書，財務諸表告書，財務諸表    

政府全体の目標を政府全体の目標を政府全体の目標を政府全体の目標を
踏まえ省庁の目標踏まえ省庁の目標踏まえ省庁の目標踏まえ省庁の目標
（ｱｳﾄｶﾑ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ）（ｱｳﾄｶﾑ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ）（ｱｳﾄｶﾑ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ）（ｱｳﾄｶﾑ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ）
を策定を策定を策定を策定    
予算説明書（ｱｳﾄｶﾑ･予算説明書（ｱｳﾄｶﾑ･予算説明書（ｱｳﾄｶﾑ･予算説明書（ｱｳﾄｶﾑ･
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ体系を明ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ体系を明ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ体系を明ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ体系を明
示），年次報告書、示），年次報告書、示），年次報告書、示），年次報告書、
財務諸表財務諸表財務諸表財務諸表    

省庁の目標をﾋﾞｼﾞﾈ省庁の目標をﾋﾞｼﾞﾈ省庁の目標をﾋﾞｼﾞﾈ省庁の目標をﾋﾞｼﾞﾈ
ｽ・ﾌﾟﾗﾝとして策定ｽ・ﾌﾟﾗﾝとして策定ｽ・ﾌﾟﾗﾝとして策定ｽ・ﾌﾟﾗﾝとして策定    
IRPPIRPPIRPPIRPP（議会への報告（議会への報告（議会への報告（議会への報告
改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）によ改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）によ改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）によ改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）によ
り省庁の年次計画り省庁の年次計画り省庁の年次計画り省庁の年次計画
書・年次報告書を作書・年次報告書を作書・年次報告書を作書・年次報告書を作
成成成成    

省庁の業績目標省庁の業績目標省庁の業績目標省庁の業績目標    
年次報告書、財務諸年次報告書、財務諸年次報告書、財務諸年次報告書、財務諸
表を策定表を策定表を策定表を策定    
政府全体の重要政政府全体の重要政政府全体の重要政政府全体の重要政
策分野に関する目策分野に関する目策分野に関する目策分野に関する目
標等を予算の参考標等を予算の参考標等を予算の参考標等を予算の参考
資料として記載資料として記載資料として記載資料として記載    

省庁のｱｳﾄｶﾑ･ｱｳﾄ省庁のｱｳﾄｶﾑ･ｱｳﾄ省庁のｱｳﾄｶﾑ･ｱｳﾄ省庁のｱｳﾄｶﾑ･ｱｳﾄ
ﾌﾟｯﾄ等を策定ﾌﾟｯﾄ等を策定ﾌﾟｯﾄ等を策定ﾌﾟｯﾄ等を策定    

    
    
    
業業業業    
    
績績績績    
    
ママママ    
    
ネネネネ    
    
ジジジジ    
    
メメメメ    
    
ンンンン    
    
トトトト    

予算・財政予算・財政予算・財政予算・財政
のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
との連との連との連との連携携携携    

PSAPSAPSAPSA を踏まえながを踏まえながを踏まえながを踏まえなが
らららら CSRCSRCSRCSR を同時期にを同時期にを同時期にを同時期に
策定策定策定策定((((ただし直接ﾘﾝただし直接ﾘﾝただし直接ﾘﾝただし直接ﾘﾝ
ｸしないｸしないｸしないｸしない))))    

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算によｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算によｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算によｱｳﾄﾌﾟｯﾄ予算によ
り、ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ・ｺｽﾄり、ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ・ｺｽﾄり、ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ・ｺｽﾄり、ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ・ｺｽﾄ
（予算）を総合的に（予算）を総合的に（予算）を総合的に（予算）を総合的に
体系化（直接ﾘﾝｸ）体系化（直接ﾘﾝｸ）体系化（直接ﾘﾝｸ）体系化（直接ﾘﾝｸ）    
予算政策書におい予算政策書におい予算政策書におい予算政策書におい
てててて SRAsSRAsSRAsSRAs････KRAsKRAsKRAsKRAs を決を決を決を決
定（戦略目標と予算定（戦略目標と予算定（戦略目標と予算定（戦略目標と予算
の編成方針をﾘﾝｸ）の編成方針をﾘﾝｸ）の編成方針をﾘﾝｸ）の編成方針をﾘﾝｸ）    

予算説明書はｱｳﾄｶ予算説明書はｱｳﾄｶ予算説明書はｱｳﾄｶ予算説明書はｱｳﾄｶ
ﾑ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ･ｺｽﾄ（予ﾑ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ･ｺｽﾄ（予ﾑ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ･ｺｽﾄ（予ﾑ･ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ･ｺｽﾄ（予
算）を総合的に体系算）を総合的に体系算）を総合的に体系算）を総合的に体系
化（直接ﾘﾝｸ）化（直接ﾘﾝｸ）化（直接ﾘﾝｸ）化（直接ﾘﾝｸ）    

予算の正式な参考予算の正式な参考予算の正式な参考予算の正式な参考
書類として省庁の書類として省庁の書類として省庁の書類として省庁の
年次計画書・年次報年次計画書・年次報年次計画書・年次報年次計画書・年次報
告書を提出（直接ﾘ告書を提出（直接ﾘ告書を提出（直接ﾘ告書を提出（直接ﾘ
ﾝｸしない）ﾝｸしない）ﾝｸしない）ﾝｸしない）    

それぞれの歳出分それぞれの歳出分それぞれの歳出分それぞれの歳出分
野の上限額を議決野の上限額を議決野の上限額を議決野の上限額を議決
予算に配分する際予算に配分する際予算に配分する際予算に配分する際
に業績情報を活用に業績情報を活用に業績情報を活用に業績情報を活用
（直接ﾘﾝｸしない）（直接ﾘﾝｸしない）（直接ﾘﾝｸしない）（直接ﾘﾝｸしない）    
ｱｳﾄｶﾑとｺｽﾄｱｳﾄｶﾑとｺｽﾄｱｳﾄｶﾑとｺｽﾄｱｳﾄｶﾑとｺｽﾄのﾘﾝｸをのﾘﾝｸをのﾘﾝｸをのﾘﾝｸを
可能にする業績予可能にする業績予可能にする業績予可能にする業績予
算の導入を計画算の導入を計画算の導入を計画算の導入を計画    

予算の正式な参考予算の正式な参考予算の正式な参考予算の正式な参考
書類に業績目標等書類に業績目標等書類に業績目標等書類に業績目標等
を記載（直接ﾘﾝｸしを記載（直接ﾘﾝｸしを記載（直接ﾘﾝｸしを記載（直接ﾘﾝｸし
ない）ない）ない）ない）    
ｱｳﾄｶﾑとｺｽﾄのﾘﾝｸｱｳﾄｶﾑとｺｽﾄのﾘﾝｸｱｳﾄｶﾑとｺｽﾄのﾘﾝｸｱｳﾄｶﾑとｺｽﾄのﾘﾝｸ
を可能にするｱｸﾃｨを可能にするｱｸﾃｨを可能にするｱｸﾃｨを可能にするｱｸﾃｨ
ﾋﾞｨﾃｨﾍﾞｰｽ予算のﾋﾞｨﾃｨﾍﾞｰｽ予算のﾋﾞｨﾃｨﾍﾞｰｽ予算のﾋﾞｨﾃｨﾍﾞｰｽ予算の
導入を計画導入を計画導入を計画導入を計画    
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といった理由により進んでいない。豪州は、エージェンシー化を進めて
いないが、執行部門を分離せず内部部局のままで、裁量を与えるなどのマ
ネジメントの改革を行っており、実質的には、ニュー・パブリック・マネ
ジメントの考え方は踏襲されていると考えられる。 

 問題は、エージェンシー化が真に業務の効率化に寄与し、優れたマネ
ジメントのツールとなりうるかということである。エージェンシー化にも
いくつかの問題があり、その１つとして、所管省庁とエージェンシーの間
で適切な連携が図れず、所管省庁がエージェンシーの活動を十分モニター
し、必要な場合に指導を行うことができていない、といった問題が指摘さ
れている。その原因は、ＮＺやスウェーデンでは、省庁の規模が非常に小
さくなったので、エージェンシーの活動をモニターできる人材がいないと
いうことにある。また、所管省庁とエージェンシーの責任の分担が必ずし
も明確に切り分けられないという問題も指摘されている。 

各国の経験を踏まえ、エージェンシー化の在り方についてまとめると、
次のようになる。 

 

① 効率化はマネジメントの問題なので、豪州に見られるように、エー
ジェンシー化は不可欠というものではない。 

 

② しかし、エージェンシー化は、肥大化する政府組織をマネジメント
するためには、わかりやすい仕組みである。組織の行政活動の目的を
限定し、その達成を計測するというのは合理的な仕組みだからである。 

 

③ ただし、組織が分離したことに伴い、省庁とエージェンシーの間で
円滑な連絡調整を行う仕組みを用意しないと、効率的な組織運営は難
しい。 

    

（２）予算・財政のマネジメント（２）予算・財政のマネジメント（２）予算・財政のマネジメント（２）予算・財政のマネジメント    

    

①財政運営①財政運営①財政運営①財政運営    

    財政運営に関し特筆すべき改革は、財政運営についての説明責任や
意思決定過程の透明性を高めるための法的な枠組みを構築する動きで
ある。これは、1994年にＮＺが「財政責任法」（Fiscal Responsibility Act）
を制定して以来、英国の「財政安定化規律」（The Code for Fiscal Stability、
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1998年）注６、豪州の「予算公正憲章法」（Charter of Budget Honesty Act、
1998年）が続いている。 

    まず、これら３つの枠組みの目的を原文から引用しよう。 

 

    「財政責任法」 

      この法律は、責任ある財政運営の原則を示すことによって、ま
た政府（クラウン）による報告義務を強化することによって、財
政政策の運営を向上させるためのものである。 

 

    「財政安定化規律」 

      規律の目的は、財政政策の立案・実行の助けとなる原則を明示
し、政府の報告義務を強化することによって、財政政策の運営を
向上させることである。 

 

    「予算公正憲章法」 

      予算公正憲章法は、財政政策を運営するための枠組みを提供す
る。憲章の目的は、財政政策のアウトカムを改善することである。
憲章は、健全財政運営原則に基づいた財政戦略を要求すること、
財政政策と業績の公的監査を促進することによって、この目的を
果たすものとしている。 

    

    これら３つの枠組みは、いずれも説明責任・透明性の向上を図るこ
とを通じて、責任ある財政運営の遂行、財政運営の安定化を図ること
をねらいとしており、その特徴は次の２点にある。 

 

   イ．枠組みで示される運営原則は、例えば「国家全体の債務を分別の
ある（prudent）水準に引き下げること」といった抽象的なものであ
り、具体的な数値目標等は、この原則を踏まえ、時の政府が予算や
財政に関する戦略的な方針を示す報告書で明らかにするという２段
階の構造になっている。これは、米国のグラムラドマン法のように
法律上厳格に目標を設定する仕組みが必ずしも成功しなかった経験

                                   
注６ 英国の「財政安定化規律」は法律ではなく、閣議決定レベルのものであるが、特別に議会で承
認を得る手続きを経ている。 
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を踏まえ、弾力的な仕組みが必要と考えたからである。 

 

   ロ．法律上厳格な目標は設定しないが、財政政策の結果をモニターあ
るいは評価し、これを報告書として公表することを通じて、すなわ
ち説明責任と透明性の強化によって目標達成を担保しようとする。
それぞれの枠組みはどのような内容の報告書を作成すべきかを具体
的に列挙している。運営原則とは異なる裁量的な政策を一時的にと
ることも認められているが、その場合は、そうした政策をとる理由、
原則に戻るための方法、その時期等を明らかにしなければならない。 

    

    ３つの枠組みにおける原則はいずれも５つ示されているが、その内
容には相違がある（表Ⅷ-２-２）。ＮＺと豪州はほぼ同じであるが、豪
州は税に関する原則が３つあり、税に重点が置かれている。英国は、
この２ヶ国と比べると、財政収支や債務に関する直接的な原則がない
一方（財政状態が長期に持続可能であるべきとしか記述されていない）、
経済政策との整合性や透明性に関する原則がある。 

 

 

表Ⅷ－２－２表Ⅷ－２－２表Ⅷ－２－２表Ⅷ－２－２    財政運営の原則の比較財政運営の原則の比較財政運営の原則の比較財政運営の原則の比較    

 

  項    目 ＮＺ財政責任法 英国財政安定化規律 豪州予算公正憲章法 

財政収支、資産・負債 ①債務を prudent 水
準に引き下る、経常支
出を経常歳入以下 
②債務を prudent な
水準に維持 
③純資産の引上げ、維
持 

⑤資産の売却 ①適切な債務水準の
維持 

財政リスク ④財政リスクの管理 ③財政リスクの管理  
租税 ⑤将来の税率を予測

可能とすること 
④将来世代との公平 
⑤vale for money 

③税負担水準の将来
の予見可能性を高め
ること 
④税体系の整合性 
⑤将来世代への考慮 

経済  ②経済目標との調和 ②景気循環との調和 
透明性  ①財政政策、財政状態

の公表 
 

 ※番号は原則で示されている順番を示す 
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    これらの仕組みは、過去の財政政策が短期的な観点から行われ財政
赤字を拡大させる結果になったこと、あるいは政治的なバイアスによ
って財政政策が歪められてきたことを反省し、政府に財政運営に関す
る説明責任という burdenを課すことによって、財政の健全化を図るこ
とをねらいとしている。直接的な目標を設定しないので一見迂遠な仕
組みであるが、財政規律を担保するためには非常に合理的な仕組みで
あり、ＩＭＦ（1996b）等国際機関でも高く評価されている。問題は、
こうした仕組みが、財政状況が改善する過程において導入されたもの
であり、現在はルールに則った財政運営が可能となっているが、経済
が停滞し財政赤字が拡大するときに真価を発揮できるかである。例え
ば、景気循環的な赤字を容認しつつ、長期的に財政収支のバランス、
債務残高の安定を図ることが可能かということである。 

    カナダ、スウェーデン、オランダでは、財政責任法と同様な財政運
営のルールを明確化する法的な枠組みは今のところないが、この３ヶ
国においても、従来に比べ、財政政策に関する各種報告書の作成を強
化しており、説明責任の向上により安定的な財政運営を達成しようと
いう方向にある。 

 

        ②予算編成②予算編成②予算編成②予算編成    

    予算編成に関し特徴的な改革は、中期的なマクロ経済運営の観点か
ら財政の安定を図るとともに財政規律を確立するための改革である。
具体的には、複数年度予算注７とこれを支える厳格な歳出シーリングと
いった仕組みである。 

    複数年度予算は、実は真新しい仕組みでない。英国は、他国に先駆
けて 1960年代から導入し、その後多くの国が追従した。しかし、多く
の国でいくつかの問題が生じ、結局財政赤字の抑制には効果がなかっ
たと言われている。ＯＥＣＤ（1997a8）は、その理由として次の３つ
を挙げている。 

 

   イ．将来の経済成長を過大に見積る傾向があり、この結果、将来入手
可能な税収を過大に算定し、歳出の増加圧力を産んでしまった。 

 

   ロ．省庁は、将来の見積もった支出を既得権化するので、例え経済の

                                   
注７ 複数年度予算は、必ずしも複数年度に渡り予算額について議決をとることを意味していない。 
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前提が間違っても、歳出を下方修正することができなかった。 

 

   ハ．複数年度予算のフレームは、名目ではなく、実質ベースで算定さ
れていたので、1970 年代の高インフレは歳出見通しを自動的に増加
させることになった。 

 

    しかし、現在各国が採用している複数年度予算は、こうした問題を
克服した改良型である（複数年度予算の目的については、BOXⅧ－２
－１参照）。第１に（イの問題）、より慎重な（prudent, cautious）経済
見通しを前提にする。オランダのトレンドベース・アプローチに典型
的に見られるように、意識的に低い経済見通しを前提とし、歳入欠陥
ではなく余剰が発生しやすい仕組みとしている注８。第２に（ハの問題）、
実質ベースの推計を止めた注９。第３に（ロの問題）、歳出総額に厳格な
シーリングを設定しその枠の中で資源の配分を行う仕組みを導入した。
更に、昔と比べ民間シンクタンク等の経済見通しの能力等が向上して
おり、こうした見通しとの比較が進んだこと、また各種の報告書によ
り結果の説明責任が求められるようになったことも、複数年度予算の
規律を高めている。 

    複数年度予算では、将来の歳出に関し必ずしも法的な拘束力がある
わけではない。スウェーデンでは、将来の歳出総額を議会で議決して
おり、複数年度予算に法的な拘束力があるが、他の５ヶ国では、将来
の歳出等は政府の見積りであり、法的な拘束力はない（閣議決定等は
なされている）。しかし、歳出総額、主要経費別・省庁別上限額などに
ついては、国によって拘束力の程度に差があるものの、実際上、政府
全体及び省庁を拘束しており（原則として内閣で新たな決定をしない
限り変更不可能）、単なる将来推計ではない。 

    また、複数年度予算は、業績マネジメントにおける目標管理に適し
た仕組みである。業績マネジメントでは、プログラムの目標の設定と
その評価が重要であるが、プログラムの成果は一般に単年度では現れ
ないので、３年程度の中期的な期間を定めて省庁に目標の達成を促し、
目標達成に必要な一定の予算を３年程度保障する仕組みとなっている。 

                                   
注８ 調査対象国はいずれも現在好調な経済に支えられ財政黒字となっている。経済見通しを低めに
見積もることによって歳出を抑え、財政余剰を優先的に債務の償還に当てている。 

注９ オランダは現在でも実質ベースでシーリングを設定している。 
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BOXBOXBOXBOXⅧ－２－１Ⅷ－２－１Ⅷ－２－１Ⅷ－２－１    複数年度予算の目的複数年度予算の目的複数年度予算の目的複数年度予算の目的    

 

  複数年度予算の一般的な目的は、政府支出に関する規律を高めることであるが、具体的 

には、次のような仕組みによって、これを達成する。 

 

 １．総合的な財政政策の目標を設定する。政府が複数年にわたってどのようにしてその目 

標を達成するのかを明示的に示す。これらを運営レベルの数値に置き換えることによっ 

て歳出シーリングを設定する。 

 

 ２．既定の政策を継続した場合のコストを示す。これは、新規の支出を提案する支出大臣 

  に対して自己規律を課すとともに、政府に対して将来の目標を達成するために必要な措 

置をとるよう警告を与える。 

 

 ３．現在の意志決定が、現在の予算に必ずしも完全に反映されていない将来の支出に与え 

る予算上の影響を示す。これは、（１）新規の資本支出の運営費用、（２）初年度には費 

用が一部しか顕在化しないが、将来顕在化するプログラム、（３）将来費用が増大する新
規プログラムなどについて該当する。 

 

出典：ＯＥＣＤ（1997a8） 

 

 

 

 

 

次に歳出シーリングのメカニズムを詳しく見よう。英国、スウェー
デン、オランダの仕組みは基本的に同じであり、次のようなメカニズ
ムとなっている。 

 

   イ．３ヶ年又は４ヶ年の歳出総額のシーリングを先に設定し、これは
原則変更しない。補正予算を提案しても、歳出総額は変更しない注 10。 

 

   ロ．歳出総額の内訳となる省庁別又は主要経費別の歳出シーリングも
同様に設定するが、このシーリングについては、毎年の予算編成や
補正予算において、pay as you go原則の下、歳出総額を変えない限り
において変更可能である。そのため、総理や財務大臣が支出大臣を
抑えられるような強いリーダーシップが発揮されており、あるいは
内閣において規律（cabinet discipline）が働く仕組みとなっている。 

                                   
注 10 予算は議会で法的に承認する仕組みになっているので、議会が承認すれば歳出総額を変更す
ることは可能である。 
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   ハ．将来の予測はあくまでも予測であり、実際と異なる可能性が高い
ので、状況の変更に対応できるよう予備費（リザーブ）が用意され
ている。すなわち、省庁別予算又は主要経費別予算の合計より歳出
総額のシーリングは高く設定されている。不測の事態に対しては、
まず省庁別又は主要経費別の予算の枠内でやり繰りを行い、それで
も対応できない場合は予備費を活用するとしている。 

 

    英国、スウェーデン、オランダにおいては、こうした厳格なシーリ
ングにより、歳出総額を強くバインドしているが、ＮＺ、カナダ、豪
州は、歳出シーリングを導入しているものの、英国等の３ヶ国と比べ
ると強いバインドを行っていない。これらの国では、ベースラインと
して将来の歳出の推計を行っているが、これは政策変更がない限り、
歳出は変更しないという性格のものである。将来の歳出総額は、毎年
最新の経済データを基に見直されるが、省庁が歳出増を伴う新規施策
の提案をする場合には既存施策のスクラップが求められる仕組みにな
っており、歳出の増加圧力を抑制している。いずれにせよ、各国とも
財政規律を担保するメカニズムを構築している。 

    歳出シーリングにおいて異なる点は、歳出総額の内訳にかかるシー
リングの対象である。スウェーデンは主要経費別であり、ＮＺは所管
大臣別であるが、英国、豪州、オランダは、省庁別と経費の性質別（移
転支出や利払費といったものと省庁の裁量的な支出を区別する）の混
合型である。 

    最後に、予算編成の透明性を高める仕組みとして、経済見通しや予
算編成の基本的な方針についての事前発表と国会での審議について触
れる。この仕組みは、予算は、まずマクロ的な観点から財政政策の在
り方や予算の編成方針を明らかにし、それに関する議論を行うことが
必要であるという発想に基づくものである。更に、新たな仕組みでは、
見通し（税収を含む）や方針を踏まえ個別の歳出額を決定する、ある
いは資源配分が予算の編成方針に適合しているかどうかを判断するこ
ととされている。こうした趣旨に沿って、国会での審議を２段階（予
算の基本的な方針と歳出の詳細の審議の２つ）にしたのがＮＺ、カナ
ダ、スウェーデンである。 
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        ③財務・会計③財務・会計③財務・会計③財務・会計    

   イ．発生主義会計イ．発生主義会計イ．発生主義会計イ．発生主義会計    

     ニュー・パブリック・マネジメント理論による改革が進む中で、
発生主義会計の導入は一種の流行になっており、今回の調査対象６
ヶ国いずれにおいても何らかの形で導入されている。こうした動き
の背景には、従来の現金主義の公会計が様々な問題、例えば、国の
財政状況に関するフロー・ストック両面にわたる詳細な情報（バラ
ンスシートなど）がない、プログラムあるいは事務事業毎のコスト
情報がない、決算による予算へのフィードバックが機能していない、
といった問題を抱えているということがある。発生主義会計の導入
は、端的にいえば、政府活動についての国民や議会に対する説明責
任をもっと強化すべきという流れである。 

     なぜ、発生主義会計を導入するのか、英国の例を挙げながらもう
少し具体的に見よう。英国では、発生主義をベースとする「資源会
計･予算」（Resource Accounting and Budgeting：RAB）が、1998-99年
度から決算について、2001-02年度から予算について導入された。こ
のＲＡＢの目的は、英国財務省（1999b）によれば、次の３点にある
という。 

 

    （インプット・サイド） 

イ．ＲＡＢは、政府活動のフル・コストを、資本の消費など非現金
ベースのコストも含めること、コストの負担を適切な期間でシェ
アすることによって、適正に計測することができる。これにより、
例えば、サービスを公的主体が供給する場合のコストと民間で供
給する場合のコストを比較することが可能となり、資源配分を判
断するためのより正しい情報を得ることができる。 

 

ロ．ＲＡＢは、投資支出の適正な管理を行うことができる。現金主
義会計の下では、固定資産の取得時にコストが一括して予算に計
上されるだけで、減価償却や資本コストが認識されず、取得後の
資産を適正に管理させるインセンティブがない。ＲＡＢは、資本
のコストと消費をその寿命にわたって平準化する。 
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（アウトプット・サイド） 

ハ．ＲＡＢは、省庁に対し、省庁の資源が省庁の活動目的のために
どのように配分され、結果として何が達成されたのかを報告させ
る。これにより、納税者が払った税金がどのように使われたのか
を把握することが容易になり、政府活動の透明性が高まる。 

 

     このように発生主義会計の導入は、現在の現金主義の欠点を補う
メリットがあるが、企業会計と公会計に求められる役割は異なるの
で、その導入は決して容易ではない。発生主義会計を導入している
国でも、その対象範囲や具体的な会計基準は様々である（発生主義 

の種類と導入している国の分類は図Ⅷ－２－１参照）。調査対象の６ 

ヶ国を大きく分けると、予算・決算、省庁・エージェンシー含めて 

包括的に完全発生主義を導入しているのは、英国、ＮＺ、豪州の３
ヶ国であり、スウェーデン、オランダはエージェンシーのみ完全発
生主義を導入しており、カナダは修正発生主義を導入している。な
お、スウェーデンとオランダでは、省庁全体にも発生主義会計を導
入することについて、現在検討を進めているところである。 

     英国では、発生主義に基づく予算が 2001 年度から導入されたが、
その実態は、これまでの現金ベースの予算との２統建てであり、資
本コストや減価償却等のコストを予算の計数として、いわば帳簿上
計上しているだけで、無駄な資本投資が削減されたという実質的な
変化があったわけではない。導入当初ということもあるが、英国の
場合、ＮＺや豪州と異なり、予算の歳出項目がアウトプット型にな
っていないので、発生主義会計の導入の効果は限定されるのではな
いかと考えられる。国のバランスシートを作成し、国の財務状況を
明らかにするという目的であれば、予算体系まで見直す必要はない
かもしれないが、各プログラムのフル・コストを把握し効率化を図
ることが目的であれば、予算体系そのものを抜本的に見直す必要が
あると考えられる。 

我が国でも独立行政法人には発生主義会計が導入されており、エ
ージェンシーといった組織に導入することは適切と考えられるが、
中央政府全体に導入する必要があるかということについては慎重に
考える必要がある。ＮＺは、企画立案部門を含め民間との徹底した
競争を促進させるため、コストを比較するツールとして発生主義を
導入しているという理由がある。諸外国の例を鑑みると、発生主義 
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国
　
　
名

会
計
の
基
礎

純粋現金主義会計

測
定
の
焦
点

貨幣性資産・負債
貨幣性資産・受取
勘定・棚卸資産お

よび全負債

（修正）正味財産
（持分）

全経済資源正味
財産（持分）

国
名

NL
DK
E
S-G

　　（注）Ｄ：ドイツ、ＤＫ：デンマーク，ＧＢ－G：英国政府、Ｓ－Ｇ：スウェーデン政府，ＮＬ：オランダ，EU：欧州連合、Ｆ：フランス、Ｅ：スペイン，Ｊ：日本、
　　　　　ＧＢ－Ａ：英国エージェンシー、Ｓ－Ａ：スウェーデン・エージェンシー、ＮＺ：ニュージーランド，ＮＳＷ：オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ
　　　　　ＵＳＡ：米国連邦及び州、Ｃ：カナダ連邦政府及び州
　　出典：筆谷（1998）

図Ⅷ－２－１　会計の基礎及び測定の焦点に基づく国の分類図Ⅷ－２－１　会計の基礎及び測定の焦点に基づく国の分類図Ⅷ－２－１　会計の基礎及び測定の焦点に基づく国の分類図Ⅷ－２－１　会計の基礎及び測定の焦点に基づく国の分類

完全発生主義会計

（修正）貨幣性資産・受取勘定・
棚卸資産および全負債

修正現金主義会計 修正発生主義会計

（修正）貨幣性資産・負債

D
DK
GB－G
S-G
J

NL
EU

F E GB-A
S-A
NZ

J
GB-G D

C
EU

NSW
USA

S-A
GB-A
NZF
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会計の導入は、一定のメリットはあるものの、現金主義より仕組
みが複雑で会計職員の教育訓練などコストがかかるので、導入目的
を踏まえどのようなタイプが適切なのかを十分検討する必要がある。 

 

ロ．予算執行の弾力性ロ．予算執行の弾力性ロ．予算執行の弾力性ロ．予算執行の弾力性    

     ニュー・パブリック・マネジメントの基本的な哲学は、組織やプ
ログラムの責任者に予算や人事についての権限や裁量を与え、業績
や結果について責任を負わせるというものであることは既に述べた
が、予算の執行に関する権限・裁量として重要なものは、繰越・前
借、流用である。 

     複数年度予算の単年度予算と比べたメリットの一つは、年度末に
おける不必要な予算消化を防ぎ、中期的な観点から効率的な予算執
行を図ることができることにあるが、その具体的なツールが繰越及
び前借である。繰越は、英国、カナダ、豪州、スウェーデンで可能
であり、豪州及びスウェーデンでは前借も可能である。面白いこと
に、ＮＰＭの旗手であるＮＺでは、繰越・前借は原則認められてい
ない。これは、契約システムが前提となっているので、もし安い費
用でサービスを提供できるのであれば、サービスの購入価格を下げ
るべきという考え方があるためである。 

     流用については、英国では認められているが、ＮＺ、スウェーデ
ンでは、一部を除き認められていない。これは、Line-item 型の予算
ほど弾力性を高めるために流用が必要となるが、プログラム型の予
算や運営費の一括予算の場合は流用の必要がないという関係を反映
したものである。スウェーデンでは、省庁の運営費は議決予算とし
て一括化されている。この枠の中で、人件費、物件費、設備等にど
う資金を配分するかは完全に省庁の裁量に任されているので、流用
の必要がないのである注 11。ＮＺは、アウトプット型、すなわち目的
別の予算となっているので、インプットの制限はないので流用の必
要がない。豪州は、アウトカム型予算となっており、１つのアウト
カム予算の枠内であれば、アウトプット間の予算の流用は可能であ
り、非常に弾力的な仕組みとなっている。 

     ＮＺ及びスウェーデンでは、省庁に配分される予算は利子付の銀
行勘定に配分される。これは、資金の管理を効率的に行わせるため

                                   
注 11 議決予算の間で資金のやりとりが必要になった場合は、補正予算を議会に提出する。 
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の仕組みである。すなわち、資金の使用を節約すれば利子を得るこ
とができ、逆に資金の使用を予定より早めると利子を払わなければ
ならないのである。 

 

（３）業績マネジメント（３）業績マネジメント（３）業績マネジメント（３）業績マネジメント    

    

  ①エージェンシーのマネジメント①エージェンシーのマネジメント①エージェンシーのマネジメント①エージェンシーのマネジメント    
   エージェンシーのマネジメントについては、長官の公募採用・任期
制、目標設定等の事業計画の作成、その達成状況のモニタリングと評
価、その業績情報を企画立案や運営方法の見直しへフィードバックす
るといったサイクル、結果に対する説明責任の強化や国民への透明性
の向上のための各種報告書といった仕組みは、基本的に各国共通であ
る。また、各国とも、予算・人事等に関するインプットに関して、エ
ージェンシーの長官に広範な裁量が与えられている。 
異なるのは、所管省庁とエージェンシーの関係がより契約的なもの

となっているかどうかである。英国、ＮＺは明確な契約システム（目
標の設定、業績の評価の方法等）となっているが、他方、スウェーデ
ンでは、業務方法書という形で業績目標の設定等が明示されるが、法
的な契約というよりは、省庁とエージェンシーの間は相談とか協議と
かいった形で連携をとる仕組みとなっている。 

 
  ②中央省庁のマネジメント②中央省庁のマネジメント②中央省庁のマネジメント②中央省庁のマネジメント    

こうしたエージェンシーの経験も踏まえ、６ヶ国いずれも中央省庁
レベルに類似のマネジメントの仕組みを導入している。これは、ＮＺ
の戦略結果目標（ＳＲＡｓ）の策定が 95年に、カナダのビジネス・プ
ランが 95 年に、英国の「公的サービス合意」（ＰＳＡ）が 1998 年に導
入されたように、比較的新しい仕組みである。ここでも、契約主義に
より説明責任を強化する考え方はＮＺで際だっており、省庁の次官も
エージェンシーに倣い、公募・任期制となっており、大臣と次官の間
で正式な契約（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）を結ぶ仕組みとなっている。 
エージェンシーのように活動内容が特定化され、業績が計測しやす

く、また政策判断のリスクがあまりない場合は、先に述べたようなマ
ネジメント・サイクルの確立は容易であるが、企画立案や政策の検討
を中心的な業務とする中央省庁の場合は、一般に業績測定（アウトプ
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ット・アウトカムいずれについても）が難しく、マネジメント・サイ
クルの確立は容易ではない。英国のＰＳＡを見ても、まずは目標や指
標を設定して見たというレベルであり、それにより実際業務が効率化
されたというものにはなっていない。業績測定の難易度は政策分野に
よって異なり、適切に定義できる分野もあるが、中央省庁レベルの業
績マネジメントは、ミクロレベルで政府活動の効率化を図るというよ
りは、その時の政府が掲げる戦略的な政策目標を明らかにし、その方
向に政府全体を導くとともに、国民や議会に対する政府の説明責任、
政府活動の透明性の向上を図ることが第１の目的であると考えられる。
中央省庁レベルの業績マネジメントは、今後、業績測定の精度の向上
を図るため、経験と時間が必要である。 

 
  ③予算・財政のマネジメントとの連携・統合③予算・財政のマネジメントとの連携・統合③予算・財政のマネジメントとの連携・統合③予算・財政のマネジメントとの連携・統合    
  イ．ＰＰＢＳからＮＰＭへイ．ＰＰＢＳからＮＰＭへイ．ＰＰＢＳからＮＰＭへイ．ＰＰＢＳからＮＰＭへ    
    予算編成過程において、政策評価あるいは業績測定（用語の問題

については BOXⅧ－２－２参照）から得られる情報を活用注12して、
資源配分の合理的な意思決定を行うことができれば非常に有益であ
り、plan-do-see のマネジメント・サイクルが完結する。1960 年代
に米国で実施されたＰＰＢＳ（Planning Programming Budgeting 
System）を初めとして、先進諸国では多くの試みがなされてきたが、
それは挫折の歴史であった。ＰＰＢＳがうまくいかなかった理由は
様々であるが注 13、その１つとして、費用便益分析あるいは費用対効
果分析により各プログラムの費用便益比を定量的に分析し、プログ
ラム間の優先順位を付けるという仕組みが技術的に極めて難しかっ
たということが挙げられる。ＰＰＢＳは、厚生経済学を基礎として、
費用便益という科学的・経済的な合理性により資源の最適配分を目
指そうとしたわけである。 

    しかし、費用便益分析を実際に活用できる分野は道路整備などに
限定されており、政府活動全般に応用できるものではない。そこで、
新たに登場したニュー・パブリック・マネジメントは、成果志向・
定量化という面ではＰＰＢＳと似ているものの、ＰＰＢＳが目指し 

                                   
注 12 プログラムの業績目標等を踏まえて優先順位に応じた資源配分を行うルートと政策評価や業
績測定の結果を予算査定にフィードバックして資源配分を行うルートがある。 

注 13 例えば、宮川（1999）や建設省建設政策研究センター（2000）などが詳しい。 
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BOXBOXBOXBOXⅧ－２－２Ⅷ－２－２Ⅷ－２－２Ⅷ－２－２    「政策評価」とは「政策評価」とは「政策評価」とは「政策評価」とは    

 
１．我が国においても、2001 年１月の中央省庁等再編に伴い、省庁は政策評価を行うこと 
 が義務付けられたが、「政策評価」という用語の定義はそれほど明確になっているわけで 
 はない。業績測定・評価、行政評価、プログラム評価などいくつかの用語が使われ、また 
必ずしもそれらが明確に区別して使われているわけではない。 

 
２．田辺（1999）は、政策評価の手法として、①行政活動評価、②プロジェクト評価、③政 
策プログラム評価、の３つがあると整理している。我が国の政府全体の政策評価の取りま 
とめを行う総務省は、「政策評価に関する標準的ガイドライン」（2000 年１月）において、 
「政策評価」を「国の行政機関が主体となり、政策の効果等に関し、測定又は分析し、一 
定の尺度に照らして客観的な判断を行うことにより、政策の企画立案やそれに基づく実施 
を的確に行うことに資する情報を提供すること」と定義し、その標準的な手法として、田 
辺の整理を参考にしつつ、a事業評価（田辺の②に相当）、b実績評価（同①に相当）、 
c 総合評価（同③に相当）を示している。 

 
３．政策評価については、欧米でも統一した整理がなされているわけではないが、ＧＡＯ（1999） 
は、「業績測定」と「プログラム評価」を次のように定義しており、参考となる。 
 
（１）業績測定（performance measurement） 
   業績測定とは、プログラムの遂行、特に予め定めた目標に対する進捗状況、につい 
  ての継続的なモニタリング及び報告である。これは、典型的には、プログラム又は組 
織の管理単位毎に行われる。 
 業績測定は、プログラム活動のタイプやレベル（プロセス）、プログラムによって 
生み出されたせ生産物及びサービス（アウトプット）、当該生産物及びサービスが社会
経済に与える効果（アウトカム）に関するものである。 
 「プログラム」とは、１つの特定できる目的や１群の目的を持つ、活動（activity）、
プロジェクト（project）、機能（function）、政策（policy）を意味する。 

 
 （２）プログラム評価（program evaluation） 
   プログラム評価とは、プログラムが如何に機能しているかを分析するために、定期 
的に又は随時に行われる、個別の体系的な研究である。プログラム評価は、プログラ 
ムの管理責任者に加えて、しばしばプログラムに直接関係しない、内外の専門家によ 
って実施される。 
 プログラム評価は、典型的には、プログラムの業績の様々な側面を考慮に入れて、プ
ログラムの目的の達成度を精査する。会計検査院が行う監査もこの１つのタイプであ
る。 

 
４．業績測定、プログラム評価いずれも、資源配分と意思決定を助ける情報を産出するもの 
であるが、業績測定はプログラムの存在を所与として予め定めた基準を達成したかどうか 
を評価するものであり、プログラム評価はプログラムの業績をより掘り下げて分析しプログ
ラムの存廃までを視野に入れて評価するものといえる。 
 総務省の３分類で言えば、a事業評価及び c総合評価がプログラム評価に該当し、b実 
績評価が業績測定に該当すると考えられる。 
 ＰＰＢＳモデルでは、プログラム評価に重点が置かれていたと考えられるが、ＮＰＭモ 
デルの世界では、英国のＰＳＡやＮＺのパフォーマンス・アグリーメントに見られるように、 
どちらかというと、より使い勝手がよい業績測定に重点が置かれていると考えられる。 
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表Ⅷ－２－３表Ⅷ－２－３表Ⅷ－２－３表Ⅷ－２－３    ＮＰＭとＰＰＢＳの対比ＮＰＭとＰＰＢＳの対比ＮＰＭとＰＰＢＳの対比ＮＰＭとＰＰＢＳの対比    
 

項  目 ＰＰＢＳ ＮＰＭ 
目的 資源の最適配分 資源管理の継続的改善 
焦点 アウトカム アウトプットとサービスの質 
主たるアクター 予算編成者 政府と住民（顧客） 
政府の役割 漕ぎ手 舵取り役 
アプローチ エリート主義（内部志向） 市場主義（外部志向） 
基礎理論 厚生経済学 

経営管理学 
経営科学 

新制度派経済学 
経営管理論 
品質管理論 

評価 事前評価 事後評価 
主たる方法 費用便益分析 ベンチ・マーキング 

バランス・スコア・カード 
ＴＱＭ 

合理性 経済的合理性 
（客観的分析重視） 

政治的合理性 
（主観的であるが住民意思尊重） 

   出典：山本（2000） 

 
 
 
たアウトカム（便益）の直接評価や貨幣評価に固執せず、アウトプ
ットの効率性やサービスの質を測定しようとする（山本（2000））。
医療・福祉、教育など政府活動の多くは、そのアウトカムを金銭価
値で評価することは困難だからである。ＮＰＭは、科学的・経済的
な合理性を追求せず、政府部門のマネジメントの道具として、より
扱いやすい業績・成果指標を開発し、成果志向のフィードバック・
ループを構築しようとする仕組みである（ＰＰＢＳとＮＰＭの違い
については表Ⅷ－２－３参照）。 

 
  ロ．業績予算の難しさロ．業績予算の難しさロ．業績予算の難しさロ．業績予算の難しさ    

 ＰＰＢＳの経験を踏まえ、ＮＰＭの流れの中で、各国は、積極的
に業績マネジメントと予算・財政のマネジメントを連携・統合させ 
る試みを続けている。こうした取組みは一般に「業績予算」
（Performance Budgeting）と呼ばれている。しかし、多くの国で、
業績マネジメントの改革は進んでいるものの、政策評価や業績測定
の情報を資源配分の意思決定にリンクさせることの難しさに直面し
ており、結論から言えば、業績予算は依然として試行錯誤の段階に
ある。各国の取組みについは次で説明するが、ここではまず、業績
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予算がなぜ難しいのかを簡単に整理する。 
    政策評価・業績測定と資源配分のリンクが難しいことは、ＯＥＣ

Ｄ（1995a2）、ＯＥＣＤ（1997a12）、ＯＥＣＤ（1999a15）、ＧＡＯ（1995）、
山本（2000）など、多くの分析が試みられているが、その理由は、
次の３つに集約できる。 

 
   a.a.a.a.評価・測定の単位と予算の単位の不整合の問題評価・測定の単位と予算の単位の不整合の問題評価・測定の単位と予算の単位の不整合の問題評価・測定の単位と予算の単位の不整合の問題    
     伝統的な予算の構造は、支出のコントロールを行うため、人件

費、物件費、事業費など支出の細目を定める Line-item となって
いる。他方、ＮＰＭの業績マネジメントは、これまで説明してき
たように、アウトプット・アウトカム志向であり、予算は、アウ
トプット・アウトカムを達成するために必要なコストという認識
に立つ。予算・財政のマネジメントにおいても、結果志向のフィ
ードバックを確立するためには、評価・測定の単位と予算の単位
を併せる、具体的にはプログラム予算やアウトプット予算とする
必要がある。ただし、その場合であっても、官房費用等の間接費
用の取扱い、あるアウトプットが複数のアウトカムに関係する場
合やアウトカムが省庁に横断的に関係する場合の取扱いなど、技
術的には難しい問題があることに留意する必要がある。 

 
   b.b.b.b.評価・業績情報の精度の問題評価・業績情報の精度の問題評価・業績情報の精度の問題評価・業績情報の精度の問題    
     評価・業績情報を資源配分に活用するためには、インプット（予

算）とアウトプットの関係、更にインプットとアウトカムの関係
が、定量的に把握できることが必要である。例えば予算を 10％増
やしたらアウトカムが何％改善するのか、アウトカム目標の達成
を 10％増やすためには予算を何％増額したらよいのか、といった
点が明らかにならないと業績情報は活用できない。また、アウト
カムは政府活動以外の経済状況など外的な要因により左右される
ため、アウトカムが達成できない場合、それが外的要因によるも
のなのか、あるいは予算が不足していたからなのか、予算は予定
どおり投入したが運営の方法に問題があったからなのか、など予
算とアウトカムの因果関係を分析するのは一般に容易ではない。
こうした点が明示的に分析できる場合にしか、プログラムの廃止、
見直しなど資源配分の変更はできない。 

     更に、一般にプログラムの効果が表出し、これを評価できる状
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態になるためには複数年を要するので、予算が単年度主義であれ
ば、精度の高い評価・業績情報をフィードバックできない。 

 
   c.c.c.c.資源配分の意思決定のレベルの問題資源配分の意思決定のレベルの問題資源配分の意思決定のレベルの問題資源配分の意思決定のレベルの問題    
     資源配分の意思決定のレベルには様々な段階があるが注 14、政治

的な判断を要するような意思決定、あるいは戦略的な意思決定、
例えば同じ公共事業の中でも住宅を重視するのか道路なのか、社
会保障の中でも医療を重視するのか介護を重視するのか、といっ
た判断は、議会そして最終的には選挙を通じて評価されるべきも
のである。 
また、予算は、歳入の制約の中で様々な利害調整を行う場であ

り、しばしば政治的な調整と決定が必要となることから、評価・
業績情報では短期間に資源配分を決定することができない。特に、
財政赤字が拡大し、その削減が急務となっている場合は、業績予
算による資源配分では対応できず、総額あるいは分野毎にシーリ
ングを先に決めてしまう方法が必要となる。 

 
    業績予算の難しさを説明したが、その結論は、評価・業績情報に

よって資源配分を完全に行うことは不可能であり、可能な範囲でい
かに情報を活用し、効率的な資源配分を行うかということにつきる。
資源配分には様々なトレード・オフがあり、適切なバランスをとっ
ていくためには経験が必要である。 

 
  ハ．各国の取組みハ．各国の取組みハ．各国の取組みハ．各国の取組み    
   業績マネジメントと予算・財政のマネジメントとの連携・統合、

あるいは業績予算へのアプローチは大きくわけると２つある。両者
を直接リンクさせようとするＮＺ及び豪州と評価・業績情報は予算
の参考資料という位置付けをとる英国、カナダ、オランダ、スウェ
ーデンである。 

                                   
注 14 OECD（1999a15）は、資源配分の意思決定のレベルを、a.歳出総額、b.主要分野（教育、防衛
等）への資源配分、c.主要分野のうち特定のプログラムへの資源配分（高等教育、初等中等教育、
幼稚園等）、d.特定のプログラムのうち特定の活動や組織への資源配分（Ｘ大学よりＹ大学へ配
分）、e.特定の活動や組織での資源配分（旅費や物件費への配分）の５つに分類し、eの方向に
行くほど業績マネジメントと予算・財政のマネジメントの統合・融和が容易であると結論付けて
いる。 
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ＮＺ及び豪州は、予算の体系を抜本的に見直し、プログラムのアウト
カム・アウトプット毎に、その達成に必要なコストとして予算を計
上し、更にそのコストは発生主義によりフル・コストで把握してい
る。評価・業績情報を直接資源配分に活用できる基盤を構築したわ
けである。ＮＺは、先に述べたアウトカムの問題を回避するため、
プログラム評価といった長期的な評価は行わず、アウトプットを毎
年評価する仕組みとしている。しかし、予算もいくつかのアウトプ
ットを束ねたアウトプット・クラス別に計上され、またそのクラス
毎に複数の業績測定の指標が設定されており、必ずしも特定のアウ
トプット毎に、業績測定の情報がフィードバックされ、コスト（予
算額）の妥当性を判断できる仕組みにはなっていない。豪州は、Ｎ
Ｚの経験を踏まえ、アウトカム・アウトプット・コスト（予算）の
３つを包含する仕組み（「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」（ＡＯＯＦ））を 1999 年度予算から導入したが、
その決算を踏まえた予算編成は、本年発表される 2001 年度予算から
であり、ＡＯＯＦの効果や有効性はまだ未知数である。 

     評価・業績情報を予算編成に直接リンクさせる仕組みをとってい
ない英国等の国でも、評価・業績情報の取扱いによって違いが見ら
れる。カナダ、オランダでは、議会に提出する正式な予算関係書類
に評価・業績情報を盛り込んでいる。英国では、評価・業績情報は
正式な予算関係資料とはなっていないが、省庁が向こう３年間の期
間で達成すべき業績目標を盛り込む「公的サービス合意」（ＰＳＡ）
と向こう３年間の省庁別歳出シーリングを決める「包括的歳出見直
し」（ＣＳＲ）を同時に策定し、業績目標あるいはその達成度を勘案
して資源配分を行う仕組みを作ったところである。ただし、総じて
業績情報の質が資源配分に直接活用できるほど高くないと指摘され
ており、本格的な業績予算は今後の課題である。 

     スウェーデンは、1990 年代初めまでは、省庁やエージェンシーが
財務省に予算要求を行う際に、膨大な評価・業績情報を提出してい
たが、電話帳のような資料は、結局、予算における資源配分には直
接役立てることは難しいとの判断に至った。評価・業績情報は、財
政当局が直接活用するのではなく、省庁が、その予算の枠内で、自
らプログラムの優先順位を決める場合、あるいはプログラムの業績
結果を議会や国民に報告し説明責任を果たす場合（年次報告書や歳
出分野の予算上限額の個別の議決予算への配分を議会で審議する
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等）に活用するとしている。 
スウェーデンのアプローチは、業績予算の難しさを踏まえた一種
の割り切りと考えられるが、ある意味で合理的な判断に立つもので
ある。ＮＰＭの第１のねらいは、組織やプログラムのマネージャー
にインプットに関する裁量を与え、業績・結果志向のマネジメント
をさせることにあり、合理的な資源配分が第１にあるわけではない。
つまり評価・業績情報は、マネージャーが自らの業務の改善に活用
するこが重要なのである。こうした評価・業績情報が予算編成の資
源配分に直接活用されると、意図せざる結果を招くことも考えられ
る。財政当局は、予算を削減するための根拠として評価・業績情報
を必要としており、そうした意図が省庁やエージェンシーで明確に
なれば、省庁はデータを財政当局に提出することを拒むか、あるい
は省庁に都合のよいデータしか出さなくなる可能性がある。 
ＮＺ、豪州に続いて、スウェーデン、オランダでも、現在、コス
ト情報（予算）とプログラムのアウトプット・アウトカムをリンク
させる仕組み（ＮＺや豪州のような仕組み）の導入を検討しており、
更なる改革へ向けて努力が続けられている。各国とも業績予算への
挑戦を続けており、これは、米国のＰＰＢＳ以来、パブリック・マ
ネジメントにおける永遠の課題である。ＮＺや豪州は先駆的な試み
を行っており興味深いが、そのためには予算体系や会計を含め抜本
的な改革が必要であり、相当のコストがかかるので、こうした仕組
みの導入には十分な検討と明確な方針が必要である。 

    

    


