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につきましてパネラ－の皆さんよりお話を伺

いたく存じます。ここよりの進行ならびにパネ

リストのご紹介につきましては、公会計を考え

る会のメンバ－であります練馬区議会議員、和

田まほが行いますので、よろしくお願い致しま

す。

パネルディスカッション

コーディネーター

和田まほ（練馬区議）

パネラー

管  直人（衆議院議員）

宮下忠安（流通科学大教授）

吉田  寛（公認会計士）

片山光代（町田市議）

和田まほ：パネルディスカッションの進行を務

めさせていただきます練馬区議会議員の和田

まほと申します。どうぞ、よろしくお願い致し

ます。

  私は、地方議員

になりましてちょ

うど 2 年がたつと

ころなんですが、

議会に入りまして

驚きましたことは、

予算と決算の在り

方がまったくバラ

バラである。3月で

終わる年間予算を

12月になって決算審議をする、そうしますと、

その頃にはもう翌年の予算はできあがってし

まっていて、私たちが時間をかけて審議をして

も、なかなか決算の議論が予算に反映されない。

さらに議員たちの予算審議や決算審議は、政策

的な論議に留まっておりまして、財政の全体像

ですとか、その予算の個々の数字には踏み込ん

でいけないという問題を痛切に感じておりま

した。そうした中で、町田の片山さんとお会い

し、片山さんのおっしゃっていることがこうし

た問題の解決に役立つのではないかとそう思

いましてご一緒に行動させていただいており

ます。

  それでは、これから片山さんの問題提議を受

けまして、これからパネルディスカッションを

行なってまいります。まず、今日お忙しい中、

ご出席いただいております、パネリストの皆様

をご紹介申しあげます。

  まずは、衆議院議員の菅直人さんです。民主

党代表でいらっしゃいます。

  続きまして、参議院の予算調査室長を務めら

れ、現在は流通科学大学教授の宮下忠安さんで

す。

  続きまして、公認会計士で産能短期大学非常

勤講師の吉田寛さんです。

  そして、さきほど問題提起をした片山光代も

パネラ－の一人として参加致します。

  それでは、まず、宮下さんにご意見を伺って

まいりますが、公会計を見直そうという動き、

たとえば複式簿記を導入しようといった見直

しの動きは、ここ 50 年ぐらいの国会の中であ

ったのでしょうか。

宮下忠安：財政をみる場合にですね、予算の編

成、その使う執行、それを決算としてまとめる、

この全体を財政の機能というように考えるわ

けですが、日本の場合には、その予算の編成と

いうところだけが非常に重視されておりまし

て、俗に言われるお金の分捕り合戦、ここに非

常なエネルギ－と国民各層の関心があるわけ

です。どうも、執行から決算の段階が抜け落ち

ている、これが非常に問題なわけです。単年度

主義とか単式簿記というのは、それなりに意味

はあるのですが、財政全般をコントロ－ルする

という考え方では、ないわけです。予算の執行

以降のところは実は本当の意味での財政では

ないと、法律的にも役所的にもなっている。会

計の重要性をシステム的には考えていない、こ

ういうことです。予算の編成といったフロ－の

分野は重視するけれども、財産管理というのは

おちてしまっている分野なわけです。財産は評

価しているかというとしていない。せいぜい５

年に一回、評価替えの処理をするけれども、貸

借対照表をつくるような考えはないのです。司

会者からご質問のありました、ここ 50 年ぐら

いの中でということですが、この会計制度は明

治以来の会計制度をそのまま引き継いできて
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いる、新憲法になって、財政民主主義というよ

うなことが言われたが、実は、実態は旧憲法下

の財政システムがそのままなわけです。

  公会計という概念があまりはっきりしてい

ないのですね。企業会計という考えは確立され

ています。ところが、大学の講座の中でも、公

会計という講座をもっているところはないん

ではないでしょうか。しかし、欧米、特にアメ

リカは公会計というものの検討、研究が熱心に

行なわれてきました。そして、私の会計と公の

会計の間に質的な違いがあるという考え方を

とらないんですね。例をあげればですね、戦争

をやる際にもっとも効率的な戦争のやり方は

どうしたらいいかということをマクナマラさ

んが、国防長官の時代に防衛予算の中にとりれ

ようとしてきた、そして、事業別予算のことを

考えてきたわけです。それが今日の到達点とし

て、公会計の中に財務諸表を持ち込んでやろう

というところまできましたけれど、日本では、

公会計に関する知識をもっているのは、会計検

査院ぐらいで、それも不十分のものです。公会

計制度については、実は第一次臨調で制度改革

が提案されていたんですね、それがまったく棚

上げにされている。

  私が参議院で仕事

をしておりまして、

予算には、積算根拠

はあっても、単価と

いうのはないんです。

予算を作るときには、

予算の単価でつくっ

ていると、ところが、

予算を執行するとき

は入札単価ということで、入札する。そして、

決算になった時はやりくりをしてしまうと、こ

うように分断されている、これが日本の公会計

の処理の仕方なんです。だから、動然のような

事件がおきるわけです。金をとっておいたけれ

ど、どこに使われたかわからない。そんな馬鹿

なことがあるかと、納税者は怒ると思いますが、

大なり小なり日本の公会計はそんなやり方を

している。官官接待ですとか、怪しげな海外視

察とかが起きるのは、当初予算にちきんと計上

しないで済むからですね、適当に執行されてし

まう、こういうことです。予算は大枠をとって

いるだけなんです。ですから、決算の時に、予

算の単価は妥当だったか、入札単価は妥当だっ

たかと判断する物差しがないんです。

  さらに参議院の予算委員会で 300 億円近い

お金を発見したことがあります。国債整備基金

特別会計という会計があるんですが、ここに毎

年一般会計からお金を入れるんですけど、この

運用益は当初予算には計上しないんです。決算

になると運用益が 200 億円、300 億円でてくる。

資産の運用については、予算書にのせなくてい

いことになっている。貸借対照表をつくってい

ないから、どういう動きで 200 億円がでてくる

かわからない。これを参議院の予算委員会でと

りあげて、結果的に直すことにしましたけれど、

公会計の実態はそんなことになっているわけ

です。

  さらに予算審議はどうかいえば、これは予算

の総枠の許可を得ているだけなんです。これは

地方議会も同じだと思いますが、数量と単価と

いった審議は行なわれない。国会の予算委員会

でも、強制徴収する税金に対する議論はほとん

どないんですね。これはわからない予算書を出

しているということで、これは大蔵省や財政当

局の説明責任が不十分なんです。財政民主主義

といわれながらも、賛成か反対かという一発だ

けで、70 数兆円というお金の使い道を決めて

しまっているんです。アメリカでは、問題のな

いのは、横によせて生活保護とか、福祉とか問

題のあるものを個別に採決するというこうい

う方法のようですね。予算編成に比重をおいて

いるという日本の公会計制度ですが、実は予算

の審議もこんな状況なわけです。

  さらに行政がいかに自由にお金を使えるか

という例をあげると、防衛庁は、始めは防衛庁

という一本の名前で予算を取ったのです。とい

うことは船を作ることも飛行機や戦車を買う

ことも自由なわけです。さすがに国会で議論さ

れて最近は陸上、海上自衛隊など３つ位の項に

分けられましたが、こういう予算に縛りをかけ

る「項」にもそれを決める基準がないのです。

少し専門的になりますが、今年計上した予算を

来年にわたって使うことを認める「繰越明許」

という制度があります。たとえば道路整備の項
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で 3000 億円を支出する許可をもらう一方で、

その項を繰越明許でそのまま来年度以降に使

う許可を取っているのです。こういう予算書を

イエスかノーかで聞いているので、こんなおか

しな予算を国会はそのまま通しているのです。

予算の分捕りが重要であっても、後のフォロー

が全然できていない。公会計といわれるものが

いかになっていないか、そこのところを国民も、

審議する人も、役所も一度考え直さなければい

けないと思います。また後で時間があれば申し

上げますが、いま当面は、執行と決算の段階が

軽視されているところに、日本の公会計の大き

な問題点があるということを申し上げておき

たいと思います。

和田まほ：国会では予算の審議が一発でなされ

てしまっているという指摘がありましたが、そ

の審議をされている菅さん、公共事業について

は、単年度予算では問題が見えにくいのではな

いかと思うのですが、民主党は公共事業コント

ロ－ル法案などの中でこの問題をどう改善し

ようとしていか、教えて下さい。

菅  直人：私も、国会がいかにいい加減かとい

うことが私もお話を聞いておりまして、よく分

かったのですが、少し汗がでてきてしまいまし

た。

  あの、今調査室というのは国会でいろいろと

教えをもらうような立場で、その責任者であっ

た宮下さんの方から国会審議の中である意味

でいい加減な会計の処理をした予算や決算が

そのままの形で通っていると、さきほど和田さ

んが議会は一年遅れぐらいで決算をやられる

と言いましたが、国会のほうでは、3年遅れぐ

らいでやってましてね、３年前の決算を一所懸

命に議論して、最後はいろいろ出すんですが、

出した意味が何があったのか、やっているほう

もよくわからないけれども、一応そういうこと

で出しておこうとなってしまっていると。

  この前、片山さん

はじめ何人かでこられた時に、大蔵省に電話入

れてですね、こういう考え方、いままでにいろ

いろ議論されたきたはずなのに、何故できない

んだと、貸借対照表の作成ができないんだと、

担当者にずばり聞

きましたところ、簡

単に言えば、利益を

あげる会計ではな

いので、単年度で入

ったお金を単年度

で使うだけだと。そ

れじゃ、資産がわか

んないじゃないか

と言うとそれは別の項目で、別の報告書をつく

ってあるのでそっちを見てもらえばわかると。

しかし、いつ買ったのか、そういうことがわか

んないじゃないかと言うとこれでいいんです

と言う。何故これでいいんだと言うと理由はな

いんですよ。専門家、税理士から公認会計士と

かがみてもわからないじゃないかと言うと、い

や、それでいいんですと。多分それだからいい

んですと答えたいのかなと思いすけど、つまり

わかんない言葉で書かれた文書をこれでいい

んですと言って国会にも出してきているわけ

で、それをわからない国会議員もだらしないと

いえばだらしないんですが、なかなか、これわ

かりようがない訳で。

  私も実はこられた時に、国会図書館に公会計

について資料よこせといったら、資料これだけ

持ってきたので、後で片山さんに読んでもらお

うと思ってますが、少し見ておりました。さき

ほど、ニュ－ジ－ランドが一番進んでいるよう

ですが、複式簿記を採用している国は結構あり

ますね。アメリカとかカナダとかイギリスとか。

そういう意味では、日本の制度も変える気にな

れば変えられるはずなんですけれども、変えら

れないという人たちがいるわけです。それがお

役人なんですが。

  そこで、私が一、二実感した例をいいますと、

住都公団。随分前から住都公団の在り方には疑

問を持ちまして、やってました。せめてですね、

今どれくらい借金があるのか、これはさすがに

14 兆円くらい財投から借金があるというのは

わかるんですが、どれぐらい資産があるのか、

土地がどれぐらいあって、買った値段がいくら

で、今の値段がいくらなんだと 4、5 年前から

言い続けたのですが、非力な野党議員である間

はなかなか出してくれないですね。去年の暮れ
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の本会議で、その問題を質問しました。住都公

団には毎年 1400 億円ほどの一般会計からの繰

り出しがあるんですけれど、どういうわけか、

毎年それだけ出しているのに、補正予算でやる

んですよね。本予算でやらないんです。だいぶ

インチキくさいので、そのことをいろいろ取り

上げて本会議で質問しようとして、前の日まで

やっていた。つまりはそういう住都公団の在り

方は全然よくわからないと、どれだけ資産があ

って、どれだけ借金があるのか、明日質問する

と言ったら、前の日になって資料がでてきたと

いうことがありました。

  建て替え問題もですね。私も片山さんも三多

摩ですが、住都公団がたくさんあります。建て

替えれば建て替えるほどに家賃があがってい

くんですよね。どういう処理をしているんだと。

買った時の値段は坪8千円とか2万円で買って

いる土地で建て替えて、

どういう計算で高くなっ

ているんだ、全然わから

ない。いろいろ聞いてお

りましたら、結局のとこ

ろ、財投資金ですから、

70 年償還で計算していて、

実際は30年ぐらいで建て

替えるわけですよ。そう

すると、あと40年分の借

金は誰が払うってるのと聞いてもなかなかわ

からない。結局後の 40 年分の借金を建て替え

た建物の家賃の中にもう一度上乗せしている

わけですよ。それをまた 70 年で返すことにし

て、また 30 年で建て替える。こんなことやっ

ていて大丈夫なのかと言っても、ええ、大丈夫

ですと。何故、大丈夫かというといや私はもう

その時はおりませんからというですね、そうは

言いませんけれど、どう考えても、私のように

会計にあんまりプロとはいえない者でも、私が

みても、よくこんなことをやっているなあと。

多分、そういうことが成り立っているのは、右

肩あがりの日本経済で、人口もあがっていく、

なにもかもあがっていきますから、多少借金が

残ろうとも見過ごしても大したことないと思

ってしまったのがこうした例ではないかと思

います。

  まあ、公共事業の問題で、諌早湾のこともで

ましたが、たしか 10 数年前に事業決定した時

は、事業費は約 1500 億円の計画だったわけで

す。現在 2370 億円で約以上ですね。たしか、

関西空港をつくる時に最初は 8000 億円くらい

だといわれたのが、結局できたのが、１兆 5000

億円。ダムなんかにいたっては、だいだい 3

倍くらいになりますね。いったんつけてしまえ

ば、もう無駄にはできないからと、最近は変わ

りつつありますが、一旦とった補助金はやめた

らかえさなければいけないから、続けてもらわ

なければならないと、そういう中にこういう公

共事業の問題もかなりあります。さきほど和田

さんのほうからありました公共事業の透明性

を考えるいろいろな側面がありますけれど、独

立した会計になっている、まさに住都公団のよ

うな半分は国の事業体が貸借対照表でないと

いうのはまったく理解で

きない。国の会計もそう

いう形にできるし、特に

さきほど宮下さんもおっ

しゃいましたが、最近は

毎年毎年のフロ－の予算

よりも、財投含めた資産

勘定すなわち借金で残る

予算のほうが多いぐらい

の規模になってますから、

そのことは相当がんばってやらなればならな

いと思います、そんなことで、まあ今日はお前

でてこいということなので、被告席に座らせて

いるような気持ちがするのですが、出てきまし

た。

  最後に、もう一点だけ、なぜこんなことにな

っているのかということについて、「国民は行

政サ－ビスの消費者である」と言葉をなるべく

使うようにしています。これは去年イギリスに

いった時にですね、そういう考え方を言ってい

たんですね。普通、消費者というのはマ－ケッ

トがあるところで使うわけです。例えば、ソニ

－のテレビと日立のテレビどっちがいい、日産

とトヨタとどっちがいいか、それは選べるわけ

です。

  しかし、行政サ－ビスいうのはウチの子供、

こっちの小学校にいかせたいといってもダメ
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で、特別養護老人ホ－ム、私は眺めがいいから

あっちに入りたいといってもだめで、つまりサ

－ビスを供給する側が決めてコントロ－ルで

きないわけです。有権者は政治をつかって行政

をコントロ－ルすればいいというけれど、そこ

はなかなかつながっていないわけです。ですか

ら、私は行政というものを見直す時に行政サ－

ビスの消費者であるわたしたち、皆さん方にと

って、今の行政サ－ビスというのが、制度のあ

り方としてどうなんだろうという判断が一番

的確なんじゃないかと。最初の話でいえば、日

本のお金のことがわからないなら、わかるよう

にしてくれというのは当然のことです。そうい

う意味でこれまでの行政サ－ビスは供給側が

勝手にシステムをつくってきた。住都公団は公

的な安い住宅をつくるためにあるといわれれ

ば、それをいけないとはいえないが、安い住宅

を提供するためなのか、天下り先を増やすため

なのか、それは最近みていれば、あきらかであ

りまして、1000 万円値下げをしても売れない

公団の分譲が山のようにある。つまり供給側の

都合でいまの行政ができあがっていると。そこ

をみていくうえで、公会計の改革の考えかたは

ぜひ必要だと、そのように思っております。

和田まほ： 国家レベルで公会計に密接に係わ

られた、あるいは係わっていらっしゃるお二人

から、現在の公会計には問題があるということ

を実例を交えてお話いただき、皆さんにもその

問題の深さが伝わったかと思います。諸外国で

は、公会計の改革がすすんでおります。その中

でアメリカの実例につきまして、吉田さんから

お話をいただきたいと思います。吉田さん、ア

メリカは不断に公会計改革をすすめていると

聞いているんですが、なぜアメリカはそのよう

な改革に取り組むことになったのか、教えて下

さいますか。

吉田 寛： いまですね、菅先生の方から国民は

消費者であるというお話をいただいたんです

けれども、1993 年ですから、今から 4 年前に

クリントン大統領がこんなことを言っている

んです。FOIA、フリ－ダム情報開示法とかいう

んですが、これに署名した時にですね、「米国

民は米国政府の顧

客である」と言って

いるんです。国民は

行政というサービ

スを税という支払

方法によって政府

から買っていると

いう考え方です。で

すから、政府の財務

諸表というのは、政府の値札になるわけです。

国民はそれを見て、行政サ－ビスを買うか買わ

ないかという意思決定をするんです。こういう

感覚が米国にあったものですから、かなり前か

ら貸借対照表を作成しているのです。

和田まほ： 実際にこの貸借対照表を作成した

ことで、どんな変化や効果があったんですか。

吉田  寛： まず、わかりやすくなるんです。

どういうことかというと、皆さんのお手元の資

料の 2頁をご覧いただいたいと思います。あの、

貸借対照表というのは、請求書だと思っていた

だいていいと思います。で、さきほどの宮下先

生の話にありました事業別とか菅先生のお話

にありました諌早湾の問題とか、住都公団とい

うのは、どちらかというと通知表みたいな形に

なります。これからいくらかかるよということ

になるわけですが、まず、日本の場合も、アメ

リカの場合も、いま請求額がいくらあるのとい

うことが大事なんです。さきほど片山先生のお

話の中で 240 兆円の赤字がありましたが、おと

とい見ました大蔵省のホ－ムペ－ジに 250 兆

円と書いてある。国鉄清算事業団の赤字はいく

らあるのか、わからない。全体でいくらあるの

というのは、本当は大事なんですが、ここにあ

る米国の貸借対照表は現行のものです。ご覧い

ただきたいのはですね、債務超過額としっかり

書いてあるんです。単位は数字に弱いもので、

よく読めないんですが、「債務超過額はこれぐ

らいあるよ、国民の皆さん、私たちからの請求

額はこれぐらいですよ」という形でですね、貸

借対照表は機能するんです。

和田まほ： 国民は、この貸借対照表に関心を
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持っているんでしょうか。

吉田  寛： とりあえず、政府のサ－ビスはた

だではないと、はっきりわかります。事業別に

政府がいくらお金をかけているのかがわから

ないとマズイ訳ですよ。例えば、ここで言って

いいのかどうかと思いますが、介護保険の問題

です。実は、いくらかかるかわからないんです

ね。私たちは、やってくれるならいいじゃない

と思うんですが、本当はただより高いものでは

ないわけでして、それをはっきりわからせてく

れるのが、公会計の役割なんです。本当はいく

らかかるの、それなら民間にやらせた方がいい

んじゃないのという議論になるわけです。一例

をあげれば、オ－ストラリアでは EDS というと

ころが年金事業を下請けしています。今、いく

らお金がかかっているのということがわから

ない限り引き受ける人はいませんよ。資料にも、

政府が行なうべきでないことをご紹介してい

ますが、その中にさきほど自民党の先生がおっ

しゃっていた郵政事業なんかも含まれていま

すし、住都公団の事業も下から 4 つ目に入って

あります。まあ、本当にそうかは議論が別れる

ところだと思うのですが。

和田まほ： 片山さん、ニュ－ジランドに議会

の視察でいかれたということなんですが、この

国は行革で私たち議員の関心を集めています

が、貸借対照表とニュ－ジランドの行革との関

係、現地でなにか感じたことがあれば教えて下

さい。

片山光代： 今年 2 月、町田の市議会の視察で

ニュ－ジ－ランドを訪問した際に、私は税理士

でもありますので、ニュ－ジランドの地方自治

体の会計制度に絞って勉強してまいりました。

視察の結果、この国が行財政改革を成功させた

理由は、政府や地方自治体の会計制度、すなわ

ち公会計を全面的に改革したことも大きな役

割を果たしているとの確信を持つに至りまし

た。

  1980 年代はじめのニュ－ジ－ランドは財政

赤字・貿易赤字、経済停滞、通過下落、インフ

レ、失業など英国以上の英国病と言われていま

した。福祉社会にメ

スをいれ、国民に痛

みを伴なう改革に

着手したのは、1986

年政権についた労

働党でした。労働党

は 1991 年に総選挙

で敗北しましたが、

替って成立した国

民党政権にも改革は受け継がれ、1995 年前後

になってようやく改革の成果が実りだしまし

た。極端といえる規制緩和により、官庁や公務

員は大幅に削減され、経済は活気を取り戻しま

した。輸出も伸び、物価は安定し、財政も黒字

になり、その成果は減税という形で国民に還元

されました。1996 年になるとその反動で経済

成長にひかれて、東南アジアから移民が急増し

て雇用を圧迫したり、通化が強くなりすぎて、

輸出に陰りがでてきたり、また、福祉の切り捨

てで経済的弱者にしわ寄せがきているなど問

題も指摘されるようになりました。1996 年 10

月の総選挙は、初めての小選挙区比例代表制で

行なわれましたが、日本と違い、少数政党に有

利な制度であったため、国民党は過半数を割り、

新興の民族主義政党との連立を余儀なくされ、

現在にいたっています。

昨年の選挙結果が明らかになった時に、これで

行財政改革が後退するのではとの懸念があり

ましたが、当時の政策責任者は自信をもって、

こう言ったそうです。「こういう事態も考えて、

われわれは財政責任法を作ったのだ。この法律

のある限り、行財政改革の後退はない。」事実、

その後、連立政権になって行財政改革が後退し

たという話は聞きません。

  財政責任法というのは、1994 年に成立した

法律ですが、政府が責任ある財政運営を行なう

ための法律的枠組みを定めています。具体的は

まず第一に、国家の債務を健全なレベルに保つ

など、責任ある財政運営の原則に従うこと、第

二に財政政策の意図するところと長期目標を

開示すること、第三に一般に認められた会計基

準に基づいてすべての財務情報を開示するこ

と、第四にすべての報告を委員会を通じて議会

に提出することなどを政府に義務づけていま
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す。

  この財政責任法は、わが国で 1994 年に施行

された行政手続法と同様に、行政の透明性を高

め、その運営手法に一定の枠をはめるもので、

247 兆円の国債残高に加えて旧国鉄債務だの

国有林事業だのといった隠れ借金を抱えるわ

が国でも是非参考にしてほしい法律です。この

法律の中で、本日のテ－マである公会計に関連

するのは、「一般に認められた会計基準に基づ

く財務情報の開示」という点です。日本では、

「企業会計原則」と呼ばれているものに相当し

ます。

  ニュ－ジ－ランドでも以前は、わが国と同様

に、政府や自治体の会計制度は基本的に家計簿

などと同じように現金の収支だけを記録する

現金主義・単式簿記という方法をとっていまし

た。行財政改革の一環として 1989 年に改正さ

れた「公共財政法」により、企業会計と同じ発

生主義・複式簿記による会計制度が国、地方自

治体に求められることになりました。新しい会

計制度は、ここでは便宜上「企業会計方式」と

いいますが、一般企業同様に決算日の財政状態

を示す貸借対照表と会計年度の業績を示す損

益計算書を作成します。ただし、国や地方自治

体は一般企業のように利益を追及することが

目的でありませんから、貸借対照表・損益計算

書はそれぞれ財務状況報告書・財政成績報告書

と名前を変えています。いずれにせよ、それま

での現金主義・単式簿記では、貸借対照表など

つくっていませんでしたから、すでに地方自治

体が持っている財産たとえば、市役所の建物や

道路、上下水道、公園などを一つ一つ洗い出し、

評価して計上する作業は大変だったようです。

ニュ－ジ－ランドの会計年度は7月から翌年6

月までですから、企業会計方式による決算書は

1990 年 6 月期が最初のもので、それ以来ずっ

と企業会計方式が適用され、今ではすっかりそ

れが定着しているようです。

  お断わりしておきますが、「企業会計方式」

というのは、発生主義か複式簿記とかいう技法

が企業会計のそれと同じであるというだけの

意味で、公会計と企業会計の目的は違っている

のですから、なにもかも全く同じということで

はありません。例えば、市役所の建物や什器備

品などは、一般の企業の建物や備品と同様に使

用可能な年数に応じて減価償却していきます

が、道路や上下水道網なおインフラ関係の資産

は常に最新の状態に維持して永久的に使って

いくものですがら、減価償却という方法はなじ

みません。そこで、減価償却はせずに、年間維

持管理に必要な金額を引き当てるという方法

がとられています。

  では、企業会計方式導入による公会計改革が

ニュ－ジ－ランドの行財政改革とどのように

結びついているのでしょうか。まず、言えるこ

とは、国や地方自治体の事業コストが民間企業

と同じ方式で計算されるので、民営化や民間委

託までいかなくても民間との競争により一層

の効率化が図られるという利益があることで

す。

  さらに重要なことは、財政状況と財政運営に

ついての、国民や住民に対して説明責任、いわ

ゆるアカウンタビリティの向上です。行財政改

革をいくら叫んでも、その過程および結果が国

民や住民に対して数字に基づいてきちんと説

明されないければ意味がありません。この点、

企業会計はその長い歴史を通じて、利益配分の

ために株式への説明責任だけを目的とした時

代から、現代の企業のように、債権者、投資家、

従業員、税務署、さらに企業を取り巻く社会一

般へと説明責任の対象を広げ、質的にもより透

明性の高い開示を求められていますので、従来

の公会計に比べてアカウンタビリティの確保

という面では格段に優れています。

  ニュ－ジ－ランド大蔵省がインタ－ネット

で公開している「財政責任法」の解説書の序文

には、次の記載があります。「今や政府は、そ

の短期的・長期的な財政意図について非常に透

明であることが求められる。この法律は、国に

対して財政面での高度な情報開示を義務づけ

ている。ニュ－ジ－ランドの議会と国民は上場

企業の株主以上に、政府の財政状況とそれを取

り巻くリスクについての情報を持つことにな

る。」

  公会計の改革は口で言ってすぐに実現でき

るほど、簡単なものではありません。単に法律

を改正するだけでなく、従来の公会計に慣れ親

しんだ公務員の方々に、企業会計方式の利点を
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理解していただくことが必要です。これは、並

大抵の努力では難しいかもしれません。ニュ－

ジ－ランドの財政責任法の趣旨がそうである

ように、国民にできるだけ現状を知ってもらお

うという意識があれば、この困難は決して克服

できないものではないかと考えます。

  以上をもちまして、ニュ－ジ－ランドの公会

計改革に関するご報告とさせていただきます。

和田まほ： ニュ－ジ－ランドとアメリカの例

を資料を交えてご紹介いただきました。資料の

内容につきましては、お持ち帰りいただき、読

んでいただきたいと思います。吉田さん、海外

では、このように公会

計改革度に取り組んで

いる国が多いわけです

が、こういう中でいま

の日本の状況というも

のは、どのようにお考

えですか。

吉田  寛： 今、片山さんからも、ニュ－ジ－

ランドの「一般に認められた会計原則」という

お話がありました。アメリカでは、1997 年か

ら連結決算もやることになっています。全体で

いくらかがわかるようにしましょうというわ

けですが、日本の場合はなにもわからない。日

本の状況では、どの様な会計をするか、お約束

ができていない状態なんです。税理士の先生が

大勢きていらっしゃいますので、一例をあげま

すと、消費税をつけて請求書がくるのか、それ

ともつけないでくるのか、そういうお約束もな

いままです。そういう意味で、一般に公正妥当

と認められた会計原則は日本にまだありませ

ん。会計士協会がつくるという話をきいており

ますが、まだ発表していない状況です。

和田まほ： そういう原則づくりは、早急に必

要ですか。

吉田  寛： 早急に必要なのは、勿論ですが、

もう一つ、せっかくつくっても無関心というの

は困ります。

和田まほ： あるだけで満足してはいけない、

それを十分に活用していかくてはいけないと

いうことですね。

吉田  寛： インタ－ネットというのは、かな

りよい方法だと思います。片山さんもニュ－ジ

ーランドの資料をインタ－ネットで探したと

いうお話を聞いていますが、アメリカもですね、

いわゆるアニュアルレポ－トや来年の連結し

た財務諸表もインタ－ネット上で見ることが

できます。お手元の資料もインタ－ネットから

おとしてきました。

和田まほ： 宮下さん、

片山さんも言っていま

したが、この改革に一番

抵抗するのは、お役人で

はないかと思うのです

が、このお役人を攻略す

る方法はどういうとこ

ろにあるでしょうか。

宮下忠安： なかなか難しいんですけれど、お

役人は抵抗すると思うんですけれどね、吉田さ

んが言われたように、買うか買わないかの判断

の材料を提供すると大統領は言ったそうです

が、日本の納税者はそういう判断をしないので

すね。そこがまた、一つ非常な問題でして、い

わゆる納税者の反乱というようなことが日本

ではないのです。やはり、買うか買わないかを、

納税者が自己の責任において、買わないぞと抵

抗するようなことがないと公会計改革や理解

しようとする努力が必要です。さきほど紹介し

たような財政の問題が国民のあいだで問題に

ならないというわけです。これこそが問題です。

さらに、そういうことから、公会計に財務諸表

を入れることは長い目でみて絶対に必要だと

思っています。

  ただ、そのことがですね、段階をおってやる

必要があるのではないかとこういう風に考え

ております。それは、菅先生がおっしゃってい

たように現在の政府機構の中で、企業的な運用

をしている特別会計、公社、公団、こういうも

のを、まず、貸借対照表をつくる。今も一部に


