外部参与による

︑︑.Y

︑.︑

勺

"・"改

^

︑風

︑︑

改ぎんしてしまったということであり︑
まさに行政組織に対する国民の信頼を大
きく損ねることだと思います︒とりわけ
財務省は︑予算や税など国民生活に最も
深く関わる分野を所管しているだけに︑

従って今後︑予の問題や財政健全化

その影はさらに大きいと言えます︒

研

信

,

.

..

Ξ.

︑

.

'

︑

︑四魯.ヰ"

f

一,.‑

J

か

胤滝︑轡︑
.

'

鬼●

N

.心

︑︑縛"遭脳多でや

森信その具体的な方法や検討の状況

所存です︒

るために省内一丸となって見直していく

の再発を防止するような組織︑職場にす

を考える会とし︑と同時に今般の事案

きものと時代の変化に応じるべきものと

分も当然あわますから︑その受け継ぐべ

組織として忘れてはならない基本的な部

り︑若手職員の意識などが変化する一方︑

いくべきだと捉えています時代が変わ

ものまで含めてもう一度省全体で考えて

省し︑財務省の鴛風土といったような

財務省の組織全体の問題として真に反

ます︒単に一部の職員の問題にとどめず︑

アンスの見直しと徹底を図る必要があり

にありますので︑まず省内のコンプライ

められなかったのか︑という問題が根底

岡本ルールを逸脱したことをなぜ止

性などはいかがでしょうか︒

森信信頼回復へ向けた︑大きな方向

が何より大事だと考えています︒

まずは国民の信頼回復に努めていくこと

,,

1

.

学法学部卒.58年大蔵省入省、平成1等主計
局調査課長、18年同主計官叢同総務課、21年大
臣官房秘課長、24年主局次、27年大臣官
肩畏、舗年主局畏、本年7月より現畷、

へ向けた取り組み︑また来年秋には消費

ア究
院特任教授
京財団
央大

︑

ゞ

税W%への引き上げも控えている中で︑
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を︑国会から提出を求められている中で

紹和聞年2月20日生まれ、愛媛県出身。東京大

...

一.

揺らぐような事案が相炊いで発生しまし
た︒誠に残念な事態ですが︑次官はこの
現状をどのように捉えておりますか︒

︑い

官庁にとって最も基本的な行政文書

︑

岡本いわゆる決裁文書の改ざん問題
は
゛︾

おかもとしげあき

^
^
^

森信今年︑財務省 で は 国 民 の 信 頼 が

組織の診師

^
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信頼回復壁凋指
財務事務次昌
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則

不定期連

森信茂樹が問う

をお話しいただけないでしょうか︒

岡本内部の職員のみで考えるのでは
なく︑ 7月末にボストンコンサルティン

グの秋池玲子シニア・バートナーに財務
省参与になっていただき︑取り組み全体
をみていただくこととしました︒秋池参
1卓

.i

L遣︑

習角︑
.●!,

﹄.

0

"殿

みぇ
組交
りも
取員

がら︑連携を強めていくことが重要だと

本が生まれ変 る税制改
中公
新書)、f日本の 御Ⅱ(P
)、
f抜本的税制改 と消・
財
務協会)、「給、 つき税
日本
型児税額控 の提」 (中央経済

︑︑

これからも継続的にコンプライアン

^^

相互の良いところを取り入れることにつ

向かって仕事をするということが︑各局

予算を作るという︑同じ目的に

組織となる︑そうした機会にしていきた

が今後しつかりと職貴を果たせるような

省に対する信頼回復に取り組み︑財務省

主税局ではだいぶ文化が違います︒まし

職員には幅広い経験をしてもらう必要が

岡本グローバル化の進展にょって︑

経産省が同種のことに取り組んでいたの

施したことがあります︒当時︑ちょうど

度調査,をやろうじゃないかと発案し実

めた経験がありますが︑その折り0360

森信私は棗税関長を一年半ほど務

てや国際局とはもっと違うような気もし

いぇ︑局ごとの風土のようなものも︑や

ある状況になっていると思います︒とは

サルティングの方にお願いし︑上下・同

で︑東京税関においても知りムロいのコン

今回︑地方支分部局も含めて︑職員の

ました︒その結果を本人に︑

期など3人が評価するような制度を作り

はりないわけではありません︒

り多くの職員から回答が寄せられ︑自由

意調査を行いました︒その結果︑かな

また︑これだけ経済がグローバル化し

わりトータルな識論を行っています︒

経済全体を見ている官房総合政策課も加

際には︑主計局だけでなく︑主税局や︑

下の員からは︑これまでなかなか意見

方などまさにさまぎまです︒また中堅以

中央を見て思うこと︑上司についての見

れていました︒内容は︑例えぱ地方から

記入欄にはかなり忌悼のない意見が書か

の︑そうした若手職員からの声も参考に

したので︑なるほどと思いました︒今回

揺らぐことがある﹂という評価がありま

す︒私自身の評価でも︑﹁時々考え方が

すぐそれが改まったという経験があわま

た︒そういう声が自分に上がってくると︑

機会0

岡本確かに予算と 税 で は 仕 事 の 流 れ
やスタイルが基本的に異なりますが︑一

ている現在においては︑国際局も含め一

を具申する機会が得られなかったが︑今

という形でフィードバックしまし

体となって取り組んでいく必要がありま

0気づきの

方で︑中期的な財政計画などを検討する

ていくべきでしょうか︒

ます︒こうした局ごとの文化の違い︑感

かもしれませんね︒

いと思います︒

直な声にも真撃に耳を傾けながら︑財務

声が多くありましたこうした職員の率

スの意識を徹底していける仕組みが求め

1

宜の協力も得て組織全体の見直しを行

変化している事柄が混在する中で︑秋池

拠らず変わらない基本と︑時代にょって

はありますそのため︑時代のいかんに

いれぱ防ぎ得たのではないかという思い

た︒その当時の意識をしっかり継承して

を要する事態が起きたこともありまし

岡本はい︑これまでも全省的な論

事が起きたときに作わましたね︒

森信こうした仕組みは︑以前も不祥

ていきたいと思っています︒

、

ながり︑文化を変えていく原動力になる

思います︒

をとり、17年財 務省
口政策研 究所、18年9 か
ら中央大学法科大学院教授。
京財
団政策研究所研 主幹。
、「日

回の意識調査は貴重な機会になったとの
︑い

0
0

与には︑夏の間多くの時間を割いて幹部

のほか若手職員も交えて面談と対話を
でもさまざまな組織の再建を手掛けてき

行ってもらいました秋池参与はこれま
ていますので︑その知見をもとに言わぱ
4組織の診断0 とも言うべきことをして

もらっています︒これらの診断を通して

各種論点を抽出したあと︑秋池參与の下
に省内の若手や女性職員も加えてチーム

を結成し︑そこで取りまとめた結果を踏
まえて今後どのような方向で識論してい
くべきか︑このW月にはお一尓ししたいと

考えていますその後も︑本省だけでな
く地方支分部局も含め︑多くの職員の声
も吸い上げ︑さらに全体的な議論を行っ

た上で︑この事務年度内に再生案を取り
く︑継統的に実施できる仕組みまで者え

まとめる予定です︒ただ出すだけではな

られます︒

職員に対する
大規模意識調査を実施
森信省内文化に関 わ る こ と な の で す

もりのぶしげき

じ方︑捉え方の違いをどのように克服し

ξ︑
カ
︑同じ予算に関する部局でも主計局と

法学士。昭和妃年京都大学法学
部卒業後大省入省、主税局総務

す︒省内の意思疎通︑情報共有を図りな
゛

回

2018.11
時肝 2018.11
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7月末にポストンコンサルティングの 池玲子シニア・バートナーに財務与になってぃただき、
みていただくこととしました。 秋池参与には、の問多くの時問を割いて幹部のほか若手職
て面談と対話を行ってもらいました。

するということなので︑非常に期待が持
そうした機関をもっと活用︑評価してい

ながっている機関が省内にありますが︑

財務総合政策研究所のように︑外部とつ
ら評価される傾向がありましたからね︒

び︑の上手な人︑汗をかいた人がもっぱ

森信いわゆる︑ 0納め︑段取り︑運

岡本はい︑先輩である森信先生が実

重視されるのは当然と言えぱ当然なので

ですから︑︒納め︑段取り︑運ぴ.が

確かに予算をつくるのは極めて大事な仕

すが︑その点ぱかり至上としては公務員

岡本ご指摘の点は︑今回の議にお

くことも必要ではないかと
いても出てきています︒どぅしても省内

は︑多

で予算や税の仕竃していると︑他省庁
としての幅が広がりにくいと思います︒

0360度評価0

との餌整の仕事が多いのですが︑これほ

ます︒こうした

施した例などはぜひ参考にしたいと思い

いる例もあわますが︑プラスマイナス相

くの民間企業や国際機関などで実施して

ど経済がグローバル化し国際会識などの

岡本国内がけでなく︑グローバルな

討していきたいと考えています︒そうい

半ぱしている面がありますので︑よく検

なく︑言広な視野をべースに︑プロフエッ

ショナルとしての政策立案能力をじっく

対応も求められる中で︑調整能力だけで

り身に着けていかねぱなりません

えている中︑高い専門性を有する職員の
必要性は強く意識しているところです︒

場でいろいろな政策を議論する機会が増

今後グローバル化や最先端技術の潮流

は大きなヒントではないかと思います︒

森信職員からいろいろ指摘された結

う意味では森信先生が実施した取り組み

果︑実施したわれわれの方が︑なるほど

至らずにはいられません︒ただ︑この問

みるに︑やはり政と官の関係の在り方に

森信今回の問題が起こった背景を鑑

政の決断と︑官の調整

を踏まえた経済分析を行うための職員の

森信次官は大学でのご講演にも協力

こ︑つだったかと気づいたり実感したわす

岡本やはり組織の 風 通 し を 良 く す る
でアカデミックな仕事をやや軽んじる風

されておられますが︑省全体ではこれま

能力向上にも努めたいと思います︒

ためにも置な見を述べ︑それを聞く

ることが結構ありますからね︒

という機会は大切だ と 思 い ま す 職 員 の
岡本その点は大いに反省しなけれぱ

土がありました︒
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済・財政計画においても︑これまでの流

す︒この6月にまとめられた新しい経

しも着実に行われてきていると思いま

費税の引き上げに加え︑社会保障の見直

岡本第2次安倍政 権 の も と で は ︑ 消

あってもよいのかなとも思います︒

感じがします︒もう小ノし政策に選択肢が
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など︑議論の段階では疑問の意見があり
ますが︑一たび実施が決まったら︑それ
を是として進めなけれぱなりません︒財
ー︑
が
︑査定後はその結論に従っていく必要

務省は査定段階では大いに識論します

てのスタンスは難しいですね︒なかなか

があります︒そういう意味では︑省とし
世の中に新しいアジエンダが出しにくい
中で︑この点は今後どのように考えてい

岡本予算案や税法などは最後は政府

くべきでしょうか︒

与党で決定をして国会に諮らなけれぱな
りません︒その意味では常に最終的には

政治的な調整は必要になりますこれま
でもさまざまな政治情勢の中で必要な調
整が図られてきたと思います︒今後は特
に社会保障の改革のために給付と負担の
見直しが必要になりますが︑これは国民
現状は何が問題なのか客観的なデータ等

生活に深く関わってきます︒このため︑
を示しながら︑見直しのための選択肢を
うことが必要になると思います︒

示し︑最終的に政治に決断いただくとい

3年問で社会保障改革

森信その受益と負担のバランスの議

伸ぴたのを機に︑

き方改革に焦点を当て︑定年延長などに

が行われることになりました︒当面は働

税の玲%への引き上げを円滑に行えるよ

また同年には団塊の世代がすべて後期高

リーバランス黒字化の目標が設定され︑

2025年にプライマ

教育費に回り︑軽減税率も入るので︑ネッ

齢者に移行するという年でもあります︒

その先︑

トでは2兆円ほどの収入増になるので

これらの状況を念頭に︑今後3年間にお

います0

よるシニア世代の活用などが掲げられて

しょうか︒単年度の景気平準化対策はこ

ける社会保障改革のポイントを︑次官は

岡本今年6月に策定された新経済・

どのように見て粘られますか︒

から2021年度を社会保障改革を軸と

財政再生計画においては︑ 2019年度

する﹁基盤強化期間﹂と位置付けていま

ついては軽減税率が適用されます︒また︑

駆け込み需要や反動減にょる経済への悪

乃歳(後期高齢者)になり始め︑社会保

す︒

し︑保険給付の効率的な提供︑給付と負

を踏まえ︑保険給付囲の在り方の見直

間に︑高化・人口減少や医療の高度化

す︒従って︑私たちとしては︑この3年

障関係費のさらなる急増が見込まれま

2022年から団塊の世代の方々が

講じていくこととしています︒

森信こうした流れで総裁任期が3年

今後3年が焦点となる
社会保障改革

影響が出ないような対策を来年度予算で

充実にあてられることに加え︑食料品に

や低年金者への給付金などの社会保障の

よる税収のうち半分は幼児教育の無償化
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