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はじめに

　2009 年 8 月 30 日に行われた第 45 回総選挙において、政策決定にお

ける「政治家主導」、「政治主導」を掲げた民主党政権が誕生し、同年 9

月 16 日に発足した鳩山内閣は、同 18 日、「行政刷新会議の設置について」

を閣議決定し内閣府に行政刷新会議を、内閣総理大臣決定により「国家

戦略室の設置に関する規則」を定め内閣官房に国家戦略室をそれぞれ設

置した。また、これに先立ち、同 14 日には事務次官等会議が廃止され、

翌 15 日には経済財政諮問会議が 4名の民間議員の退任をもってその活

動を停止させている。そして、2010 年 2 月 5 日、「政府の政策決定過程

における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」（以

下、政治主導確立法案という）が閣議決定され、第 174 回国会（常会）

に提出された。同法案は、国家戦略室を局へと格上げし経済財政諮問会
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議を廃止、また行政刷新会議に法的な存立基盤と権限を付与すること、

さらには政治任用職を拡大することを目的としている（1）。すなわち、内

閣の補助機関たる内閣官房や内閣府に予算編成権等を集中させ、総選挙

において民主党がマニフェストで示した「政治家主導の政治」や「官邸

主導の国益」を実現しようとするものであるが、同法案は、2010 年 12

月 3 日に閉会となった第 176 回国会（臨時会）を経てもなお成立してお

らず、同年 10 月 1 日に衆議院内閣委員会に付託されたまま閉会中審査

の状態である。

　ところで、政治主導の実現や内閣機能強化という問題は、日本の行政

改革において常に論じられてきたテーマであり、特に、1993 年に自民

党による一党長期政権が終焉し政策による政界再編を謳った小選挙区比

例代表並立制が導入されると、政治主導の確立すなわち政官関係の改革

問題が現実の政治の舞台において争点化されていくこととなる。

　日本において政官関係が論じられる上で最大の焦点とされてきたのは

経済官僚の位置付けであり、その経済官僚の中核的存在が旧大蔵官僚で

あった。彼らは政治家との関係においてだけではなく、他省庁との関係

においてもその優位性が指摘されてきたが、金融・証券不祥事の発生や

住宅金融専門会社の不良債権処理に一般会計資金が投入されたことは、

旧大蔵省の金融部局に対する不信感を増大させ、「財政と金融の分離」

という標語の下で同省の組織的分割論議が進むこととなる。かかる問題

は、同省から金融部局を切り離し、これを内閣総理大臣を主任の大臣と

する行政機関（旧総理府、内閣府）の外局に移行させることにより、一

応、決着することとなる。

　しかしながら、ここで注目すべきは、旧大蔵省改革論議を発端としつ

つ、橋本内閣の下で構想され、小渕内閣、森内閣において進められた行

政改革（以下、橋本行革という）を経て現在の 1府 12 省庁体制が形成

（1） この他、内閣府に税制調査会を設置することが法案提出理由として挙げられ
ている。なお、現在、同調査会は、2009 年 9 月 29 日に閣議決定された「税制調
査会の設置について」に基づき内閣府に設置されている。
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される過程における議論の底流に政策決定の主体性すなわち「誰が行う

か」という問題が横たわっていたことである（2）。かかる問題は橋本行革

における諮問機関であった行政改革会議（以下、行革会議という）の「最

終報告」における経済財政諮問会議の任務についての記述と内閣府設置

法第19条第1項第1号の規定との違いに見ることができる。前者は、「経

済財政政策に関する総合戦略の具体化（マクロ経済政策、財政運営の基

本、予算編成の基本方針等）」としていたが（3）、後者ではこの「総合戦

略の具体化」という言葉は「調査審議すること」と言い換えられている。

このことは単なる言葉の問題だけではなく、行革会議が想定した経済財

政諮問会議の位置付けが内閣府設置法案の作成過程において後退したこ

とを意味する。また、2001 年度予算の編成に関し、経済財政諮問会議

発足前であることを理由として、2000年7月に財政首脳会議が設置され、

従来の主計局を中心とした大蔵官僚と政権与党との非公式な協議が制度

化されたことがある。これらの事象から当時の大蔵官僚の経済財政諮問

会議という存在に対する抵抗感が垣間見える。政策の経済的価値の発露

である予算の編成を誰が主として担うのかという問題は、政官関係にお

ける最大の問題である。

　鳩山内閣がその発足後の初閣議で決定した「基本方針」（2009 年 9 月

16 日）において「国政の運営を、官僚主導・官僚依存から、政治主導・

国民主導へと刷新」しなければならないとし、「国家戦略室を設置し、

官邸主導で、税財政の骨格や経済運営の基本方針などを決定」し、「行

政刷新会議を開き、政府のすべての予算や事業を見直」すとしたこと

（2） 財政と金融の分離を唱えた真渕勝は、金融自由化は大蔵省統制の衰退の兆し
であり「どのような金融行政を行うか」についての変化ではあるが、それは「誰
が金融行政を行うか」という問題に対する答えを提示するものではなく、金融監
督庁の設置と日本銀行法改正によって初めて当該問題に関する一定の変化が現れ
たものとしている（真渕勝著、『大蔵省統制の政治経済学』、中央公論社、1994、
374 － 378 頁、同著、『大蔵省はなぜ追いつめられたのか　政官関係の変貌』、中
央公論社、1997、336 － 337 頁参照）。
（3） 行政改革会議、「最終報告」（1997 年 12 月 3 日）、19 頁。
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は（4）、財務省が有する予算編成権に対する挑戦の表れであったといえる

かもしれない。しかしながら、その後の鳩山内閣、菅内閣の迷走は、自

らが掲げた「政治家主導」という原則に呪縛され、内閣における総合調

整の重要性もしくは困難さに対する認識の欠如が招いたものではあるま

いか、というのが筆者の問題意識である。

　むろん、鳩山内閣は「国家戦略室の設置に関する規則」の第 1条で「税

財政の骨格、経済運営の基本方針その他内閣の重要政策に関する基本的

な方針等のうち内閣総理大臣から特に命ぜられたものに関する企画及び

立案並びに総合調整を行う」とその任務を定めており、かかる規定は政

治主導確立法案においても基本的に引き継がれてはいる。では、かかる

法案が成立すれば国家戦略局や行政刷新会議が内閣の総合調整機能を

「政治主導」の下で作用させ得るものとなるのか、以下、検討する。

1．内閣機能強化論の意義

（1）日本における内閣制度の構造

　日本における内閣制度は憲法が議院内閣制を採用していることと行政

事務の分担管理原則によって特徴付けられている。内閣は、議会内多数

派、特に衆議院における多数派の支持により国会議員の中から選出され

る首長たる内閣総理大臣と、その内閣総理大臣により任命され、各省の

主任の大臣として行政事務を分担管理する国務大臣により構成される合

議制機関である。日本国憲法は第 65 条において「行政権は、内閣に属

する」とするとともに同第 66 条第 3項で「内閣は、行政権の行使につ

いて、国会に対し連帯して責任を負ふ」と定め、加えて内閣法第 4条第

1項において「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」とし、

行政権の帰属主体たる内閣が当該権限を行使するにあたって合議制によ

る一体性を要求している。また、一方、内閣法第 3条第 1項は「各大臣

（4） http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/0916kihonhousin.html
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は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分

担管理する」とし、かかる規定を受けて国家行政組織法第 5条第 1項は

「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法（昭和 22 年法律第 5号）

にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する」と規定し、

加えて、首長たる内閣総理大臣が行政各部を指揮監督する場合において

は内閣法第6条により「閣議にかけて決定した方針に基いて」行われる（5）。

　さらに、国家行政組織法第 3条第 3項が「省は、内閣の統轄の下に行

政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、

その外局として置かれるもの」と規定し同条第 2項の規定に従い各省庁

設置法によりその具体的な姿が定められているように、日本の内閣制度

は、行政各部の存在を前提とし、首長としての内閣総理大臣の優越性を

制約しつつ、閣議における意思決定を通じて行政権を行使すると同時に、

議会内多数派の支持に依拠していることから政治と行政の結節点に位置

し、最高の行政機関として位置付けられるだけではなく、立法権と行政

権の融合を通じて、執政機関としての性格をも有する構造となっている（6）。

　こうした基本構造からは、2つの問題点が抽出される。第 1に、行政

各部の存在を前提とし、各国務大臣が主任の大臣としてかかる行政各部

に対する第一義的な指揮監督権限を有している以上、行革会議において

も指摘されたように「『行政各部』中心の行政（体制）観」が形成され、

内閣による統治・政治作用が制約され易くなる（7）。第 2に、この問題と

関連性を有するが、政権与党との関係を重視せざるを得ない状況が発生

することである。

（5） この点について、憲法第 72 条が、内閣総理大臣の職務について、「内閣総理
大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国
会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」としていることと比較して、憲法
上の内閣総理大臣の指揮監督権限が内閣法により稀釈化されているとする指摘も
ある（真渕勝著、『行政学』、有斐閣、2009、76 頁）。
（6） 宇賀克也著、『行政法概説Ⅲ　行政組織法／公務員法／公物法〔第 2版〕』、有
斐閣、2010、94 － 95 頁、真渕著、前掲書（2009）、72 頁参照。
（7） 行政改革会議、前掲報告、9頁。
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　このことは、内閣が議会内多数派すなわち与党の信任により成立して

いること、さらにはその与党が政策的に決して一枚岩ではないことに由

来する。かかる問題は、自民党政権時代において特に指摘されたことで

あり、同党の政務調査会や総務会との関係が政策形成過程において問題

となるとされた。それらに所属する族議員と呼ばれる政治家の存在が、

一方では、政党優位論、すなわち自民党による長期政権によって専門家

集団としての官僚制が有する情報と政党ないし政治家が有する情報の非

対称性が解消され特定の政策分野においては政党が官僚制に対して優位

する現象を現出させたとする見解を生み出したが（8）、他方では、党内力

学によって行政権の担い手である内閣や内閣総理大臣の指導性が左右さ

れる事態や、政治家と官僚との密接な関係を築き「公務員の政治化」と

呼ばれる現象を招いたことも事実である（9）。

　自民党政権時代に指摘されたこうした問題について、民主党は第 45

回総選挙に際して発表したマニフェストにおいて「政府と与党を使い分

ける二元体制」と批判し（10）、こうした体制から「内閣の下の政策決定に

一元化」することを謳い、同党の政策調査会を廃止したが、同時に、陳

情・要望の取り纏めを幹事長室に一本化した。これについて小沢一郎幹

事長（当時）は、2009 年 12 月 14 日の定例記者会見において「みんな議

（8） 村松岐夫著、『戦後日本の官僚制』、東洋経済新報社、1981、佐藤誠三郎・松
崎哲久著、『自民党政権』、中央公論社、1986、猪口孝・岩井奉信著、『「族議員」
の研究　自民党政権を牛耳る主役たち』、日本経済新聞社、1987 など。
（9） 人事院は、『平成 13 年度年次報告書』において、「企画立案においては、与党
内の意見調整に各府省の幹部職員が走り回るなど、本来政治の果たすべきような
役割まで公務員が相当程度担ってきた実態があり、このような公務員の政治化が
逆に公務の自律性を失わせているとの指摘がある」と述べている（http://ssl.jinji.

go.jp/hakusho/h13/jine200202_2_009.html）。
（10） こうした位置付けは民主党の独創ではない。例えば、飯尾潤は、政権を担う
はずの政党が、表面的には協力関係を保持しつつ、その実、政府とは異なる立場
に立ち、党本部機能の拡大と族議員の隆盛により行政権を統制していたとし、か
かる仕組みを「政府・与党二元体制」と表現している（同著、『日本の統治構造
　官僚内閣制から議院内閣制へ』、中央公論新社、2007、78 － 104 頁参照）。
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員は選挙で国民に選ばれてきている。（その）国民がわれわれに要望し

てきているのだから、国民の要望をまとめて、われわれの主張と同じく

するものは優先的に扱ってほしいと政府に対して要望するのであって、

決定するのは政府内閣。われわれは要望するだけ」と発言しているが（11）、

同 16 日に行われた 2010 年度予算編成に関する政府・民主党との各種陳

情・要望に関する意見交換会において提出された「平成 22年度予算重

要要点」では、子ども手当に関する所得制限を始めとしていくつかの点

について、政府・与党の調整を要するとしている（12）。また、その後、復

活した政策調査会の会長に就任した玄葉光一郎は 2010 年 6月 7日の就

任会見において、｢政府・与党の一元化の下｣ で「政策をつくり、これ

を政府に提言する」役割を果たすと述べ、癒着の有無が族議員であるか

専門議員であるかを峻別するとしている（13）。そして同年 12月 6日に「平

成 23年度予算に関わる民主党『提言』」及び「重点分野に関する部門意

見」を提出、政治主導による年内の予算編成を強く求めている（14）。

　こうした動きから浮かび上がるのは、「政治主導」と「政治家主導」

との区別の不明確さと困難さである。そもそも、政治と行政という区別

は、行政学上、行政権内部における執政機能と行政機能の区分であり、

立法府と行政府のそれではない。しかしながら、講学上の定義がそうで

あっても、現実の政治における区分は容易ではない。すなわち、内閣が

単なる行政機関にとどまらず執政機関としての性格を有するが故に国会

による統制が必要とされることとなり（15）、その場合、憲法その他の法

令上に定められた公式な統制だけではなく、上に見たような政権党によ

る非公式な統制が入り込む余地が生じざるを得ない。それは、憲法第

（11） http://www.dpj.or.jp/news/?num=17436
（12） http://www.dpj.or.jp/news/?num=17451 参照のこと。なお、提出された「平
成 22 年度予算重点要点」については、当該ページより PDF形式でダウンロード
が可能となっている。
（13） http://www.dpj.or.jp/news/?num=18320
（14） http://www.dpj.or.jp/news/?num=19443
（15） 宇賀著、前掲書、95 頁。



380

68 条第 1項が「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過

半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」と定めるように、

行政府内部に入り執政機能の主体となる者は、総理大臣を筆頭にそのほ

とんどが同時に立法府の政治家であることに由来する、と考えられる。

その場合、国会に対して連帯して責任を負うことが定められ、分担管理

原則の上に立っている内閣は、その執政機能を政権党との交渉を通じて

展開させる。そのため行政各部が政権党との間で醸成する影響力を如何

に制御するのかが問題となるのである（16）。

（2）内閣機能強化の本質

　日本において、殊にポスト高度成長期に入ると、行政機能の分担が高

度化するとともに固定化し、行政の総合性の喪失と組織の肥大化が問題

となり、その回復と簡素合理化が課題となった。特に、1981 年 3 月 16

日に発足した第二次臨時行政調査会（以下、第二臨調という）は、同年

7月 10 日に第 1次答申を提出し「増税なき財政再建」という基本理念

を打ち出し歳出削減による財政再建路線を選択する。さらに翌年の 7月

30 日に第 3次答申（基本答申）が提出され、総合調整機能強化の必要

性や各省庁の内部部局に関する再編合理化基準などが示された（17）。

　第二臨調以降、行政改革の検討は臨時行政改革推進審議会（以下、行

革審という）に引き継がれ、1983 年 7 月 1 日に発足した第一次行革審は、

（16） 村松岐夫著、『行政学教科書　現代行政の政治分析〔第 2版〕』、有斐閣、
2001、59 頁。通常、かかる影響力は政権与党から政府に対して浸透してくると
解されることが一般的であるが、その典型ともいえる族議員の影響力を政府が与
党に対して利用した例として、中曽根内閣の下で行われた国鉄民営化が挙げられ
る。中曽根は、運輸族であった三塚博の影響力を逆用することにより改革反対派
を押さえ込み民営化を成功させた、とされる（田中一昭著、「中曽根行革・橋本
行革・小泉行革の体験比較」［日本行政学会編、『橋本行革の検証』〔年報行政研
究 41〕所収］、ぎょうせい、2006、12 頁）。
（17） 臨調・行革審 OB会監修、『臨調　行革審　行政改革 2000 日の記録』、行政管
理研究センター、1987、143 － 146、191 － 204 頁参照。
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1985 年 7 月 22 日、「行政改革の推進方策に関する答申」を提出した。

同答申は、総合調整官庁による省庁レベルの総合調整体制の見直しとと

もに、当時、日本の経済発展と国際社会との関係性の深化などにより対

外政策や緊急事態への対応が大きな問題となっていたことから、内閣官

房に外政審議室を設置することや国防会議の安全保障会議への改組など

を求めた（18）。さらに、1990 年 10 月 31 日に発足した第三次行革審は、

1993 年 10 月 27 日の最終答申において、「内閣や総合調整機能の在り方

について、必要な改革や運営の活性化を図るべきである」として、内閣

総理大臣の指導力の発揮、内閣機能の充実・活性化、内閣官房の在り方、

各省庁レベルの総合調整などについて言及している（19）。そして、行革

会議の「最終報告」は、「内閣が『国務を総理する』任務を十全に発揮し、

現代国家の要請する機能を果たすためには、内閣の『首長』である内閣

総理大臣がその指導性を十分に発揮できるような仕組みを整えることが

必要である」とした上で、内閣機能強化を、合議体としての内閣そのも

のの機能強化、内閣総理大臣の指導性の強化、内閣及び内閣総理大臣の

補佐・支援体制の強化の 3つに分類した（20）。

　これらの答申を俯瞰すると、内閣機能強化が謳われるとき、それは総

合調整機能強化とほぼ同一視されている点、そして、その要として内閣

の補助機関である内閣官房が重要視されている点に共通性を見出せる。

そこで問題となるのは、内閣という合議制機関が政策形成・遂行の担い

手となろうとするとき、何故、総合調整機能の強化が同時に求められる

のか、という点である。それは、先に述べたように、行政権行使の一体

性と分担管理原則との相克である。

　現代国家が行政国家と称されるのは、経済社会の複雑化と国民のニー

ズの多様化に伴い政策の専門性が高まり国家の守備範囲が細分化されつ

（18） 田中一昭編著、『行政改革〈新版〉』、ぎょうせい、2006、12 頁。
（19） 臨時行政改革推進審議会事務室監修、『第三次行革審提言集』、行政管理研究
センター、1994、213、216 － 221 頁。
（20） 行政改革会議、前掲報告、9頁。
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つ拡大し、政府が政策を企画立案し遂行していくためには、専門家集団

としての行政機関（官僚制）に頼る部分が大きくならざるを得ないから

に他ならない。官僚制の権力の源泉はまさにその専門的知識にあり、そ

れは組織的に蓄積・継承され、組織自体の専門性を高めるだけではなく、

組織に所属する官僚個人の能力をも向上させる。さらに、そのようにし

て蓄積・継承された専門的知識は、外部に対する開放性を持たないが故

に、そうした蓄積能力を持たない他の政治的アクターに対して優位性を

獲得する手段となり、事態を当該行政機関が期待する方向で展開させ易

くなる（21）。

　こうしたメカニズムを前提としたとき、経済社会の多様化に伴う行政

の分担管理体制の深化という現象と、それに比例して国家行政組織法第

2条第 2項が規定するように「内閣の統轄の下に、・・・・国の行政機

関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体と

して、行政機能を発揮する」ことすなわち統一性をもった政策を企画立

案・遂行するために内閣における総合調整機能を強化する必要性とが生

じることとなる（22）。

　しかしながら、これらは二律背反的な問題でもある。分担管理体制の

深化は専門性の名の下に各行政機関の利害を増幅させ、内閣による総合

調整機能の障害となり得るからである。故に、後者を強化し、「合議体

としての『内閣』が、実質的な政策論議を行い、トップダウン的な政策

の形成・遂行の担い手となり、新たな省間調整システムの要として機能

できるよう」（23）にすることが求められるのであり、それこそが内閣機

能強化として位置付けられるのである。

　ところで、こうした内閣の一体性の確保は各府省間の政策調整と、こ

れを前提とした内閣レベルの総合調整という二重の仕組みを基本として

（21） 真渕勝著、『官僚』、東京大学出版会、2010、8 － 12 頁参照。
（22） 田中一昭著、『行政改革』、ぎょうせい、1996、33 － 34 頁、臨調・行革審 OB

会監修、前掲書、517 頁参照。
（23） 行政改革会議、前掲報告、9頁。
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いる。行革会議は「新たな省間調整システム」について、内閣官房によ

る総合調整、内閣府（担当大臣）による総合調整、省間調整システムと

いう 3類型を提示した（24）。かかる 3類型の内、省間調整システムとは、

各省に行政目的達成のための調整権を付与し、内閣や内閣総理大臣また

は内閣官房の指示を受けた府省もしくは当該課題を担当する府省を「調

整省」とし、これに関係各府省との水平的な調整を行わせる仕組みであ

り、中央省庁等改革基本法第 28 条において「政策調整」という用語が

用いられている。かかる政策調整について同条は同法第 4条第 5号の基

本方針（国の行政機関の間における政策についての協議及び調整の活性

化及び円滑化並びにその透明性の向上を図り、かつ、政府全体として総

合的かつ一体的な行政運営を図ること）に従い府省間における政策調整

のための制度を整備することとし、これを受けて内閣府設置法第 5条第

2項は、「内閣府は、内閣の統轄の下に、・・・・国家行政組織法（昭和

23年法律第120号）第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、

その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮しなけれ

ばならない」と定め、国家行政組織法は第 2条第 2項で「国の行政機関

は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案

を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連

絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければ

ならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様と

する」とともに同第 15 条において「各省大臣、各委員会及び各庁の長

官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整

を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関

係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該

関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる」と定めている。

　こうした分担管理原則の枠組みの中での政策調整を前提に、内閣の補

助機関としての内閣府（25）と内閣官房による内閣補助事務としての総合

（24） 同上、56 － 60 頁。
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調整が位置する。内閣府による総合調整は特定の内閣の重要政策に関し

内閣官房を助けて行われるものであるが（内閣府設置法第 3条第 1項、

第 3項、第 4条第 1項、第 2項）、内閣官房によるそれは、内閣として

最高・最終調整プロセスとしての位置付けを有している。このことは、

中央省庁等改革基本法には盛り込まれなかったが、2000 年 5 月 22 日の

第 18 回中央省庁等改革推進本部顧問会議において「政策調整システム

の運用指針（案）」を閣議決定とし、「政策調整システムの運用指針に関

する細則的事項として定めるべき事項（案）」を事務的な申合せとする

こととされ、同 30 日に「政策調整システムの運用指針」が閣議決定され、

同年 6月 1日に「政策調整システムの運用指針について」が事務次官等

会議申合せとして策定された。5月 30日に閣議決定された同指針は、「各

府省は、内閣官房が内閣の下における最高かつ最終の調整機関であり、

内閣府が特定の内閣の重要政策に関し内閣官房を助けて総合調整を行

う機関であること、並びに内閣官房及び内閣府が行う総合調整は内閣が

行政各部を統轄する高い立場から行われるものであることを十分踏ま

えて対応するとともに、内閣官房及び内閣府が迅速かつ的確な総合調整

（25） この点で内閣府は国家行政組織法第 3条第 2項に基づき設置される行政機関
とは異なる側面を有しているが、同法にいう「国の行政機関」と同様に、内閣総
理大臣を主任の大臣として分担管理事務を担っており、内閣の統轄の下にある行
政機関でもある。すなわち、内閣補助事務と分担管理事務とを所掌事務とする二
面性を有している。このように性格を異にする2種類の事務を所掌する内閣府が、
旧総理府と同様に各省と同じレベルに位置することとなるのか否かが問題とな
る。国家行政組織法は同法の規定を内閣府に対して原則適用しないことをその第
1条で明らかにしているが、同法第 2条第 1項、同条第 2項及び同法第 23 条が定
めるように、完全な適用除外とされているわけではない。それは、内閣府が分担
管理事務を担っていることから発生してくる問題であるが、にもかかわらず原則
的に適用除外としたことは、内閣補助事務を内閣府の主たる任務と考え（内閣府
設置法第 3条第 1項）、これを重視した結果であると考えられる。故に、分担管
理事務を所掌していたとしても、各省より「格上の機関」として位置付けられる
こととなる（宇賀著、前掲書、150 － 151 頁、田中一昭・岡田彰編著、『中央省庁
改革　橋本行革が目指した「この国のかたち」』、日本評論社、2000、108 － 109
頁参照）。
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を行うために必要かつ十分な情報の提供等の協力を行うものとする」と

している。

　このような内閣の一体性を確保する仕組みは、現在のところ、稀少な

例を除き（26）、活用され機能しているとはいい難く、殊に、政権交代以

降は、特定の問題について各大臣が別個に発言し、それが朝令暮改のご

とく打ち消され、内閣からは統一的な見解が表明されず、分担管理原則

に基づく行政各部の利害・主張が、官僚によってではなく主任の大臣で

ある政治家自身の手によって、却って増幅されているようにさえ見え

る（27）。何故、かかる事態が生じたのかについては、上に述べたような

内閣の総合調整のメカニズム、すなわち内閣官房による総合調整が最高・

最終のプロセスであったとしても、それは行政事務の分担管理体制を前

提として各省の合意を調達することである、ということの理解のないま

まに事務次官等会議を廃止したことに大きな原因がある。

　事務次官等会議（28）は、政治学者、行政学者、各種メディアにより官

（26） 府省間における政策調整システムの活用例については、牧原出著、『行政改
革と調整のシステム』、東京大学出版会、2009、255 頁以下を参照のこと。
（27） 真渕勝は、官僚が自身の役割をどのように捉えているかについて、政治との
関係性と社会との関係性という 2つの観点から整理し、政治の上に立ち社会とも
距離を置くべきと考える「国士型官僚」、政治と行政が対等・協力関係にあり社
会とも協調すべきと考える「調整型官僚」、行政は政治の下に置かれるべきであ
り社会からも距離を取るべきとする「吏員型官僚」があり、国士型官僚は政治家
や利益団体は自己の利益だけを見ており官僚だけが公共の利益という観点に立っ
ており、故に官僚は自律的に職務を遂行することが役割であると考え、調整型官
僚はその名の通り政治や社会の中にあるさまざまな利害を調整することが役割で
あると考え、吏員型官僚は官僚の自律性を守るため必要最小限の職務を行うこと
を役割とする、としている。そして、この自己防衛的で自身の役割を極小化する
吏員型官僚は、1980 年代中頃から現れ始め、2000 年代以降、その数が巨大になっ
てきているとする（同著、前掲書〔2010〕、27 － 31 頁）。
　 このような吏員型官僚が増大している中で、制度的な担保もないまま、「政治
主導」というスローガンを国民にアピールしようとすれば、それは主任の大臣た
る政治家の単なる自己主張に陥る危険性を孕んでいると考えられる。
（28） 事務次官等会議は、各府省の事務次官だけではなく、内閣法制局次長、警察
庁長官、金融庁長官が出席者として名を連ねる。
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僚主導の象徴として取り上げられてきた。同会議が内閣の意思決定の場

である閣議に先立ち予め閣議案件を調整・了承し閣議はそれを追認する

に過ぎなくなっているといった批判や、同会議の主宰者が内閣官房長官

とされていながら実際には事務担当の内閣官房副長官により主宰されて

いることへの批判がなされてきた。しかしながら、事務次官等会議にか

かる案件は事前に各府省間の調整と大臣の了解を経たものであり、同会

議はこれを閣議で取り上げるにあたって中身に誤りがないかを憲法その

他の法律との関係、政府内や与党との調整について最終確認を行うに過

ぎない（29）。すなわち、事務次官等会議は、翌日の閣議にかける案件を

調整・確認する場でしかないのである。

　こうした部門が存在することは、政府に限らず一定規模以上の組織に

おいては常識である。例えば、ある会社において取締役会が開かれると

き、俎上に載せる議案が事前の調整もないままに取締役会の「大衆討議」

に晒されることはない。会社によって名称はさまざまであるが、企画部

など経営の中枢部門を担う部署が取締役会の事務局となり案件を調整・

整理することは当然のことである。

　ある意味、事務次官等会議は、開催日が決まっているためにタイムリ

ミットが設定されることとなり、省庁間の調整機能の迅速化を促し、縦

割り行政の防波堤として機能していたともいえる（30）。もし、政治主導

（29） 真渕著、前掲書（2009）、74 － 75 頁。なお、1995 年から 2003 年（村山内閣
から第 1次小泉改造内閣）まで事務担当の内閣官房副長官を務めた古川貞二郎は、
同会議には 3つの役割があるとし、その 1つとしてこうした最終確認を挙げてい
る。また、古川は、その他に、同会議において総理大臣や官房長官の意向・方針
を各事務次官が一堂に会した状態で指示・伝達すること、さらに、他省庁から出
された議題や官邸の意向を各事務次官が所属する省庁に持ち帰り局長や審議官を
集めた幹部会議において伝達し、政府全体の重要案件について各府省内部で共有
するだけではなく、府省全体で共有する「横の連携」をもたらす役割があったと
している（『文藝春秋』〔2010 年 7 月号〕、289 頁）。
（30） 文部科学省の事務次官であった小野元之や経済産業省で事務次官を務めた北
畑隆生は、古川との上記誌上における座談会で、事務次官等会議の機能について、
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の確立や「内閣の下の政策決定に一元化」することによる官邸主導の確

立を目指すのであれば、慣行として行われてきた事務次官等会議を廃止

せず、逆に法定化し、その権限等を明確化し、かつ、副大臣会議（31）に

関する規定を整備しこれと結び付けることなどを通じて、協働性を確保

しつつ、各府省を掌握する手法もあったはずである。しかしながら、事

務次官等会議は廃止され、国家戦略局、行政刷新会議、税制調査会の設

置と国家戦略官等の政治的任用職を設け、以って政策決定過程における

政治主導を確立しようする政治主導確立法案が閣議決定された。当該法

案の検討を通じて、当該法案の目的とするところが達成される可能性に

ついて、以下、検討する。

このように述べている。なお、古川は、これに加えて、同会議が持つ情報収集機
能の有効性を強調する。各事務次官により持ち寄られる情報が総理大臣や官房長
官に上げられることで有事に対して即応可能であり、官房副長官は内閣と省庁を
つなぐ血流のようなものであると位置付ける（同上、290 頁）。
（31） 1999 年 7 月 26 日に議員立法によって成立した「国会審議の活性化及び政治
主導の政策決定システムの確立に関する法律」（国会審議活性化法）により、そ
れまでの政務次官制度を廃止し副大臣及び大臣政務官制度が導入されるととも
に、衆参両議院に常任委員会として国家基本政策委員会を設置すること（国会法
第 41 条第 2項第 13 号、同条第 3項第 12 号）、政府委員制度の廃止などが決めら
れた。同法第 9条は「内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、
副大臣会議を開くことができるものとする」と定めている。さらに、2001 年 1
月 6 日、同会議を、内閣官房長官の下、政務担当の内閣官房副長官並びに各府省
の副大臣により構成すること、内閣官房長官が主宰し内閣官房副長官が議長を務
めること、並びに、同会議は各副大臣の職務を円滑に遂行するために相互に連絡
調整を図るとともに、各府省の政策等に関し相互の調整に資するために開催する
ことを内容とした「副大臣会議の開催について」が閣議申合せとして策定された
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hukudaijinkaigi/index.html）。
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2．国家戦略局構想の検討

（1）国家戦略局構想の沿革

　内閣やその補助部局である内閣官房に政治任用スタッフを導入しよう

という動きは、民主党政権が誕生して以降のものではなく、行革会議の

「最終報告」を起点として、政治主導の確立と内閣機能強化という理念

の下、公務員制度改革の文脈において議論されてきた。行革会議は

1997 年 9 月 3 日の「中間報告」で「内閣官房は、内閣総理大臣により

直接選ばれた（政治的任用）スタッフによって基本的に運営されるべき

ものである。その際、行政の内外から優れた人材を登用する人事ルール

を確立するとともに、各省庁からの派遣・出向についても、派遣・出向

元の固定化や各省の定例的人事への依存を排除する必要がある」と

し（32）、この方針は「最終報告」にもそのまま盛り込まれた（33）。ただし、

行革会議は、公務員制度改革について、基本的な課題と検討の方向性を

示したにとどまり、その具体的検討は同年 4月 1日に設置された公務員

制度調査会に委ねられた。

　同調査会は、同年 11 月 11 日の「意見」において、内閣の主導性が遺

憾なく発揮されるような組織体制が求められていることに鑑み、内閣及

び内閣総理大臣の補佐・支援体制の強化を図ることが不可欠であるとの

観点から、「内閣官房等の人材確保についても、出向ポストの固定化や

出向元省庁の人事に合わせた人材登用等を排除し、内閣及び内閣総理大

臣のイニシアティブによる人材確保システムを整備する必要がある」と

した。そして、その具体策として、内閣及び内閣総理大臣が本省庁幹部

職員の中から内閣官房等の要員として適当であると判断した人材を採用

できるようにすること、また、新たな任期付任用制度を導入し外部から

（32） http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/0905nakaho-50.html
（33） 行政改革会議、前掲報告、114 頁。
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スタッフ職を登用し得るようにすることを検討すべきであるとしてい

る（34）。そして、1999 年 3 月 16 日に提出された「公務員制度改革の基本

方向に関する答申」において、内閣官房、各府省における政策スタッフ

職、専門職等に任期付任用制度による外部からの登用、内閣官房におけ

る内閣総理大臣補佐官等、内閣総理大臣のスタッフ職について、内閣総

理大臣の判断による政治的任用を検討すべきとした（35）。

　その後、2000 年 12 月 1 日に「行政改革大綱」が閣議決定されると、

公務員制度改革はその主たる舞台を内閣官房に移し、2001年 12月 25日、

「公務員制度改革大綱」が閣議決定され、当該大綱に基づく具体的制度

設計は内閣官房行政改革推進事務局に引き継がれていくこととなる（36）。

　同事務局公務員制度等改革推進室は、「公務員制度改革大綱」の閣議

決定に先立ち、同年 3月 27 日、「公務員制度改革の大枠」を策定、「新

しい時代に合致したあるべき姿を白紙から構想し、それを実現すること」

が求められているとし、「中央省庁改革の趣旨を踏まえ、『政策調整シス

テム』に基づき、公務員制度全般にわたる抜本的な改革の具体化に向け

た検討を迅速に行う」と述べ（37）、「中央省庁改革の趣旨を踏まえ、政治

主導の下で、各府省の枠にとらわれず総合的・戦略的な政策立案を行う

機能を高めるため、内閣・内閣総理大臣を支えるスタッフとして、各府

省や民間企業等から選抜されたメンバーから成る『国家戦略スタッフ群

（仮称）』を創設」し、さらに「各大臣を政策立案面で直接補佐するスタッ

フの充実を図る」とした（38）。 一方、「公務員制度改革大綱」は、国家戦

略スタッフの位置付けについて、「中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、国

（34） 総務庁人事局監修、『新たな時代の公務員制度を目指して　公務員制度調査
会の基本答申』、ぎょうせい、1999、134 － 135 頁。
（35） 同上、81 頁。
（36） 櫻井敏雄著、「公務員制度改革の経緯と今後の展望」（『立法と調査』275 号所
収）、2008、7 頁、田中編著、前掲書、249 頁。
（37） 内閣官房行政改革推進事務局公務員制度等改革推進室、「公務員制度改革の
大枠」（2001 年 3 月 27 日）、2、11 頁。
（38） 同上、9頁。
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政運営における内閣なかんずく内閣総理大臣の指導性を強化する観点か

ら、その時々の内閣が実現を目指す国家的重要政策に応じて、内閣総理

大臣が自らの判断に基づき、・・・・内閣の重要政策の企画立案・総合

調整等に従事する職員」とし、さらに「既存の内閣官房の組織・業務を

前提として、その時々の内閣総理大臣自らの判断に基づき配置」すると

している（39）。また、大臣スタッフについては、「その企画立案を直接補

佐し、その政策の円滑な実施を図るため、官房審議官の活用、任期付職

員の採用等」によりその充実を図るとした。

　また、当時、政権与党であった自民党の国家戦略本部国家ビジョン策

定委員会は、2002 年 3月 13日、「政治システム」と題する最終提言を発

表した。同提言は、内閣の政治主導を確保するため常設機関として「国

家戦略会議」を創設、これを外交政策やその他の重要課題の要と位置付け、

政治任用による常勤のメンバーで構成するとしている（40）。なお、同委員

会は、かかる提言の中で、政治家による行政執行への過剰な介入を縮小

させるため、内閣提出案件に関する党の事前承認制を廃止し事前審議制

に移行させ、政策調整大臣（無任所）を任命しこれを政務調査会長に兼

任させることなどを通じて内閣・与党の政策決定の一元化を図り、また、

事務次官等会議を廃止し、閣議を最高レベルの実質的な総合調整の場と

することなどを提案している。こうした提言は制度化されるに至らな

かったが、与党による政府提出案件の事前承認制という慣行による「政府・

与党の二元体制」には、小泉内閣の登場と当該政権において展開された

郵政民営化法案をめぐる攻防を通じて、大きな変化がもたらされた（41）。

（39） 「公務員制度改革大綱」（2001 年 12 月 25 日閣議決定）、31 頁。当該大綱は、
国家戦略スタッフの採用について可能な限り公募制を活用し、その審査は内閣総
理大臣を中心に行うこと、出身府省等によるポストの固定化を防止すること、内
閣官房が主体的に任期の決定、配置などの人事管理を行うこと、必要に応じて内
閣官房の職員が当該スタッフを補佐することなどを定めている。
（40） 自由民主党国家戦略本部国家ビジョン策定委員会、「政治システム」（最終提
言）〔2002 年 3 月 13 日〕、4頁。
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　ところで、「公務員制度改革大綱」の閣議決定以後、杳として進展を

見せなかった公務員制度改革は、2006 年 9 月 26 日に成立した安倍内閣、

翌年 9月 26 日に発足した福田内閣の下で徐々に動き始め、2008 年 6 月

6 日、第 169 回国会（常会）において「国家公務員制度改革基本法」が

成立する。当該基本法は「議院内閣制の下、政治主導を強化し、国家公

務員が内閣、内閣総理大臣及び各大臣を補佐する役割を適切に果たすこ

ととするため」（第 5条第 1項）、「内閣官房に、内閣総理大臣の命を受け、

内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣

を補佐する職（以下この項において『国家戦略スタッフ』という。）を、

各府省に、大臣の命を受け、特定の政策の企画立案及び政務に関し、大

臣を補佐する職（以下この項において『政務スタッフ』という。）を置く」

としている（同項第 1号）。さらに、同項第 2号に「国家戦略スタッフ

及び政務スタッフ（以下この号において『国家戦略スタッフ等』という。）

の任用等については、次に定めるところによるものとすること」と規定

し、当該スタッフを特別職とすること、公募の活用などにより行政内外

から人材を登用することを可能とした。

　こうして、内閣官房や各府省にスタッフ職を配置するためのいわゆる

「プログラム法」は成立したが、ここで問題となるのは、「公務員制度改

革大綱」や国家公務員制度改革基本法にいう「国家的重要政策」や「内

閣の重要政策」とは何を指すのか、さらに国家戦略スタッフはこれらに

どこまで関与するのか、という点である。

　橋本行革の成果の一つとして、内閣法第 4条第 2項による内閣総理大

臣の閣議における発議権の明文化が挙げられる。かかる発議権は「内閣

の重要政策に関する基本的な方針その他の案件」についてとされている

が、これが何を指すのかについては中央省庁等改革基本法第 6条が「内

閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針（対外政策及

（41） 飯尾著、前掲書、200 － 201 頁、山口二郎著、『内閣制度』、東京大学出版会、
2007、208 － 211 頁参照。



392

び安全保障政策の基本、行政及び財政運営の基本、経済全般の運営及び

予算編成の基本方針並びに行政機関の組織及び人事の基本方針のほか、

個別の政策課題であって国政上重要なものを含む。以下同じ。）について、

閣議にかけることができることを法制上明らかにするものとする」とし

て明示している。そして、内閣法第 12 条第 2項第 2号により内閣官房

が「内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに

総合調整に関する事務」を新たに所掌することとなったのは、内閣総理

大臣の発議権の明確化を受けて、これを補佐する体制を強化するためで

あるとされる（42）。この文脈で考えれば、国家公務員制度改革基本法等

にいう「内閣の重要政策」も、内閣法第 4条第 2項及び第 12 条第 2項

第 2号にいう「内閣の重要政策」と同一のものと解される。

　また、先に述べたように、「公務員制度改革大綱」は国家戦略スタッ

フを「内閣の重要政策の企画立案・総合調整等に従事する職員」として

いるが、国家公務員制度改革基本法は「内閣の重要政策のうち特定のも

のに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職」と位置付けてい

る。この両者の表現の違いは、2001 年 6 月 29 日、行政改革推進本部が

決定した「公務員制度改革の基本設計」と、麻生内閣において、2009

年 3 月 31 日、第 171 回国会（常会）に提出された「国家公務員法等の

一部を改正する法律案」（閣法第 62 号）を見ることによって理解し得る。

前者は、当該スタッフは「内閣総理大臣による政策立案を助ける者とし

て内閣総理大臣を直接支えるポストに配置することを基本とするが、具

体的な配置は内閣総理大臣が決定する」（43）とし、また、後者は、内閣

総理大臣補佐官を廃止しこれに替えて内閣官房に国家戦略スタッフを設

置するとされていた。すなわち、この時点においては、内閣法第 19 条

第 2項に定められた「内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、

（42） 宇賀著、前掲書、98、115 頁。なお、この他、内閣法第 12条第 2項第 4号の
新設、同第 3号及び第 5号の改正により、内閣官房に企画立案権が付与されている。
（43） 行政改革推進本部、「公務員制度改革の基本設計」（2001 年 6 月 29 日）、22 頁。
なお、かかる記述は「公務員制度改革大綱」では用いられていない。
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及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する」職を、

「内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施

策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画及び立案につい

て、内閣総理大臣を補佐する」（改正後の内閣法第 20 条第 3項）職に置

き換えることとされていたのである。

　このことは、内閣官房に付与されている企画立案権が誰の手によって

担われることになるのか、そして、国家戦略スタッフはかかる企画立案

権にどこまで関与し得る存在となるのかによっては核心的な問題となり

得る。すなわち、「公務員制度改革の基本設計」や「公務員制度改革大綱」

にいう「内閣の重要政策の企画立案・総合調整等に従事する」こと、そ

して国家公務員制度改革基本法が定める「内閣総理大臣の命を受け、内

閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を

補佐する」とは、具体的にどのような意味内容を有するのかという問題

である。

　内閣官房に付与されている企画立案権は、行革会議の「最終報告」に

も中央省庁等改革基本法にも登場しなかったにもかかわらず、内閣法改

正案の中に盛り込まれ設置された 3名の内閣官房副長官補によって担わ

れているのが実態である（44）。内閣法第 16 条第 2項は「内閣官房副長官

補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を

受けて内閣官房の事務（第 12 条第 2項第 1号に掲げるもの並びに内閣

広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。）を掌理する」と定

めており、同法第 12 条第 2項第 2号以下の企画立案や総合調整を担っ

ていることは明らかである。そして同副長官補は、国家公務員法第 2条

第 3項第 5号の 3により特別職とされているが、財務省、外務省、警察

庁（ないし防衛省）出身者が任命されているのが現状である（45）。国家

（44） かかるポストが登場した背景とその問題点については、田中・岡田編著、前
掲書、99 － 104 頁を参照のこと。
（45） 2011 年 1 月 14 日に発足した菅第 2次改造内閣においてもこの点は変わって
おらず、財務省会計センター所長兼財務総合政策研究所所長、外務省大臣官房長、
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戦略スタッフと内閣官房副長官補との関係は、内閣総理大臣補佐官と彼

らとの関係とは異なったものとなり得るのか否か、権限配分を如何にす

るのかについては明確にはされていない。

　ところで、こうした企画立案権の問題だけではなく、「公務員制度改

革大綱」と国家公務員制度改革基本法とでは、国家戦略スタッフが関与

する事務に違いが見られる。当該大綱において国家戦略スタッフは総合

調整にも従事することとされていたにもかかわらず当該基本法において

はこれが外されている。同法はこれを内閣官房に内閣人事局を設置、内

閣の人事管理機能を強化することで解決しようとしている（同法第 5条

第 2項、第 11 条）。かかる方針は「国家公務員法等の一部を改正する法

律案」（閣法第 62 号）に反映されているが、同改正案は衆議院の解散に

伴い廃案となり、国家戦略スタッフについての制度設計は、その詳細が

詰められることなく具体像が曖昧なまま（46）、総理直属の国家戦略局設

置を謳った民主党政権へと引き継がれていくこととなるのである。

（2）国家戦略局構想の問題点

　政治主導確立法案は、内閣法、内閣府設置法、国家行政組織法の一部

改正を軸に、その他関係法令の改正を含む内容となっているが、その主

たる目的は国家戦略局、行政刷新会議の設置と内閣官房等における政治

任用制度の拡充である（47）。同法案では、先に述べたように、総理大臣

決定や閣議決定によって設置されている国家戦略室の局への格上げによ

る経済財政諮問会議の廃止と行政刷新会議に法的な存立基盤と権限を付

与することを目指すと同時に、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官を

防衛省大臣官房長経験者が当該ポストに就いている（2011 年 1 月 18 日現在）。
（46） 政木広行著、「国家公務員制度の総合的な改革の第一歩　～国家公務員制度
改革基本法案～」（『立法と調査』284 号所収）、2008、12 頁。
（47） 久保田正志著「政治主導の確立を目指して　～政府の政策決定過程における
政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案～」（『立法と調査』
302 号所収）、2010、4 － 5 頁。
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増員、さらに内閣官房に内閣政務参事、同政務調査官を、国家戦略局に

国家戦略官を設置するとともに、各府省に政務調査官を置くこととして

いる。これらはいずれも特別職として置かれるものであり、国家公務員

制度改革基本法が政治任用のスタッフ職拡充を求めていたことを受けて

のものである（48）。

　また、かかる内容を盛り込んだ同法案は、当然のことながら、政府に

大臣・副大臣・大臣政務官の他、大臣補佐官など国会議員約 100 人を配

置し、政務三役（大臣・副大臣・大臣政務官）を中心に政治主導で政策

を立案、調整、決定すること、閣僚委員会の活用により、閣僚を先頭に

政治家自ら困難な課題を調整し、事務次官会議を廃止し、意思決定は政

治家が行うこと、官邸機能を強化し、総理直属の国家戦略局を設置し、

官民の優秀な人材を結集して、新時代の国家ビジョンを創り、政治主導

で予算の骨格を策定すること、国民的な観点から、行政全般を見直す行

政刷新会議を設置し、全ての予算や制度の精査を行い、無駄や不正を排

除することなどを謳った、民主党が2009年7月27日に発表したマニフェ

ストを受けたものでもある。

　ところで、同法案によれば、国家戦略局は「経済全般の運営の基本方

針、財政運営の基本、租税に関する政策の基本及び予算編成の基本方針

の企画及び立案並びに総合調整に関する事務」と「第 12 条第 2項第 2

号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が指定するもの」を所掌事務とする

としている（改正後の内閣法第 15 条第 2項）。そして、かかる事務を掌

る同局の局長には内閣官房副長官が充てられ（同条第 4項）、その下に

所掌事務のうち「特定のものに参画し、政務を処理する」国家戦略官 1

名を設置（同条第 5項、第 6項）、彼らを内閣政務参事が「内閣の重要

政策に関する基本的な方針及び閣議に係る重要事項のうち特定のものに

関する企画及び立案並びに政務に関し」て補佐し（同第 22 条第 3項）、

内閣政務調査官が「国家戦略局長、国家戦略官及び内閣政務参事に対し、

（48） 同上、8頁。
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政務に関し、必要な情報の提供その他の補助を行う」こととされている

（同第23条第3項）。なお、同政務参事及び同政務調査官は内閣官房長官、

同官房副長官に対しても同様の職務を行う。さらに内閣官房副長官補が

掌理する事務から国家戦略局が所掌する事務を除くこととしている（同

第 17 条第 2項）。すなわち、国家戦略局は、官僚を徹底的に排除し、以っ

て政治主導による政策の立案、調整、決定を行おうとしている。

　また、内閣府に置かれる行政刷新会議は、内閣総理大臣を議長とし、

内閣官房長官、行政刷新担当大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣及

び内閣総理大臣が任命する有識者等によって構成され（改正後の内閣府

設置法第 21 条第 1項、第 22 条第 1項、同第 2項）、「内閣総理大臣の諮

問に応じて行政の刷新に関する重要事項について調査審議すること」（同

第 19 条第 1項第 1号）、「行政の刷新に関する重要事項に関し、内閣総

理大臣に意見を述べること」（同第 2号）、「行政の刷新に関する重要事

項に関する施策の実施を推進すること」（同第 3号）を所掌事務とする。

さらに、同会議は、専門の事項を調査させる必要がある場合、内閣総理

大臣が任命または指名する国会議員、有識者及び行政刷新会議議員に

よって構成される専門委員会を設置することができるとされている（同

第 23 条の 2第 1項、第 2項）。これにより、現在、「事業仕分け」を行っ

ているワーキンググループのメンバーについても法的な位置付けが与え

られることとなる（49）。また、当該法案において「行政の刷新」とは「国

民の視点に立って行う国の行政に関する予算及び制度その他国の行政全

般の在り方の刷新並びにこれに伴い必要となる、国、地方公共団体及び

民間の役割の在り方の見直し」と定義され（同第 4条第 1項第 3号の 2）、

かかる事務を掌理する内閣府特命担当大臣が行政刷新担当大臣となる

（同第 19 条第 2項）。すなわち、「行政の刷新」には予算の在り方の刷新

が含まれ、これを行政刷新担当大臣が担うこととなる。

　ところで、政権交代直後は自民党政権下で作成された 2010 年度予算

（49） 同上、7頁。
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の概算要求を斥け、国家戦略室が新たに「平成 22 年度予算編成の方針

について」を作成（2009 年 9 月 29 日閣議決定）、行政刷新会議が国民

の期待を背に前政権が作成した予算を事業仕分けにより刷新するという

舞台が用意されていたが（50）、それ以降は、政府が企画立案する基本方

針に基づいて編成した予算を自ら「仕分け」ることになる。それ自体は

予算編成についていわゆる PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルを

内閣レベルで行うというに過ぎないが、問題となるのは、かかる「仕分

け」を行う専門委員会の委員に内閣総理大臣によって任命される国会議

員が入る点である。条文上は「国会議員」であるので野党議員を委員に

任命することは可能であるが、現実にはそうした登用は考え難く、与党

議員から任命されると想定される。かかる場合、「仕分け」の政治的中

立性、公平性が担保されるのかが疑問となる。国会議員は、その存立基

盤を有権者の支持に依存しているため、当該委員会が「刷新」の名を借

りた予算配分をめぐる政治的闘争の場と化してしまう可能性がある。ま

た、行政刷新会議が「仕分け」を行い、廃止、見直し、縮減といった判

断を下した場合、そもそも対象となっている予算が、国家戦略局が企画

立案する「予算編成の基本方針」の下で編成された予算案を「全会一致」

で閣議決定し、かかる内閣を構成する議会内多数派の議決を経たもので

あることから、政府・与党の一元化の深化に比例して、政府が自己矛盾

を抱え込む可能性を秘めており、それ故に、国家戦略局による総合調整

がどこまで機能するのかが重要となる。

　国家戦略局の所掌事務や人員構成は先に述べた通りであるが、ここで

注目すべきは、その所掌事務の多大さに比べてこれを掌理ないしは処理

する職員が極めて少ないこと、並びに、事務方との調整が考慮されてい

ない点である。内閣政務参事や同政務調査官はスタッフ職であり、「政

務に関し」て補佐・補助を行うこととされており、さらに、国家戦略局

（50） 櫻井敏雄著「官邸機能の強化と行政全般の見直し　～『国家戦略室』と『行
政刷新会議』の設置～」（『立法と調査』300 号所収）、2010、10 頁以下参照。
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長の下に置かれる国家戦略官もまた「政務を処理する」こととされてい

る（51）。行政法上、「政務を処理する」とは国会等との連絡調整という政

治的職務を行うことを意味し（52）、事務方すなわち各府省で所掌事務の

実務に携わる官僚との連絡調整を行うことは意味していない。

　経済財政諮問会議が担ってきた事務を吸収し、内閣官房という最高・

最終の総合調整プロセスの場において枢要な位置を占めることになる国

家戦略局の設置を構想するにつき、この点が考慮されなかった理由につ

いては、鳩山内閣発足時に副総理兼国家戦略担当大臣であった菅直人（現

総理大臣）の発言に表れている。菅副総理（当時）は、2009 年 9 月 18 日、

閣議後の定例会見において、国家戦略局について報道により官僚に伝わ

ることで既に相当な役割を果たしているとし、私見としつつ、当該機関

は「役所であって、あるいは役所ではな」く、「脱官僚政治を、官僚依

存政治を脱却するための、ある種の戦略本部であり、それに関連するい

ろいろな作業なり、実務を担う部隊」であると述べている（53）。すなわち、

少なくとも彼にとって、当該機関設置の目的は、その所掌事務を遂行す

ることではなく、官僚を排除することであったと考えられ、かかる推測

が正しければ、官僚との連絡調整など必要ないとの考えに至るのは必然

である。

　しかしながら、先に述べたように、日本の内閣制度は分担管理原則に

基づいた行政各部の存在を前提としており、その行政各部で実務に携わ

るのは官僚である。その官僚との連絡調整体制を確保しないまま、政務

三役会議で政治家が政策を立案、調整、決定しようとすれば、却って行

（51） 政治主導確立法案はその第 6条で「国会法（昭和 22 年法律第 79 号）の一部
を次のように改正する」とし「第 39 条、第 42 条第 2項ただし書、第 69 条第 1項、
第 70 条、第 71 条、第 73 条及び第 96 条中『内閣官房副長官』の下に『、国家戦
略官』を加える」ことにより、国会議員と公務員の兼職禁止の例外規定を設ける
とともに、当該職を政務官クラスのポストとして置くこととしている。
（52） 宇賀著、前掲書、161 頁、久保田著、前掲論文、5頁。
（53） http://www.cao.go.jp/minister/0909_n _kan/kaiken/2009/0918kaiken.html 
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政各部を分断し、孤立化させる危険性が大きい。何故なら、いわゆる

55 年体制の下で醸成されてきた族議員に象徴されるように、政治家は

官僚以上に自己の利害関係を重視する存在だからである。政治主導確立

法案は、国家戦略局に総合調整機能を集中させることで「横の連携」を

確保しようとしているが、その膨大な所掌事務を掌理するのは国家戦略

局長 1人であり、かつ、事務次官等会議の廃止も含めて官僚との連絡調

整ルートを確保していない体制では、国家戦略局がその機能を発揮し得

るとは考え難い。もし、最終的に内閣総理大臣や官房長官による総合調

整により処理できると想定しているならば、個人の資質に依存する度合

いが大きくなり、組織の制度設計としては極めて不備があるといわざる

を得ない。

　そもそも、国家戦略局の所掌事務は、官僚機構が取得・蓄積している

情報に基づかなければ処理することなど不可能であり、また、最高・最

終の総合調整機能を担う内閣官房が如何なる方針で国政を運営しようと

しているのかを官僚に直接伝達しなければ、各府省で解釈の違いが生じ

かねず、内閣が最高の行政機関として官僚を統制しつつ執政機能を発揮

することなどできようはずがない。

　当該法案の審議は、2010 年 11 月 19 日、第 176 回国会（臨時会）衆

議院内閣委員会において漸く趣旨説明聴取が行われたが（54）、同年 12 月

3 日の内閣委員会において閉会中審査の申し出が決せられた状態であ

り、今後、如何なる展開を見せるのかは未知数であるが、当該法案がそ

のまま成立した場合、国家戦略局だけではなく内閣官房自体が機能不全

に陥りかねず、所掌事務を絞り込むか、さもなくば国家戦略官の増員を

視野に入れるかするとともに、何がしかのかたちで第 1次情報を保有・

蓄積している官僚との協働体制を再構築する必要性があると思われる。

（54） http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000217620101119005.
htm
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結　び

　橋本行革以来、内閣のスタッフ機能を充実させ、合議制機関たる内閣

及び内閣総理大臣の総合調整機能を強化しようとする試みは、行政改革

の底流を貫くテーマであったといってよいであろう。しかしながら、そ

れは政と官を分断することを目指していたのではなく、分担管理原則と

議会内多数派の支持を前提とした日本の内閣制度の枠組みの中で、内閣

が一体性を確保し、かつ、政が官を統制しつつ、その執政機能を遺憾な

く発揮させることが目的であったはずである。

　政治主導とは、行政各部においても、内閣レベルにおいても、政によ

る官の統制と協働の規範を確保しつつ、前者が後者の有する専門性を活

用してこそ成立するものであり、官僚を排除して成り立つものではない。

2009 年 10 月 29 日、参議院本会議の質疑において、鳩山由紀夫総理大

臣（当時）は、政治主導について「政治家自らが汗をかく、そして最終

的な結論、意思、政策に関して政治家が責任を取るということ」とした

上で、「従来、ややもすると、官僚に依存をし、官僚を悪者にして政治

家が自らの人気を取るような風潮は戒めなければならない」と答弁して

いる（55）。かかる認識自体は自然なものであるが、そのような認識を示

した総理自身が 7ヵ月後の 2010 年 5 月 28 日の記者会見において、官僚

から知恵・知識を提供されながら最終的な決断を政治家が行うという方

向で努力してきたが、政治家が片意地を張り過ぎて全てを自分たちで考

えるという発想があり、官僚の知識・知恵の提供を十分に受けないまま

行動してきた傾向があったことを認めている（56）。すなわち、「官僚依存」

なるものについて充分な検証もないまま、全てを政務三役会議で決定し

ようとした結果、官僚制の有する専門性を活用する途を自ら遮断してし

（55） 第 173 回国会参議院会議録第 2号（2009 年 10 月 29 日）、16 頁。
（56） http://www.kantei.go.jp/jp/hatoyama/statement/201005/28kaiken.html
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まい、政治主導ではなく「政治家主導」に陥ってしまったと考えられる。

　先に述べたように、官僚依存の象徴とされてきた事務次官等会議も、

各府省間での調整と大臣の了解を経たものを閣議にかけるにあたって誤

謬がないか否かを最終確認する場でしかない。さらに、官僚は議会内多

数派の同意を調達しなければ何も為し得ない存在であり、その議会内多

数派が内閣を構成している以上、分担管理原則の下で、各府省の所掌事

務を基盤にしながら、各府省間や与党内にあるさまざまな意見を調整し、

政権の方針に沿うように組み上げることが官僚の活動領域となることは

必然である。こうした活動を官僚依存や官僚政治と呼ぶならば、官僚制

というものが存在する以上、全てがそのようにいわれなければならなく

なる。もし、そこに政治、特に執政部の方針が反映されていないとすれ

ば、如何なる予算案や法律案も議会を通過しないこととなるであろう。

　国家戦略局構想は、内閣の執政機能を強化しようとするものであり、

政治主導、特に官邸主導の要となるものであるが、官僚制との連絡調整

体制を整備せずに真の官邸主導の確立は困難である。ある政策について、

内閣なかんずく内閣総理大臣が如何なる方針で臨もうとしているのかを

行政各部で実務に携わる官僚に徹底させてこそ、与党と行政各部との間

で醸成される影響力を抑制することが可能となる。故に、閣僚レベルの

調整もさることながら、内閣の補助部局たる内閣官房と各府省の官僚と

の連絡調整体制の確保が重要となる。当該体制が整備されなければ、行

政各部を指揮監督する主任の大臣が自身の考える方向性に従って閣内不

一致ともいえる発言を繰り返し、政府の羅針盤が定まらない状態が続く

こととなるであろう。

　内閣の総合調整機能の要諦は当該内閣の国政の基本方針を明確にし、

これを行政各部に浸透させることにある。そのためには分散された所掌

事務を担っている官僚からの第 1次情報を官邸に集約させるルートを確

保し、これを補助部局で分析、かかるルートを通じて各府省にフィード

バックすることが必要であり、そのための国家戦略局でなければならな

いはずであるが、先に述べたように、政治主導確立法案が想定している
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同局の制度設計には危惧を抱かざるを得ない。

　菅第 2次改造内閣は、2011 年 1 月 21 日、各府省の事務次官等を招集、

試行錯誤や行き過ぎがあったことを認め、「政治家のルートと並行して

各省庁の事務次官なり、局長なり、それぞれのレベルでの調整が必要だ

ということは当然のこと」とし（57）、軌道修正を行った。しかしながら、

かかる軌道修正が、現在の政治状況を乗り切るための一時の方便に過ぎ

ないのか、それとも現行の内閣制度の下で政官関係のあるべき姿を模索

し始めたものであるのか否かは判然とせず、第 177 回国会（常会）にお

ける政治主導確立法案の審議の行方、また、成立した場合の運用が注目

されるところである。

 （2011 年 2 月 1 日脱稿）

（57） http://www.kantei.go.jp/jp/kan/actions/201101/21kunji.html


