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①  大阪関連  
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第 124回 地域政党「大阪維新の会」とは何か（上） 
 

 「大阪維新」「大阪都構想」が注目を集めている。だが地域政党「大阪維新の会」の発足の

由来についてはあまり知られていない。筆者は 2011年6月から 12月まで維新の会の政策

特別顧問を務めていた。今回と次回は、地域政党「大阪維新の会」の由来と活動について紹

介したい。 

 

●橋下知事当選から 2年後に発足 

 

 地域政党「大阪維新の会」は、2010年 4月 19日に大阪府議団を中心に 33人の議員が集

まって発足した。これは橋下徹氏が知事に当選した約2年後のことである。しばしば「橋下氏

は維新の会から出て知事になった」と誤解されるが、そうではない。橋下氏は、2008 年の知

事選で、府議会議員だった松井一郎（現知事）・浅田均（現府議会議長）の両氏が所属してい

た自民党と公明党の推薦で知事に当選した。その 2年後に橋下・松井・浅田の 3人が合流し

て維新の会ができた。 

 

 発足時の代表には橋下知事が、幹事長には松井一郎議員が、そして政調会長には浅田

均議員が就任した。立ち上げに際し作成した党の綱領と「大阪再生マスタープラン」には、

「府市統合」「広域行政の一元化」など、今取り組んでいるテーマがほとんど書かれていた。 

 

 結党 1年後の 2011年 4月に統一地方選挙があった。維新の会は大阪府議会で過半数を

獲得し、大阪市議会と堺市議会では過半数に届かなかったものの第一党に躍進した。また

同年 11 月の大阪府知事と大阪市長のダブル選挙では、橋下徹市長、松井一郎府知事を同

時に当選させた。 

 

●「地域政党」の着想の原点 

 

 地域政党の着想のきっかけは 10年以上も前に遡る。1999年から 2000年にかけて大阪市

長・府知事選挙が行われた。立候補した磯村隆文市長と太田房江府知事はともに自民党推

薦を受けていたが、全く異なる政策を掲げていた。大阪では当時から二重行政が課題とさ

れていたが、太田氏は府が大阪市を吸収する「大阪新都構想」という案を、磯村氏は大阪市

が府から独立する「スーパー政令市制度」を主張していた。浅田氏は「対立する両者を自民

党本部が同時に推薦するのはおかしい」と党幹部に詰め寄った。しかし「地域で決めてもら

うより仕方がない」という答えにとどまり、それでいて推薦の決定権は党本部が持ったまま

だった。 



 

 それ以来、浅田氏と仲間の議員たちは、「地域課題については地方が独自に決められる

ようにすべきだ。中央と地方の関係は、本部と支部という関係ではなく、それぞれの地域で

独立している支部の連合体に再構成する必要がある」と考えるようになった。それがやがて

「地域政党」、ローカルパーティの構想となった。 

 

 そしてついに 2007 年の統一地方選挙で浅田氏（当時、自民党府議団副幹事長）は自身の

選挙公約に「地域政党（ローカルパーティー）設立をめざす」と掲げた。これはまさに自民党

の中における地方分権運動だった。 

 

 2008年 2月の府知事選挙後に、橋下氏は浅田氏の選挙公約にある「ローカルパーティ」と

いう言葉に目を留め「これは何か」と質問をする。浅田氏はこう説明をした。「自民であれ、民

主であれ、既存政党は何事も東京の本部で決めて地方はそれに従う構造になっている。地

方の意向が反映されない党運営をしている。国の分権化には政党の分権化も必要だ。その

ためにはローカルパーティという形がいい」。橋下府知事は、強く関心をそそられた様子だ

った。それから 2年後の 2010年4月、大阪維新の会は船出した。 

 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆───────────── 
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第 123回 どうなる大阪の府市統合  

---（2）統合本部は 4つの機能で構成 

 
 前回は大阪の府・市統合本部の概要を説明した。今回は、その役割と体制について解説する。 

 

●本部会議、タスクフォース、戦略会議、事務局から構成 

 

 統合本部は府と市が共同で設置した組織である。事務局は大阪府の咲洲庁舎にある。そこに職

員約 50 人が府と市の両方から出向して仕事をしている。統合本部の機能は大きく 4 つに分かれ

る。 

 

 1 つは統合本部会議、2 つめは統合対象と分野ごとに設置されたプロジェクトチームやタスク

フォースである。3 つめは重要政策課題に関して議論するための都市魅力創造会議やエネルギー

戦略会議、新大学構想会議（予定、仮称）などの会議体である。そして4つめが本部事務局であ

る。 

 

（1）統合本部会議 

 統合本部会議は4月末までに計9回開催された。毎回、橋下市長・松井知事のツートップのほ

か、主要な特別顧問が出席する。議題によって、府と市の各局の担当幹部や副知事、副市長、あ

るいは担当分野の特別参与も出席する。メンバーは固定せず、議題に応じて必要な人が集まって

知事、市長と議論する。 

 

 今までのところ、ほぼ10日ごと1回2～3時間にわたってツートップが公開の場で具体案件に

ついて議論する。知事、市長のスケジュールはどこの県でも多忙を極める。そのなかで2人はこ

れだけ多くの時間をこれに割いている。いかに統合にエネルギーをかけているかがわかる。 

 

 議題は、1月は主に教育基本条例と公務員基本条例を議論した。教育委員や府と市の総務局長、

総務部長も参加して条例の案文をめぐって、喧々諤々（けんけんがくがく）の議論が続いた。そ

れ以外にも、たとえば大阪の将来インフラや電力政策、さらに下水や地下鉄、港湾、ごみ収集な

どのタスクフォースの中間報告があった。 

 

（2）タスクフォース 

 タスクフォースのメンバーは、統合対象となる各組織の職員である。たとえば大学統合のタス

クフォースチームの場合は、府立と市立の両大学の学長や幹部教職員、設置者としての府庁、市

役所の担当部門の職員などから構成される。府と市は都庁として統合されるが、いまのところテ

ーマを大きさによって A・B・Cの 3つに分けている。大きなテーマは A、中ぐらいは B、そして

小さなものはCとし、このうちA（地下鉄、水道など）とB（信用保証協会、ミュージアムなど）

についてタスクフォースを置いている。そして府市両方からデータを出し合い、改善点を討議し、

ものによっては民営化等の可能性も含めた将来の事業と組織の姿を検討する。 

 



 ちなみに、地下鉄についてはタスクフォースより上位のプロジェクトチームが置かれている。

ここには筆者のほか2人のコンサルタント（特別顧問、特別参与）、関西の私鉄大手のメンバー

が参与として参加している。地下鉄は民営化が前提だ。そこでコストを私鉄並みにするにはどう

するかが大きな議題である。技術の専門知識が必要なので、私鉄の技術者も特別参与として参加

している。 

 

（3）戦略会議 

 各種の戦略会議はいまのところ、（i）都市魅力創造会議（都市空間の中で文化施設や美術館

イベントなどの集客の魅力づくり）、（ii）関西電力に対する株主提案などの案をつくるエネル

ギー戦略会議、（iii）大学の統合を考える新大学構想会議（設置準備中、仮称）の3つである。 

 

 いずれもメンバーは外部委員（特別参与、特別顧問）が中心で、通常の各種審議会やあり方懇

談会に相当するものである。ただし、委員は府と市の両方から委嘱され将来の都のあり方を考え

ながら提言していく。出てきた提言案は統合本部会議にかけられ、最終的には府市の各部局の計

画に反映されていく。 

 

（4）事務局 

 事務局には、府と市の職員で働き盛りの中堅クラスが集結している。仕事は大きく2つに分か

れ、一つは都庁の組織や財政制度などを設計する作業である（大都市設計チーム）。もうひとつ

は事業統合の作業で、これは先ほどのタスクフォースやプロジェクトチームの作業を知事や市長

の立場から進捗管理する。 

 

 事務局の役割は極めて重い。府も市も現場を抱えており、各部局だけに委ねると現状の予算や

人員、組織を維持する方向へ力が働く。あるいは府と市の担当部門同士では、なかなか話が進ま

ないこともある。事務局はそこに入って仲介、アドバイスをする。 

 

 しかし統合本部の職員も、もともとは府か市の職員である。調整役をこなすのはなかなか難し

い。各部の利害、府と市の利害を超え、さらに知事・市長からトップダウンで指示も来る。政治

的要請も踏まえながら、各部のエゴを砕き、府と市の対立要因をつぶし、さらに外部委員、顧問、

参与の助言も使いながらまとめていく。いろいろな意味で板挟みになって大変な部門ではないか

と思う。 

 

 統合本部の作業は、これまでのところは公務員制度の見直しや事業統合の仕事が多かった。し

かし、4 月末から大都市制度協議会が始まった。ここでは議会の人も加わり、いよいよ都庁や特

別区の設計をする。こうした動きも相まって、今年後半にかけてしだいに都構想の姿が見えてく

るだろう。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 
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第 121回 どうなる大阪の府市統合  

---（1）大阪府・市統合本部の役割 

 
 昨年 11 月のダブル選挙で、大阪維新の会が知事選・市長選に圧勝した。だが都道府県と

市の統合は前代未聞の作業であり容易ではない。国に地方自治法の改正を迫りつつ、大阪

では統合に向けた準備作業が始まった。その舞台が大阪府と大阪市が共同設置した府市

統合本部である。筆者は府と市の両方の特別顧問を務め、統合本部における検討作業全般

を助言している。今回から数回にわたり、シリーズ「どうなる大阪の府市統合」と題して、統

合本部の作業の進捗を紹介していきたい。 

 

●統合本部とは何か 

 

 統合本部の機能は、知事・市長・特別顧問が出席する「統合本部会議」と、日常の事務方の

統合準備作業から構成される。前者はこれまでに計6回開催された。これまでの会議では、

統合の先のビジョン（都市戦略、財政見通し）などの大きな話のほかに、教育基本条例や公

務員基本条例などを議論した。 

 

 一方後者は、大きくは 3つの作業で構成される。第 1は「事業統合」に向けた統合戦略づく

りである。地下鉄の民営化や上下水道の事業統合などが対象だ。第 2は「都市戦略課題」で

ある。文化戦略、インフラ、公立大学、電力・エネルギー戦略などを議論する。第 3 は「大都

市制度改革」である。都区制度の設計や財源調整制度を設計する。 

 

●これが本当の「事業仕分け」 

 

 前回の第 6回の統合本部会議（2月 13日開催）で筆者は、上記 1番目の「事業統合」の進

め方について知事・市長に提案をし、了承をいただいた（資料は下記リンク）。 

 http://www.pref.osaka.jp/attach/15336/00091697/siryou_komon.pdf 

概要は以下のとおりである。 

 

（1）「事業統合」の作業は、現在の府、市、そして外郭団体の事業と事務の棚卸しから始ま

る。 

 

（2）事務と事業はいわば「荷物」、そして統合本部は「荷さばき場」だ。本部では荷物を整理し

たうえで梱包をやり直す。そして新しい組織に向けた仕分けをする。 

 

（3）荷物（事業、事務）の行き先は様々だ。都市計画のように府と市の事業が統合され、都庁

に仕分けられるものがある。だが、棚卸し作業を経て廃止される事業もある。地下鉄、市バ



ス、ゴミ焼却工場、下水処理場の運転など、民営化される事業も多い。市役所から都庁に行

かず、逆に各特別区に移管されるものもある（教育委員会、福祉など）。あるいは今までに

ない公共団体（広域連合、一部事務組合、事業団等）に行くものもありうる（水道、特別区の

職員研修等）。 

 

（4）検討に当たっては「そもそもこの事業が必要か」という検討に立ち返る。継続する場合に

も、改革案を前提に仕分けの行き先を考える。 

 

 このような作業は、実は国が事業仕分けで本来行うべき（であった？）分析作業プロセスで

ある。ところが国の「事業仕分け」の場合には、対象事業が個々の補助金付与など細かな個

別事業にとどまった。また予算付与の妥当性が主に検討され、「荷物」の行き先や経営形態

はあまり議論がなかった。 

 

 統合本部では、それをきちんと徹底してやる。検討作業には現場の各部局も参加して自由

に意見を出してもらう。最終決定はあくまで本部長（知事）、副本部長（副知事）が行う。だが

途中の過程では現場から自由に改革案を発案してもらう。 

 

 具体的には、まず主に大きな事業から検討作業を着手する。例えば地下鉄の民営化だ。

これについては大阪市交通局だけでなく、府庁職員のほか私鉄のエキスパートにもプロジ

ェクトチームに参加いただく。そして民営化の期待成果の測定、改善効果の試算を行う。 

 

 その他の大規模な事業（水道、下水、大学など）や文化施設、外郭団体等の中規模事業に

ついても、府市の担当部門から構成されるタスクフォースが検討を開始した。統合本部では、

主要事業について 3月末までに検討課題を論点整理する。そのうえで 6月末をめどに改革

と統合の方針を示す予定である。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2012-2-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第120回 “成長戦略”としての「大阪維新」 

 

 2011年11月の府知事・市長のダブル選挙を経て、「大阪都構想」の考え方がようやく広く理解

されるようになった。要するに、巨大な大阪市役所を解体して都に再編する。地下鉄や水道は民

営化するので都庁は東京よりもスリムになる。 

 

 しかし、一方で新たな誤解も生じつつある。民主党など既存政党の関係者や学者達は、都構想

を行政組織の再編、つまり行政改革の手段と考えている。これは正しくない。 

 

 そもそもの目的は「大阪維新」であり、都構想はその手段でしかない。そして大阪維新とは都

市の成長再生、都市経営戦略である。だから都構想は単に行政サービスの提供の仕方を見直すこ

とにとどまらない。 

 

 もう少し詳しく説明しよう。 

 

【1】 今の大阪は危機的状況にある。所得の低下、犯罪、貧困など、問題が山積みだ。それを

解決するには雇用と所得の確保が欠かせない。そこで大阪維新の会では、橋下府政のころから次

の2つに熱心に取り組んできた。 

 

 （1）交通インフラの整備は、首都圏、中京圏より約10年分遅れている。関西国際空港はせっ

かく作ったのに利子負担のために十分に使えない。また鉄道アクセスが未整備で使いにくい。高

速道路も未完である。こういう状況では商都としてはやって 

いけない。 

 （2）教育レベル（大学進学率、学力）が低い。そのため先端産業が根付かない。これについ

ては学力テストの公表や教育委員会の改革に取り組んできた。 

 

【2】 成長戦略を掲げ、特区申請や免税を訴えてきた。自由経済の下、府庁や市役所が地域を

成長させるという考え方自体に批判があるのは百も承知だ。しかし今の国の規制は過剰にすぎる。

これを撤廃してもらわないと商都としてやっていけない。拡充策は非効率が多いが、規制緩和は

有効だ。だから国とネゴシエーションし、場合によっては戦う。 

 

【3】 成長戦略を展開していくには政治家のリーダーシップが重要だ。そのためにも役所が率

先垂範する。また必要な金も出す。当然府庁と市役所の財政再建には必死で取り組む。節減策だ

けでなく二重行政、二元行政の打破にも踏み込む。それによって投資の原資を捻出する。 

 

 具体的には 

 （1）府市の投資予算を一本化（堺市分も含めると約4000億円）して、投資の選択と集中を行

う。 

 （2）二重行政の無駄を排除（無駄な浄水場建設が不要になるなど）し、将来の出費を抑制す

る。またそれによって土地を有効利用する。 

 （3）水道や地下鉄、バス、ゴミなどの現業事業の経営形態を民営化する。そのことで人件費



などを削り、またサービスを向上させる。 

 

【4】 実際にGDP（域内総生産）を上げ雇用を増やしていく成長戦略は、企業努力にかかってい

る。政治のリーダーシップだけでは思うとおりにならない。だが、大阪の場合、過去の投資の蓄

積がある。それをうまく生かせば“自然治癒力”が発揮できるのではないか。 

 

 そのために必要なのが 

 （1）大阪は“楽市楽座”的な生き方で繁栄してきた街である。政治力を発揮し、国に対して

規制緩和を迫る。 

 （2）対外アピールも大切だ。日本は東アジアの中で最も安定した社会で安全である。しかし

東京は高コストだ。消去法で残るのが大阪である。いわば「NO OTHER ALTERNATIVE（他に無い選

択肢）」というユニークな地位にある。これを生かす。 

 （3）知的ワーカー誘引の政策も必要だろう。そのためには緑を増やし、文化や大阪のブラン

ド価値を向上させる。 

 

【5】 中長期的には福祉の充実で内需を喚起し、サービス業の生産性を上げていく。スカンジ

ナビアモデルが参考になる。例えば、女性の雇用を増やす。そのために託児所などを整備する。

今の大阪は女性就業率が低い。これを上げるとGDPも出生率も上がる。それがさらにGDPをいっ

そう上げるだろう。 

 

 また老人用の安価な賃貸住宅を提供する。多くの老人は老人ホームに入れない。将来の住居で

不安を抱えている。それが解消すれば貯蓄を消費に回すようになり、またGDPが拡大する。これ

らのためには今、大阪市が所有する市域の26％にも達する土地が活用できる。 

 

【6】 以上の策は都構想で一気に前に進む。だが都構想を実現するためには地方自治法を改正

する必要がある。それを実現する突破力があれば、他の規制緩和も進む。それはすなわち、日本

を「一国多制度」に変えていく突破口でもある。 

 

 先進国中で日本だけが一人当たり GDP が低下し続けているという事実の背景には、「中央集権

国家は成長しない」という現実がある。ソ連と同じ問題である。ソ連がソ連である限り、大阪（レ

ニングラード）は成長しない。シンガポールはマレーシアから自立して成長した。それに刺激さ

れてマレーシアも慌てて自己改革して成長した。 

 

 大阪は日本のシンガポールを目指す。そのことで日本も変わるだろう。日本が目指すべき成長

戦略は、まず大阪を中央集権国家から離脱させ自由に解き放つことかもしれない。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 



日経 BPガバメントテクノロジー・メール            

2012-1-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第 119回 「維新」は単に“大都市制度“の見直しの問題なのか？ 

      ---もう止まらない「一国多制度」への流れ 

 

 大阪市長・大阪府知事のダブル選挙の結果を受けて、既存政党の各党が「大都市制度」の見直

しに着手した。地方自治法では東京以外の地域に特別区制度が置けない。それを他地域にも適用

するといった修正が提案されている。大阪都構想を推進する立場としては歓迎だ。だが、ことの

本質はそれにとどまらない。 

 

●そもそも国が地域制度を決める必要があるのか 

 

 地域主権の立場に立てば、大阪、愛知、神奈川といった地域の中にどういう形の自治体を置く

かは地域が自由に決められる仕組みにするべきだ。そもそも国が「政令指定都市」「中核市」と

いったカテゴリーやメニューを用意することも余計なお世話である。 

 

 従来型の市町村を置きたければそうすればいいし、特別区として都市計画などの権限を都庁に

集中させたければそれでもいい。あるいは東京の特別区よりも大きな中核市並みの権限（保健所、

教育委員会の設置等）を与える可能性もある。要するに各地が勝手に決めればよい。 

 

 ちなみに英国や米国では州の体制までは国が決めるが、その中をどうするかは基本的に自由で

ある。中には株式会社方式で市役所を運営する地域もある。例えばごみ収集も市町村がやる地域、

郡がやる地域など様々だ。なぜなら地域ごとに事情が異なるからだ。 

 

 これまでの日本では社会インフラが足りず、全国一律型の底上げ型開発が有効だった。財源も

国が集中管理し未熟な地方政治の自由にさせなかった。政策も自治制度も国が定食メニューを用

意し、そこから選ぶのが地方自治の本旨だった。だが、これからは違う。福祉や教育などは住民

ニーズの地域差が大きい。全国一律の定食メニュー型の政策、中央のお仕着せの自治制度では支

障を来す。 

 

●一国多制度の時代 

 

 地域内の行政の仕組み作りは現地に任せるという仕組みを突き進めていくと、「一国多制度」

になる。今の日本は東京都だけが特別区制度を持ち、あとの大都市は一律に政令指定都市制度の

適用を受けている。そのほかはおおむね全国一律で、事実上の「一国一制度」である。 

 

 これを規制緩和し、各地域が域内での自治体の置き方などを自由に決められるようにするべき

だ。交付税による補てん分は、できるだけ小さくする。その分各地域に税財源を移譲する。そも

そも大阪のような大都市が交付団体になるような制度がおかしい。地域の自主性から地域間の競

争が生まれる。政策のイノベーションも始まる。今の構造改革特区のようなややこしい仕組み（上

からの規制緩和）も不要になる。国に相談せずに各地域が自由に特区的政策を打ち出せばよい。 

 

●一国多制度こそ規制緩和と道州制への近道 



 

 過去 20 年、我が国は「構造改革」に取り組んできた。その柱は「官から民へ（小さな政府、

財政再建）」「国から地方へ（権限移譲、地方分権）」だった。前者は国鉄改革では成功したが郵

政改革では挫折。後者は機関委任事務の廃止や三位一体改革では成功したが、道州制には至らな

かった。要するにどちらも中途半端である。原因は中央政治の混迷にある。選挙制度の改革（小

選挙区制）を経て、政権交代を経ても光明が見いだせない。 

 

 筆者は我が国は「大きすぎて変えられない」状態にあると思う。ここはむしろ同時多発分散的

な地域の自立運動を経て、全体を事実上の「一国多制度」に変えるしか方法はないと思う。そう

なれば規制はおのずと地域が決めることになる。全国一律に緩和するとなると、万に一つの事例

を恐れて現状維持に陥る。緩和するかしないかは各地がゼロベースで決める仕組みに変えればよ

い。 

 

 道州制も同じだ。全国をいくつに割るとか、国の出先を譲渡する、しないと最初から議論する

から進まない。各地域が自由に域内制度を決めていく中で隣の地域と一緒になりたいという意見

が出てくれば当事者同士で相談して国に合併を申告。全国同時に道州制に移行する必要はない。

関西・九州などは希望するかもしれないが、東北や中国・四国はそうでもないだろう。それなら

それでいい。無理に全国一律に道州に変えようとするから話が進まないのだ。 

 

 「全国一律」から「一国多制度」に変えるメリットは大きい。日本の改革は急がば回れだ。中

央政界の離合集散を云々する暇があるなら、各地の独立自立運動を広めよう。一見、全国がバラ

バラになる気がするかもしれない。だが結果的にそのほうが強い国家が出来上がるのだ。 

 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 



 

 

 

 

 

②  新潟関連  



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2012-4-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第 122 回 成長から幸福度（ハピネス）への転換  

-新潟市にみる 21 世紀型都市戦略 

 
 国レベルでも自治体レベルでも、ブータン国王が提唱するGNH（Gross National Happiness）

“幸福度”への関心が高まっている。背景には経済の停滞がもたらす閉塞感がある。また中

央と地方の相互依存メカニズムの崩壊へのいらだちがある。 

 

 つまり、これまでは地方が都会に人材と食料を提供した。その見返りに、地方は中央から

地方交付税交付金や補助金、公共事業を得た。そして中央と地方はともに豊かになった。だ

がこのメカニズムは経済のグローバル化とともに急速に崩壊しつつある。 

 

●GDP からハピネスへ 

 

 企業の経営においては成長、拡大再生産は至上命題だ。また「成長は全ての矛盾を隠す」

とも言われてきた。国家の場合もある程度は同じことが言える。順調に GDP（国内総生産）

が成長していれば、国民の生活も豊かになり不満も出にくい。 

 

 これまでは、国にせよ地域にせよ、成長、GDP 拡大が成功の証しだった。また、いわゆる

“More is better”が行動規範となった。しかし、これからは GDP が今までのように増えない。

そもそも GDP は市場でのお金の動きを集計しただけのものだ。例えば、犯罪や事故が起き

てもGDPは増える。また、ボランティア活動などはお金の動きを伴わないため、GDPにカウ

ントされない。 

 

 こうしたことから、これまでの成長一辺倒への対立概念が出てきている。その典型がブー

タンの GNH である。平たく言うと、「お金」よりも「幸せ」（ハピネス）を国是としようという考え

方だ。 

 

 ちなみに幸福（ハピネス）とは何か。人々の連帯感や助け合い、友情、信頼がその重要な

源泉となる。そこでは“Less is better”という発想も必要になる。成長や市場競争と対立する

ところのある考え方だとも言える。 

 

 だが先進国政府が成長を捨てて「幸福度」を目指すというには、勇気と割り切りが必要だろ

う。ブータンの場合は王国だし、牧歌的な伝統社会が残っているのでよい。しかし先進国で

はなかなかそう割り切れない。 

 

●新潟市の NPH（Net Personal Happiness） 

 



 そんな中、新潟市は“GDP から NPH へ”を一つの柱に掲げた。私が所長を務める新潟市

役所の都市政策研究所で、2010 年に“田園環境都市構想”を取りまとめる中で出てきた考え

方である。 

  （新潟市都市政策研究所の報告書は以下） 

  http://www.city.niigata.jp/info/toshi_ken/newsrelease/kousou.pdf 

 

 そこでは GDP 拡大を至上命題とせず、個々の市民の等身大のハピネス（＝人生充実度）

を充実させることを最終目的とした。そしてこれを“NPH（Net Personal Happiness）”と名づけ

た。その上で NPH を追求するには次の 3 つの要素が必要だとした。第1 は安定した収入や

働きがいのある雇用の場の確保。第 2 は環境／アメニティ。第 3 は社会とのつながりであ

る。 

 

 研究所では NPH の観点から全国の政令都市を比較評価してみた。すると新潟市はかなり

上位にあることがわかった。例えば待機児童はゼロ。また離婚率が低い。給食費や受信料

の未納も少なく、人々の間に連帯感がある。東京や大阪などの先進政令市とは対照的な落

ち着いた住みやすい社会ができているとわかった。 

 

 新潟市が今後の都市戦略を考える上では、こうした強みを生かすべきだと考えた。そして

これを“田園環境都市構想”と名付け、NPH 充実を中心に据えた都市ビジョンを出した（詳細

は 3 月に刊行された千田俊樹編著／上山信一監修『住民幸福度に基づく都市の実力評価』

［時事通信社］を参照。ニューフードバレー構想など雇用と経済の基本づくりも提言してい

る）。 

 

●幸福 vs 成長 

 

 ちなみに幸福（ハピネス）やゆとりを追求すると経済は成長しないという反論があるが、こ

れは間違いである。例えば北欧などの国々（スウェーデン、デンマーク、オランダ）では、1

人当たり GDP が 2005 年以降、おおむね右肩上がりとなっている。これらの国々は高福祉、

高学歴でゆったりとした社会が形成されている。ゆったりしていて、実は経済的にも恵まれ

ている。 

 

 一方で我が国の1人当たりGDPは、1990年代初頭から半ばにかけて世界の1～2位を争

う位置だった。それが 95 年を境に右肩下がりに転じている。個々人の幸福の追求は、実は

GDP 拡大と密接な関係にある。従来の成長戦略から脱皮するためのヒントが幸福（ハピネ

ス）というキーワードである。 
 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 



 

 

 

 

 

 

２ ． イ ン タ ビ ュ ー  

 （ 新 聞 ・ 雑 誌 ）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  大 阪 関 連  
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コンサルタントが見た“大阪都” 

日経ビジネス オンライントップ＞コンサルタントが見た“大阪都”  

 

モノレール、ガラパゴス化した“武家の商法” 

連結経営の概念なく、「親・子・孫」で負担や人員を付け替え 

 

2012年 6月 26日 火曜日   上山 信一、有馬 純則 

 

 上山信一氏（慶応大学総合政策学部教授）は大阪府・市の特別顧問を務める。現在、府市統合

本部は「大阪都構想」の実現に向けて、府・市の主要事業の民営化、統合プランを作成中である。

上山氏はかつてマッキンゼー社などで一緒に仕事をした経営コンサルタントたちの力を借りて各

事業の生産性、経営形態などの評価を行っている。  

 

 今回からは、個別の事業の分析・評価を担当した経営コンサルタントと上山氏の対談をお届け

する。まずは、今年 2月から大阪府・市の特別参与として、大阪府のモノレール事業と大阪市の地

下街事業の経営課題を整理した有馬純則氏（RHJ インターナショナル マネージング・ディレクター）

に登場してもらった。（聞き手は、伊藤暢人）  

 

－今回は大阪府のモノレールの見直しについて伺います。関西圏以外の人には少しなじみが薄

いのですが、どのような事業なのですか。 

 

上山：大阪モノレールは「大阪空港」駅から「千里中央」駅や「万博記念公園」を通って「門真市」駅

まで行く「環状線（環状モノレール）」と、「万博記念公園」駅で環状線と分かれて「彩都西」駅まで

行く「彩都線（国際文化都市モノレール線）」があります。運営主体は「大阪高速鉄道」という会社

で大阪府が 65％の株式を持っています。そのほか周

辺自治体や企業、電鉄会社なども出資していますが、

トップは 3 人とも大阪府の OB もしくは出向者で、事実

上、大阪府の外郭団体です。営業収入は単体ベース

で 91 億 8000 万円、従業員は子会社を含め 304 人で

す。 

 

 

出所：6 月 11 日に開催された大阪府の戦略本部会議

の資料  



路線は全部で 28km と、世界最長。輸送人員は年間 3600万人で、日本で第 4位です。 

 

有馬：環状線は東京でいう JR「武蔵野線」のような位置付けの路線です。大阪は放射線状に鉄道

路線が広がりますが、それらをつなぐ交通ネットワーク網を整備するためにつくられました。しかし、

「環状」という名がついていますが、実際にはまだ環状にはなっていません。 

 

 一方、彩都線は大阪府が開発するニュータウン、彩都の通勤線として引かれました。  

 

 2 月に特別参与になったのですが、だいたい週に 1 回、大阪高速鉄道を訪ねて、工場などの現

地調査や幹部へのヒアリングを行いました。必要なデータの収集などを依頼し、次の週に行った

時に確認するという形で調査・分析しました。  

 

利用客増え、負債を 650 億円から 250億円に削減 

－輸送人員、営業距離がそれだけあれば事業としてはかなり有望なのではないですか。 

 

上山：いえ、環状線は本来は鉄道になっているはずのところを走っています。鉄道整備が遅れ、先

に道路ができ上がってしまったので、仕方なく、モノレールを走らせることになったのです。本来、

モノレールはこんなに長い距離を走るものではないのです。世界最長というのは大阪のインフラの

遅れの象徴でもあり、誇って良いのかどうか…。 

 

有馬：大阪モノレールは表定速度が時速 35.4km とあまり早くないですしね。 

 

上山：東京で言えば「京王井の頭線」をモノレールが走っているようなもの。空港にもつながってい

るし利用客が多いのは当然です。 

 

－ 大阪高速鉄道は事業構造も特殊ですね。  

 

有馬：通常の私鉄の場合、鉄道を通す際にはその土地を買い、線路を敷き、駅を建て、電車を走

らせます。線路や駅の建設費は数十年かけて償却し、その中で利益を出していくという構造です。 

 

 多くの場合モノレールは鉄道とは異なる制度をとっています。モノレールは道路の上に線路を建

設します。線路の建設費用は道路と一体のものとして大阪府が負担します。駅舎も府が建設しま

す。当初の建設費などのうち大阪高速鉄道が払っている費用は、モノレールの車両費用、線路の

上に流す電気系統の費用だけで、全体の 3分の 1未満です。  

 

つまり、一般の私鉄と比べると、それだけ府からたくさん支援を受けているわけですね。ますます

有利ではないですか。 

 



上山：“上下分離”型だから投資負担がとても軽いのが特徴ですね。 

 

 

大阪府・市特別参与としてモノレール事業などの調査を

担当した有馬純則さん（左）と、大阪府・市特別顧問の上

山信一さん 

 

 

 

 

有馬：それにしては厳しい収益状況が続いていました。今の大阪モノレールは環状線の終点が門

真市駅、彩都線の終点が彩都西駅ですが、1990 年の開業当初は千里中央駅と「南茨木」駅間を

結ぶわずか 6.7kmの路線でした。利用客が少なく売り上げが十分上がらないために赤字続きで累

積損失を積み上げ、98年度末の負債は約 650億円に達していました。 

 

 その後、94 年に千里中央駅から「芝原」駅まで延び、97 年には芝原駅から大阪空港駅、南茨木

駅から門真市駅が結ばれました。98年には彩都線も開業。こうした延伸効果で少しずつ利用客が

増え、2001年度から黒字転換しています。  

 

 2011年 3月期は 26億円の営業利益でした。負債も返却が進み、今は 250億円ほどまでに減っ

ています。  

 

アウトソーシングが不十分で生産性が低い 

上山：確かに利益が出るようになって、徐々に良くなってきた。府庁の外郭団体の中でも赤字だら

けの問題事業ではなくなってきた。社員はがんばってきたと言えます。しかし、まだまだ生産性は

低く私鉄が経営していたらもっと利益が出ているはずです。それに私鉄なら少しでも早く延伸しよう

とするのに、この会社はひたすら借金を返すことだけを考えていました。 

 

有馬：仮に、大阪府が負担しているインフラ建設費の償却部分も大阪高速鉄道の費用に含めて

考えれば、まだ大幅な営業赤字ですから、もっと収益構造を改善しなくてはいけません。生産性を

上げて利益を最大化する戦略を構築しなくてはいけないのですが、社内ではそういう発想になっ

ていませんでした。 

 

－初期の設備投資を抑えた割には黒字転換に時間がかかっています。何がネックだったのでしょ

うか。 

 

上山：収益構造をみると人件費が重すぎます。 

 



有馬：大阪高速鉄は他のモノレール会社と比べて、「1人当たりの走行距離」「1人当たりの輸送人

員」「1 人当たりの収入」などが少ない。つまり、従業員の人数が多く、生産性が低いのです。なぜ

人数が多いかというと、アウトソーシングが不十分だからです。 

 

 過去には、駅構内にある「モノベーカリー」というパン屋まで直営で出店し、運営していたし、自動

改札機の導入など駅業務も全部自分たちでやっています。外部の知見を生かすことなく、自前主

義にこだわってやってきたために人数が膨らんでしまったのです。  

 

 しかも、その膨らんだ従業員の給与水準が同業他社比で高い。府の公務員の基準をそのまま

入れたからなのでしょう。  

 

上山：役人が見よう見まねで関連ビジネスに手をつけ、コンビニやレンタサイクルまで自前で手掛

けていました。15 年ぐらい前には確かに「役所もビジネスで稼ごう」という雰囲気がありました。空

いた土地に店を出して収益を上げれば「よくやった」と言われたものです。しかし、今や民間のプロ

に任せるのが常識です。そういう意味では「時間が止まってしまっている」感じです。一生懸命が

んばっておられるのはいいけれども所詮は“武家の商法”です。この会社は外部から隔絶した独

自の生態系を作り上げて“ガラパゴス”化してしまっています。 

 

 確かに、当時は役人が手掛けた仕事としては気が利いていた。努力されたし、充実感、達成感

もあったと思います。そこはすごく認めるのですが、世の中はもっとすごいスピードで先に行ってし

まった。  

 

－お話を伺っていると、旧国鉄が JR になる前に様々な事業展開で苦労していた時代の話を思い

出しました。レンタサイクル、食堂など駅の近くで多くの事業を始めましたが、当時はかなり苦戦し

ていました。事業開始直後は話題になるのですが、その後はどうも色あせてしまう。当時、公務員

として新規事業に挑戦することは評価されましたが、その後の市場の変化についていけないケー

スが多かった。これと同じ構図が大阪モノレールにはいまだにあるということでしょうか。 

 しかし、それに今まで気づかなかったとも思えないんですが。  

 

「連結」の概念なく、負担を付け替え 

有馬：ヒアリングをしている中で驚いたのは、「連結」という概念がないことです。民間企業であれ

ば、連結のデータを見るのは当然のことですが、それが出てこない。 

 

 例えば、先ほどの「1人当たりの走行距離」「1人当たりの輸送人員」「1人当たりの収入」も、当初

は大阪高速鉄道の単体の従業員数177人をベースにした数字を出してきて、「経営は効率的」「生

産性が高い」と主張していました。ところが、子会社の大阪モノレールサービスの人員を含めて

（連結では 304人）計算し直すと全く違った結果になりました。  

 



 連結の発想がないという点では、親会社にあたる大阪府との間でも同じことが言えます。例えば、

大阪高速鉄道は大阪府から借り入れをしていたのですが、府の財政再建のために、その借入金

を返済しなくてはならなくなった。単体で見た時の大阪府の負債を減らすためです。  

 

 大阪高速鉄道はその分、外部の銀行から借り入れることになりました。今まで府からほとんど金

利ゼロに近い形で借りていたのに、新たに 4％近い金利を払うことになってしまったのです。  

 

 

 モノレールの車庫用地も従来、府から無償で借りていたのに、有償になり、さらには 12億円かけ

て購入することになった。  

 つまり大阪府は利益が出ている子会社に負担の付け替えをしたわけです。大阪府に連結経営

の概念があり連結子会社としてコントロールしていればあり得ない話です。  

 

上山：役所はそういうことをよくやるね。本体が苦しいと、「外郭団体で負担させろ」となる。本来は、

大阪府以外の株主もしっかりチェックしないといけない話ですね。 

 

1990年代半ばまでの連結会計が一般化する直前の日本企業の経営を思い出しました。子会社に

負債を押し付ける親会社のパターンですね。しかし、企業の方は連結会計に踏み出して 15 年以

上がたつというのに。 

 

有馬：この件に限らず、出てきた数字を見ると、何か変だったり、合わなかったりするところがよく

ありました。色々聞いていくと、全然違う数字が出てくるという感じです。 

 

上山：役所は前例主義ということもあって、なるべくありきたりの資料ですまそうとします。出てこな

い数字なども単にデータを取っていないだけか、とろうとしていないのか、微妙なところです。あと

データはと言われたらまじめに出すけど、言われなければ主体的には出さない。 

 

有馬：1回言って出てくる時もあれば、3回言わないと出てこない時もある。あまり触られたくない部

分のデータだと、なかなか出てきませんでした。 

 

（構成：小林佳代）  

 



注：有馬氏が特別参与として行った事業分析の報告書は、6 月 11 日に開催された大阪府の戦略

本部会議の資料として公開されている  

 

  

コンサルタントが見た“大阪都” 

大阪府と市を統合する「大阪都」構想が動き出している。統合するとどのような効果が得られるの

か、様々な分野にコンサルタント経験者が入って精査を続けている。その現場に立ち会った関係

者が個々のプロジェクトについて、ビジネスという視点で解説する。 

 

⇒ 記事一覧 

 

  

上山 信一（うえやま・しんいち） 

慶應義塾大学総合政策学部教授 

1957 年大阪市生まれ。京都大学法学部、米プリンストン大学大学院（公共経営学修士）卒。旧運

輸省、マッキンゼー（共同経営者）などを経て 2007 年から現職。専門は企業・行政機関の経営改

革。大学での本務のほか大阪府・市の特別顧問、国交省政策評価会委員（座長）、新潟市都市政

策研究所長、公共政策学会理事等を兼務。著書に『だから、改革は成功する』（ランダムハウス講

談社）、『ミュージアムが都市を再生する』（日本経済新聞社）、『行政の経営分析―大阪市の挑戦』

（時事通信出版局）、『政策連携の時代』（日本評論社）などがある。 

 

 

有馬 純則（ありま・すみのり） 

RHJインターナショナル マネージング・ディレクター 

1994年東京大学経済学部卒業。同年マッキンゼー･アンド･カンパニー･ジャパン、97年 JPモルガ

ン証券を経て。2002 年米プリンストン大学ファイナンス修士号取得。同年リップルウッド・ジャパン

（現 RHJ インターナショナル）に入社。2009 年より現職。また、2012 年より大阪府・市特別参与を

務める。 
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コンサルタントが見た“大阪都” 

日経ビジネス オンライントップ＞企業・経営＞コンサルタントが見た“大阪都”  

役所仕事は機会損失のヤマだった 

大阪府と市の統合で見えたのは、“ビジネスセンス”の必要性 

 

2012年 6月 19日 火曜日 上山 信一 

 

 昨年 11 月のダブル選挙で、大阪市長に「大阪維新の会」の橋下徹氏、大阪府知事に松井一郎

氏が当選し、大阪市と大阪府とを統合再編する「大阪都構想」の行方に注目が集まっています。

橋下氏の発言に注目は集まっているが、実際に大阪都では何がなされようとしているのか。今回

の連載では、ブレーンとして活動している上山信一氏（大阪府、大阪市の両方の特別顧問）と、そ

れぞれのテーマを担当した特別顧問や参与を招き、民間の経営コンサルタントが大阪府と市の活

動をどのように評価してきたのかを聞いた。  

 

 

 第 1回は、まず上山氏に概要をまとめてもらう。（聞き手は、伊藤暢人）  

 

－いわゆる「大阪都構想」という名前はよく聞きますが、実際にはどのような組織がこの構想を実

現に向けて動かしているのですが。その中で上山さんはどのような立場なのですが。 

 

上山：大阪府と大阪市は共同で「大阪府市統合本部」を作っています。この統合本部は選挙後の

2011 年 12 月、大都市制度のあり方など府市共通の課題について協議し、重要事項の方針を決

めるために府と市が共同で設置した組織です。 

 

 

上山 信一氏 

慶応義塾大学総合政策学部教授。1957 年大阪市生まれ。京都大

学、米プリンストン大学卒業。旧運輸省、マッキンゼー共同経営者を

経て、現職。大阪府・市の特別顧問として橋下徹知事の参謀役を務

める。 

（写真：都築 雅人）  

 

 



私は現在、大阪府と大阪市の特別顧問として、都構想の実現に向けたお手伝いをしています。  

 

 統合本部について簡単に説明すると、機能は大きく 4 つに分かれます。1 つ目は「統合本部会

議」、2 つ目は統合対象と分野ごとに設置された「プロジェクトチーム」や「タスクフォース」、3 つ目

は重要政策課題に関して議論するための「会議体」、そして 4つ目が「本部事務局」です。  

 

 第 1 の統合本部会議は橋下、松井のツートップのほか、主要な特別顧問が出席する会議です。

議題によって、府と市の各局の担当幹部や副知事、副市長、あるいは担当分野の特別参与も出

席します。  

 

 統合本部会議は 6月 19日までに 15回開催されました。1回 2～3時間にわたってツートップが

公開の場で大阪の未来について語っています。多忙を極める中、多大な時間をこの会議に割い

ていることを見ても、2人がいかに府市統合にエネルギーをかけているかがわかるでしょう。  

 

 1 月の統合本部会議では主に教育基本条例と公務員基本条例について議論しました。教育委

員、府と市の総務局長、総務部長らが参加し、条例の案文をめぐって、喧々囂々の議論を続けま

した。その後は、大阪の将来の交通や電力政策、あるいは上下水道や地下鉄、病院、港湾、ごみ

収集の事業の統合や民営化について議論しています。  

 

 統合本部会議は実務協議の場で、参加者が言いたいことを言っています。その場にいる知事と

市長が賛成するものについては「よし、これでいこう」と決断しています。結果として、事実上の最

高決定機関になっていると言えるでしょう。  

 

次第に都構想の姿が見えてくる 

 

 第2の「プロジェクトチーム」や「タスクフォース」ですが、このメンバーは統合対象となる各組織の

職員から構成されます。例えば大学統合のタスクフォースチームであれば、府立・市立の両大学

の学長や幹部教職員、府庁、市役所の担当職員などが参加します。ここに特別顧問や参与が参

加し、民間の第三者の視点で助言をしています。  

 

 第 3の会議体は、現在のところ、「都市魅力戦略会議」、「エネルギー戦略会議」、公立大学の統

合を考える「新大学構想会議」の 3 つが動いています。メンバーは特別参与、特別顧問など外部

委員が中心です。これは通常の審議会や懇談会に相当するものです。出てきた提言は統合本部

会議にかけられ、あるいは議会でも審議して最終的には府市の各部局の計画に反映されていき

ます。  

 



 第 4の本部事務局は府と市の中堅クラスの職員から成ります。仕事は大きく 2つ。1つは都庁の

組織や財政制度などを設計する作業。もう 1 つは事業統合の作業で、タスクフォースやプロジェク

トチームによる作業の進ちょくを管理します。  

 

－こうした組織でありがちな、屋上屋を重ねているだけで、なかなか議論が進まないというパター

ンではないのですか。 

 

上山：いいえ。違いますよ。 

 

 事務局の役割は極めて重要です。府も市の各部局に委ねると現状の予算や人員、組織を維持

する方向に動きがちです。府と市がお互いに譲り合って新しいものをつくろうといっても、制度のカ

ベや予算の制限があって当事者同士では話が進まないことがあります。事務局はそこに入って仲

介、アドバイスをします。しかし、もともとは同じ府あるいは市の職員です。調整役をこなすのはな

かなか難しい面もあります。  

 

 さらに、知事、市長からトップダウンの指示もきます。政治的要請も踏まえながら、府と市の利害、

各部の利害を超え、対立要因をつぶしていく。顧問、参与の助言を得ながらまとめていきます。い

ろいろな意味で板挟みになって大変な部門だと思います。  

 

 統合本部の作業はこれまでのところ、公務員制度の見直し、事業統合や大阪市の事業の民営

化の仕事が中心でしたが、4 月末から「大阪にふさわしい大都市制度推進協議会」が始まりました。

ここでは議員を中心に都庁や特別区の形を設計したり、財政の見直しを考えていくことになります。

次第に都構想の姿が見えてくると思います。  

 

改革のシナリオを描いた後に政治的メッセージを発信 

－外部からのメンバーもかなりいるようですが。 

 

上山：府と市の統合や改革に関して助言をする特別顧問・特別参与は数だけで言うと 50人ほどい

ます。一部のメディアは「人数が多すぎる」と批判しますが、各種会議の委員も顧問、参与という肩

書きになっているので誤解が生じています。各部局と丁々発止のやりとりをしたり知事、市長のブ

レーンとして動いているのは恐らく十数人ほどです。それも専門分野別ですから時期によって濃淡

があります。 

 

 この十数人は橋下、松井両トップと非常に密接に連携しています。これは企業の社長が会計士、

弁護士、コンサルタントなどと仕事をするのと同じです。しかし、米ホワイトハウスでの大統領と大

統領顧問の関係のようだと言う人がいますが、そうではありません。あくまで専門分野についての



み助言していきます。  

 

 顧問も参与も専門テーマごとに分かれて仕事をしています。元経済産業省官僚の古賀茂明さん

は、エネルギー戦略会議で大阪市が関西電力の筆頭株主として株主提案をするために動いてい

ます。  

 

 やはり元経済産業省官僚の原英志さんは公務員制度と法律の専門家なので、教育基本条例や

公務員基本条例について助言してきました。  

 

 大阪府立大学教授の橋爪伸也さんはまちづくりや文化政策に詳しい。都市魅力戦略会議で都

市空間の中の文化施設のあり方、イベントなど集客の魅力づくりなどを検討しています。  

 

 私は元々経営改革と行政改革が専門です。府や市の主要事業の統合や民営化の方法を中心

に助言しています。とにかく事業が多くて人手が必要なので、マッキンゼー時代の知り合いを中心

に 10人ほどの経営コンサルタントに手伝ってもらい、経営改革の手法で府や市の事業を分析して

います。半年たって、徐々にその結果が出てきたところです。分析結果は統合本部会議にかける

こともあれば、知事や市長に直接、説明することもあります。  

 

 こうした仕事のやり方は実は 2008 年に橋下氏が知事に就任した時からずっと同じです。例えば、

府知事時代に、橋下氏は「伊丹空港は廃止すべき」と発言しました。誰もが、「思い付きの発言」と

思ったようですが、きちんと分析した上でそのように発言しているのです。知事や市長は分析結果

を見ながらメッセージを出されているのです。  

 

役所の仕事は「オポチュニティーロス」が多い 

－元マッキンゼーのコンサルタントという経験を元にすると、大阪府や市の仕事ぶりはどのように

見えているのですか。よく、「公務員は親方日の丸の気質が抜けない」などと言いますが。 

 

上山：府や市の事業を見直してみて思うのは、もともと「役所の仕事は民間とは正反対である」と

いうことです。役所には税金という、永久に入ってくる収入がある。またその地位を脅かす競合相

手がいない。ですから役人の状況認識と民間人の状況認識は 180度違うのです。 

 

 当初は役所の仕事には「ムダが多い」のだろうと思っていました。ところが、次第に実は「オポチ

ュニティーロス（機会損失）」が多いことが分かってきました。つまり、「これだけ膨大な投資をした

ならば、もっとすごいことができたはずなのに、それができなかった」というロスです。成果を出す、

あるいは資金回収のシナリオが描けないままに過剰投資を続けているという言い方もできます。  

 



－とはいっても、仕事のあり方、進め方を変えようという話ですから、現場からは抵抗もあったでし

ょう。 

 

上山：私は 2005～2007 年にかけて、大阪市の関淳一元市長の下で行政改革に取り組みました。

その時にも全部で 67 個にのぼる個別事業の経営分析を行っています（詳細は『行政の経営分析

－大阪市の挑戦』を参照）。この時の経験もあって、大阪市の職員は経営改革の視点で事業を見

直す作業に慣れていました。必要なデータはすぐに出してくる。事前に独自の改革案を作成して

いるような場合もあり、作業は非常にスムーズに進みました。 

 

 一方、府庁については役所改革ではつきものの、ちょっとした抵抗もありました。故意なのか、も

ともと作っていないのかはわかりませんが、必要なデータがすぐには出てこない。センシティブな

データになると、3回ぐらい要請してやっと出てくるということもありました。  

 

 ただ今の大阪府と大阪市の改革は議員や労働組合をも巻き込んだ「改革派 VS 守旧派の争い」

といった構図にはなっていません。役人は役所の常識で反論してきますが、数字を元に論破でき

ることばかりです。例えば、府や市が出資する独立企業体の事業であれば、「株主として、どういう

行動が正しいか」という視点に立てば自ずと答えは出ます。法律や条令が時代遅れという場合を

除けば、数字で割り切れることが多いのです。  

 

＊ ＊ ＊ 

 

 事業分析の結果、府や市の事業には具体的にどのような問題が明るみに出たのだろうか。次回

からは、実際に事業分析を担当した経営コンサルタントに、それぞれの事業の話を聞いていく。  

 

（構成：小林佳代）  

 

  

コンサルタントが見た“大阪都” 

大阪府と市を統合する「大阪都」構想が動き出している。統合するとどのような効果が得られるの

か、様々な分野にコンサルタント経験者が入って精査を続けている。その現場に立ち会った関係

者が個々のプロジェクトについて、ビジネスという視点で解説する。 
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http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20120614/233364/ 
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