
2012年 7～12月の主な論文・記事 

 

１．論文・執筆記事 

 

① 政治関連 

・「目の前の現実か、理念重視か」（日経 BPガバメントテクノロジー、2012年 12月 10

日号） 

・「第三極に込められた 7 つの期待感」（日経 BP ガバメントテクノロジー、2012 年 11

月 12日号） 

・「大阪維新と日本維新」（日経 BPガバメントテクノロジー、2012年 10月 10日号） 

・「地域政党 大阪維新の会とは何か（下）」（日経 BP ガバメントテクノロジー、2012

年 7月 10日号） 

・「大阪維新と日本の改革」（『会報』2012年 12月号、岐阜県経済同友会） 

・「大阪維新と日本の改革」（『交詢雑誌』平成 24年 9月号、交詢社） 

② 行革関連 

・「大阪市バスの民営化」（日経 BPガバメントテクノロジー、2012年 9月 10日号 

・「大阪市営地下鉄の民営化」（日経 BPガバメントテクノロジー、2012年 8月 10日号） 

・「公営住宅のジレンマ」（『日経グローカル』、2012年 12月 17日、日経新聞社） 

③ その他 

・「2012年度研究大会報告」（日本公共学会会報 No.41 2012年 9月、日本公共学会） 

 

 

２. インタビュー 

 

・「信用保証、余裕ある企業も破綻しかけた企業も利用」（日経ビジネスオンライン、

2012年 9月 20日） 

 ・「二重行政の象徴 信用保証協会 統合へ」（日経ビジネスオンライン、2012年 9月

19日） 

・「大阪の地下鉄、民営化で人員１割、経費２割削減へ」（日経ビジネスオンライン、

2012年 9月 7日） 

・「まるで社会主義国 大阪市営地下鉄の過剰コスト構造」（日経ビジネスオンライン、



2012年 9月 5日） 

・「28 年連続赤字のバス事業、民間のノウハウ活用し合理化を徹底」（日経ビジネスオ

ンライン、2012年 8月 31日） 

・「文楽、お客を増やす挑戦と、増えれば技芸員が潤う仕組みつくりから」（日経ビジ

ネスオンライン、2012年 8月 10日） 

・「改革を迫り文楽協会への補助金をカット」（日経ビジネスオンライン、2012 年 8 月

8日） 

・「病院統合は府・市の縦割り、学閥構造への挑戦」（日経ビジネスオンライン、2012

年 7月 24日） 

・「老朽化した病院の建て替えに、無理やり黒字化するプランを描いていた」（日経ビ

ジネスオンライン、2012年 7月 17日） 

・「運賃、混雑、終電の早さ…、不満解消への取り組み進まず」（日経ビジネスオンラ

イン、2012年 7月 3日） 

 

 

３. コメント引用 

 

・二足のわらじ つまずく嘉田知事」（読売新聞、2012年 12月 26日） 

・「2012総選挙 自民だけが勝った」（『ＡＥＲＡ』、2012年 12月 24日、朝日新聞社） 

・「維新討論会 改良は？」（産経新聞、2012年 9月 23日） 

・「維新、国政へ」（日経新聞、2012年 9月 17日） 

 

 

４．名前のみ掲載 

 

・「維新、公募候補を面接」（読売新聞、2012年 10月 13日） 

・「維新へ応募 800人超える」（朝日新聞、2012年 10月 2日） 

・「日本維新の会 公募候補者の選考委員」（毎日新聞、2012年 9月 27日） 

・「衆院候補選定委」（読売新聞、2012年 9月 27日） 

・「日本維新 大阪の改革を国政へ」（日経新聞、2012年 9月 23日） 

・「斉藤前知事も出席、大阪維新の会が公開討論」（山形新聞、2012年 9月 9日） 



・「維新討論会に国会議員 7人参加」（日経新聞、2012年 9月 9日） 

・「維新の会が東国原氏ら集め公開討論会」（朝日新聞、2012年 9月 9日） 

・「大阪維新の会：議員意見交換会」（毎日新聞、2012年 9月 5日） 

・「新大学構想会議」（朝日新聞、2012年 8月 29日） 

・「新大学構想会議」（大阪日日新聞、2012年 8月 29日） 

・「維新八策第三極の旗に」（日経新聞、2012年 7月 15日） 

 

 

５．書評 

・「公共経営の再構築」（夕刊フジ、2012年 10月 27日） 

・「公共経営の再構築」（地方行政 2012年 10月 22日号、時事通信社） 

・「だから、改革は成功する」（「TOPPOINT」2006年 1月号、株式会社パーソナルブレー

ン） 
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①  政治関連  
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コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 
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第 130回 目の前の現実か、理念重視か 
  

 もうすぐ総選挙だ。しかし、争点がはっきりしない。いや、たぶん多すぎるのだろう。原発、

TPP（環太平洋経済連携協定）から消費税、景気対策、領土問題、日銀問題まで、争点とされ

るテーマがたくさんある。加えて多党化現象である。マスコミは各党を平等に扱おうとするか

ら、ますます争点が見えなくなる。「争点の数×党の数」だけ情報が氾濫する。 

 

 思えば過去 2 回の総選挙はわかりやすかった。2005 年の小泉選挙では郵政民営化に賛

成か反対かが、そして前回 2009年は自民党政治に終止符を打つか打たないかが争点だっ

た。今回は民主党政治に終止符を打つか否かの選挙なのだが、問題は「再び自民党に任

せて大丈夫だろうか」という点である。 

 

 そこで第三極に期待が集まるが、小党乱立気味である。そんな中、自治体の首長として実

績を上げてきた嘉田・橋下両氏に注目が集まるものの、いつの間にか石原氏、小沢氏がくっ

ついている。「なんだかなあ・・・こんなはずだったっけ？」と戸惑うのも無理はない。政党の

顔が2枚看板というのは、そもそもわかりにくい。一方、既存政党もリーダーはあまり魅力的

でない。民主は地味な野田さん、自民は再登板の安倍さんで、どっちも悪い人ではなさそう

だ。しかし非凡なリーダーシップは期待できず、あまりワクワクしない。 

 

 各党に大きな政策の違いはない。おそらく今度の選挙の真の争点は政策ではない。また、

党首の看板政治家でもない。おそらく価値観を巡る選挙になるのではないだろうか。 

 

●今回は「価値観」を巡る選挙 

 

 価値観とは、特に（1）消費税、（2）原発、（3）TPP 問題に対する各党の姿勢のことである。

なぜ、この 3つか。 

 

 （1）の消費税増税は、国民にとっては手痛い政策であると同時に、政府あるいは国をどこ

まで信頼するかという問題でもある。そして（2）の原発は、従来型の大量消費社会、成長優

先の経済政策の是非を問う課題である。原発維持を唱える人は従来型の資本主義の拡大

再生産を前提とし、反対を唱える人はそもそもなぜそんなに経済成長する必要があるのか、

命を直視せよと主張する。そして（3）の TPP 問題は、容赦ないグローバリズムにどう対峙

（たいじ）するかを迫る。これも価値観を巡る問題である。賛成派は、グローバリゼーション

は避けられず、またそれを利用して国内改革や経済成長を目指すべきと考える。反対派は、

地域の暮らしを守るためにはグローバリゼーションは悪だと考える。中には江戸時代、わが

国は鎖国したおかげで植民地化を免れ、同時に落ち着いた文化や技術の蓄積ができたで

はないかと主張する向きもある。 



 

 以上まとめると、（1）は中央集権と国家への信任問題、（2）はポスト資本主義、脱経済成長

モデルの模索、（3）はグローバリゼーションへのスタンスを、それぞれ象徴する課題である

ように思える。 

 

●課題に対する姿勢の 3類型 

 

 さて、この3大課題に対する各政党の姿勢は大きく分けて3つある。すなわち、「A：現実的

変革志向型」「B：理念的是非判断型」「C：状況対応型」に分かれる。一番わかりやすいのは、

（1）（2）（3）の全部あるいは一部に絶対反対を唱える政党である。これは「B 型」である場合

が多い。一方「C型」は、目の前の現実を見て、いわゆる大人の対応をとる政党である。この

典型は自民党だろう。また民主党もこの 3つについては「C型」といえる。 

 

 これに対し「A型」というのは、条件を留保しつつ、避けられない流れには乗る、あるいは、

むしろ利用するという現実的アプローチをとる。維新の会がこの典型だろう。維新の会は、

消費税は上げざるを得ないという見通しに立ちながら、この際、地方税にせよと主張する。

増税は、新規の財源が生み出されるめったにない機会である。その資金を中央の財源にし

てしまっては中央集権は打破できない。だからこの機をとらえて地方税化しようと主張する。 

 

 原発も同じだ。すでに多数の原発があって、それに依存するという現状から出発しつつ、

代替エネルギーへのシフトを志向する。また、TPP については自由貿易促進の立場から交

渉には参加する。だが、無条件でコメの関税撤廃などを認めるわけでもない、まずは参加し

てからというスタンスだ。 

 

 3つの問題に対する各党の姿勢をそれぞれ見ていくとさまざまなバリエーションが出てくる

が、本筋は全体的に A型か、B型か、C型かで区分することができる。そして政策的には似

通っていても価値観を巡る姿勢が全体的に違えば、連携は難しくなる。 

 

 過去 2 回の選挙の本質は、「政権維持」を巡る選挙、しかも自民党の現政権を残すか、変

えるかの選挙だった。結果として小泉氏は残留を決め、麻生氏は決別を強いられた。それ

に対して今回の選挙は「政治の価値観」を問う選挙になるのではないか。その意味では自

民か民主かの違いはあまり大きくない。どちらもC型だからだ。 

 

 これに対して「未来」「みんな」などは B 型でスタンスは明確だろう。自民でも民主でもしょ

せんは状況対応するだけでダメだ、価値観を転換しようと訴える。一方、「維新」は A 型とい

う新種である。橋下氏はそれを「実行力」と表現する。それは新しい価値観だが、政策的に

はC型に似たものにも見える。これら3つの価値観の違いがうまく有権者に伝われば、どの

党が勝利を収めても歴史に残るいい選挙になったといえるのだろう。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 
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第 129回 「第三極」に込められた 7つの期待感 
 

 最近、「第三極」ということばをよく聞くが、いろいろな期待を含んだ言葉のようだ。 

 

 第1には、民主党、自民党に次ぐ第3番目に大きな（多数の議席を獲得する）勢力になって

ほしいという意味。第 2には自民党、民主党に代わって政権を担う 3つめの新たな勢力（登

場する順序が 3番目）になってほしいという意味。第3には自民党でも民主党でもない、第3

の選択肢、英語でいうところのオルターナティブに登場してほしいという意味。 

 

 そして第 4 には議席数が過半数割れした与党と協議して政権に影響力を行使する勢力、

いわゆるキャスティングボートを握る勢力になってほしいという意味がある。第 5には「二大

政党制はだめだ。大連立を組んで勝手に談合したり、衆参で多数派が異なる“ねじれ”によ

って国会が動かない。だから多党が必要だが、小党の乱立は困る。3 大勢力が拮抗するの

がいい」という期待がある。この場合、その裏には自民と民主の 2 党への決別の気持ちと、

二大政党制への決別（早すぎる気もするが・・・）の気持ちが混じった複雑な心理があるのだ

ろう。 

 

 さらに第 6 には、いよいよ政界再編の切り札となる政党が出てきてほしい、それが第三極

だという考え方である。これは「みんなの党」が出てきた時の気分に近い。「新党結成を核に

自民も民主もばらばらになればいい、全部ガラガラポンだ、その化学反応の触媒が第三極

だ」という考え方である。さらにこれが具体化すると、第 7 の意味としては、「みんなの党」に

日本維新の会などの“斬新な”勢力がくっついてほしいという期待がある。 

 

 いずれにしてもメディアがこの言葉を使う背景には、「自民党もだめ」「民主党もだめ」、だ

から「誰か（あるいは新しい政党）に出てきてほしい」という国民の期待感があるように思え

る。それに合わせて石原慎太郎氏や橋下徹氏、さらに「みんなの党」や「たちあがれ日本」な

ども交えた連携の可能性が云々される。 

 

●「第三の××」の運命は・・・ 

 

 「第三のなんとか」というのは、これまでにもしばしば使われてきた命名法だ。 

有名なのは「第 3次産業」「第 3世界」「第 3セクター」である。いずれも第 1と第 2があって

完成したところに新興勢力が出てきて、命名に困って出てきた用語といえよう。 

 

 経済が発展すると、第 1次産業の農林水産業が減って工業に移ると解説していたところに、

雑多で得体のしれないサービス業が伸びてきた。それでとりあえず「その他サービス業」を

第3次産業と命名した。 



 

 第1世界は欧米先進国、第2世界は東欧ソ連だ。第1と第2は西側・東側で冷戦の構図に

あった。そこに 1960年代になってアジアやアフリカの植民地が独立してたくさんの国が出来

た。第 1世界と第 2世界は、これらの国々に対して国連の票争いや軍事基地を求めての援

助合戦を繰り広げた。そして「その他新興国」が第3世界と命名された。 

 

 第3セクターも「その他」の意味の第3だ。第1、第2は官と民、両方が出資したら第3セク

ターである。以上の“第 3たち”のその後の運命は多種多様である。第 3次産業は今や、数

字の上では第1位に位置づけられる大きな存在になった。第3世界はBRICsなどの勝ち組

のいわゆる新興国とその他に分裂し、今や死語となりつつある。第 3 セクターについても、

解散や破綻などろくなニュースを聞かず、だんだん使われなくなっている。 

 

 さて、「第三極」はどうなるのか。誰にもわからないが、以上 7 つの意味を吟味した上でそ

の動向を見極めたいものだ。 

 

 

 

─◆執筆者・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。運輸省、マッキンゼー（共同経営者）等を経て 

現職。大阪府・市特別顧問、新潟市都市政策研究所長も務める。専門は経営改革、 

地域経営。最新刊に『公共経営の再構築－大阪から日本を変える』（日経BP社）、 

『大阪維新 橋下改革が日本を変える』（角川SSC新書）、『自治体改革の突破口』 

（日経BP社）、『行政の経営分析－大阪市の挑戦』（時事通信社）、『行政の解体 

と再生』（東洋経済新報社）がある。ほかに、『だから、改革は成功する』 

『ミュージアムが都市を再生する』など編著書多数。 

───────────────────────────────────── 
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第 128 回 大阪維新と日本維新 
 

 「大阪維新の会」の国政進出をめぐって様々な報道がされている。筆者は2011年5～12月

に大阪維新の会の政策特別顧問を務め、また現在は衆院選の候補者の選定委員を務める。

今回は大阪維新と国政改革の関係について私見を述べたい。 

 

●なぜ大阪の再生のために国政改革が必要なのか？ 

 

 大阪維新の目的は大阪の町の活性化である。都構想は手段でしかなく、あくまで大阪の町

の中の自治制度の見直し、そして自治体の資金の使途の見直しでしかない。いうまでもなく

それだけでは大阪は再生しない。現実には様々な政策の合わせ技が必要だが、特に重要

なのは医療、福祉、教育などのサービス分野への国の規制の緩和である。それによって都

市経済の中心を担うサービス産業の生産性を上げる必要がある。 

 

 また、野放図で非効率な中央集権型の財政支出の仕組みを“地産地消型”、つまりきめ細

かな現地密着型に変えていく。ちなみに現在、大阪市内では国税と府市の地方税が合わせ

て約4兆円も上がる。今はこのうち3割程度しか市内に還元されていない。大阪の税金の一

部が税収の少ない地域に回るのはやぶさかではない。だが中央集権の行政体制の非効率

で消える部分もあるとしたら、その是正は重要だろう。 

 

 大阪の再生には「中央集権体制」と「過剰規制」の打破が必要である。なぜなら大阪には東

京のような首都機能に由来する特権や既得権益がない。天然資源もなく、江戸時代から自

由な市場取引と人間の才覚で成り立ってきた。だから規制緩和や自主独立型の自治制度が

できると元気になる。このため大阪維新では国の制度の抜本改革に挑戦する必要がある。 

 

●One for all、All for one 

 

 上に述べたとおり“大阪の改革だけ”を目指しても、今の国の制度と統治機構を大きく変え

る必要がある。大阪維新の会は地域政党だが、おのずと国の制度への疑問に向かう。だか

ら大阪の改革には国の制度も変える必要があると考えてきた。 

 

 しかし国の制度の改革を必要とするのは大阪だけでない。事情は各地で異なるが、多くは

同じ構造にある。大阪が先駆けとなって中央集権体制の打破とがんじがらめの規制のくび

きが断てれば、各地で自立に向けた改革が始まるだろう。 

 

 筆者は、「大阪がよくなれば日本もよくなる」、そして「日本がよくなれば大阪もよくなる」と

確信する。One for all、All for one――。「一人のために良いことは全体の利益ともなる、全体

の利益にもなることは一人のためにもなる」というラグビーの言葉があるがこのとおりだ。大



阪のために必死で作戦展開し、そのことが結果的に全国各地の改革と自立を促すことにな

ればよい。いや、そうやって全国各地と連携しないと大阪も変われないだろう。 

 

●日本を変えるのか、地域を変えるのか？ 

 

 だがここで注意すべきは、いきなり日本は「上から」あるいは「丸ごと」変わらないという現

実を直視する必要がある。わが国は中央集権の統治機構を変えない限り、誰が政権を握っ

ても大した政策は実行できない。ましてや財政再建は絶対にできない。 

 

 最も重要なことは、日本国政府を地域分割し（外交、防衛、通貨は除く）、制御可能なサイ

ズにしたうえで、中身を変えていくことである。そのためには道州制の導入とそこへの内政

の移譲が必須だろう。これはあたかも国鉄の分割民営化と同じ理屈である。国鉄は 1964 年

に赤字に転じて以来、何度も経営再建計画を立てたが全て失敗した。ついに 87 年に地域分

割したうえで民営化されやっと再生した。今の日本国も国鉄末期と同じ状態にある。道州制

によって地域分割し、それでやっと抜本改革ができるだろう。 

 

 大阪維新の会は、都構想を実現するために大阪市役所を解体することを訴え、2011 年の

“大阪ダブル選挙”で勝利を収めた。橋下氏は大阪市役所、そして大阪市長というポストをな

くすために市長になった。同様に大阪維新の会は、今までの中央集権の日本国政府を解体

し、地方主権に転換するために国政に参画する。 

 

 だからマスコミ報道に見られる「維新の会が大阪から“国政を目指す”」とか“国政に上が

る”といった言い方は間違いだ。地方主権を実現するために国政を“獲りに行く”と言ったほ

うが正しいのかもしれない。 

 

●国政以前にやることがあるはず？ 

 

 ところで識者にも、また一般の府民・市民の間でも、「維新の会は国政進出に浮き足立た

ずに専ら大阪の改革に専念せよ」という意見がある。確かにこれは一理ある。よその地域か

らすると、自分の地域の再生や財政再建すらまだできていない大阪の地域政党が急に「全

国を変える」と言い出してもなかなか信用できないだろう。「まずは現行制度の下で地域の

自立と財政再建に取り組む」というのは一つの見識だろう。 

 

 だが、今の「決められない民主主義」を前提とした場合はどうしても国政進出が必要となる。

第 1 には大阪都構想を実現するための各種法改正の必要性である。様々な努力のかいあ

って、大阪市役所の廃止のための手続き法が成立した（「大都市地域における特別区の設

置に関する法律」）。しかし、都構想の実現にはさらに既存の約200 もの法改正が必要だ。 

 

 例えば現行の地方独立行政法人制度は、独法同士の合併を想定していないので、法改正

をしなければ研究施設や公立大学などの府市の既存の独立行政法人の合併ができない。

維新の会は2015年4月までの都構想の実現を目指す。こうなると法改正については政権与

党に依願するほかないが、不安定な政局下で確実に実現するためには国会に議席を得た

ほうがよい。 

 



 第 2 には中央省庁の協議である。現在、大阪市役所が得ている国からの補助金などを府

庁と各特別区に円滑に引き継ぐ作業がある。国との協議を控え、国政への影響力があるに

越したことはない。 

 

 以上のような理由から大阪維新の目的を完遂するためには国政進出が必要だ。またそれ

は全国各地域の自立改革の先駆けとなるはずだ。まずは大阪が出て行って中央集権の岩

盤に風穴を開ける。その後、各地も動き出すと岩盤にさらに大きな穴が開く。閾（いき）値を

超えるとベルリンの壁の崩壊のように、既成の制度が音を立てて激しく変わり始めるだろ

う。 

 

 大阪が変われば日本は変わる。そして同時に日本が変わらなければ大阪も結局、変われ

ない。日本維新の会と大阪維新の会は互いに対等の関係を結びつつ、手を携えて大阪を、

各地を、そして結果的に各地の集合体としての日本国を変えていくだろう。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第 125回 地域政党「大阪維新の会」とは何か（下） 
 

前回は大阪維新の会の立ち上げのきっかけについて説明した。今回はその後の展開につ

いて解説する。  

 

●“2重国籍”の問題  

 

 2010年4月の大阪維新の会立ち上げに参加したのは、橋下徹大阪府知事（当時）のほか、

議員は松井一郎、浅田均など大阪府議 27 人、大阪市議は坂井良和 1 人、それに堺市議 5

人の計 33 人だった。所属政党は、自民党が大多数を占めていたが、民主党や無所属から

参加した人もいた。大阪維新の会は当初、「ローカルパーティーなので既存政党との“2重国

籍（党籍）”も可」としていた。「大阪を再生させる」という一点で志を同じくする人であれば国

政に関する考え方は問わない、という姿勢だった。  

 

 維新の会が発足した翌月の2010年5月に福島区で、7月に生野区で大阪市議会の補欠選

挙があった。福島区は自民、共産を相手に、また生野区では民主を相手に、大阪維新の会

が勝利した。  

 

 そして2011年4月の統一地方選挙である。この選挙は大阪維新の会の将来を決める試金

石だった。維新の会は候補者を広く公募することにした。ところがここで大きな問題が持ち上

がった。急速な党勢拡大策が既存政党との間で摩擦を生み出したのである。  

 

 浅田均たちは、当時の自民党府連会長の谷川秀善氏に呼ばれ、次のように申し渡された。

「2 重国籍は今後、認められない。党から除名された場合は復党できないが、自分から出る

のであれば戻ることは可能だ。だからひとまず自民党を離れろ」。そこで自民党所属の者は

自民党を離れた。民主党はもっと条件が厳しかった。2 重国籍はもともと一切認めていなか

ったため、維新の会に入った者は即除名になった。  

 

●躍進の原動力になった新人議員  

 

 2011年の統一地方選挙の開票結果が明らかになった 4月25日、大阪維新の会は大阪府

議、大阪市議、堺市議合わせて 103人の当選者を誕生させ、大阪における政治の一大勢力

となった。議席拡大の原動力は、一般公募からがんばって初当選した新人議員たちだった。  

 

 新人議員の前職で目立つのは、官公庁の元役人や市町村の首長から転身した人たちで

ある。たとえば紀田薫は経済産業省の、杉江祐介は国土交通省の職員だった。横山秀幸は

元大阪府庁職員、新田谷修司は元泉佐野市長だった。以上はいずれも大阪府議会議員に

当選した。  



 

 大阪市会については弁護士の吉村洋文のほか、河崎大樹が橋下徹の秘書から転身した。

今井篤は中学校教諭から、そして伊藤良夏はパリコレのモデル経験者から市議になった。

なお、大阪維新の会メンバー103人のうち女性議員は 9人いる。  

 

●選挙候補者の公募  

 

 統一地方選挙の候補者公募は、2 段構えの選抜で行った。大阪維新の会の幹部議員であ

る松井一郎、浅田均、坂井良和、井上哲也、今井豊らが応募者たちに面接して、めぼしい人

を絞り込んだ。その上で、最終的には橋下徹代表が会って決めた。  

 

 選別で最も重視したのは志の高さだという。維新の会の目的は大阪都構想の実現だが、

これを議員の 1期 4年間で貫徹する。市会については「あなたたちは最後の市会議員にな

るわけです。それでもいいですか」と覚悟を質（ただ）した。そして、現状を変えたいという熱

情と実行力をチェックした。事を成就することだけに集中し、その後をどうやって生き永らえ

るかは考えないでほしい、と要望したという。  

 

 もうひとつのポイントは、お金の問題である。大阪維新の会はローカルパーティーであり、

政党助成法でいう政党には当たらない。そのため政党助成金給付の対象外である。したが

って、党の運営は厳しく、幹部党員が身銭を切って運営費用を賄っている。選挙でも候補者

に対する金銭面での面倒は見られない。「選挙資金は自分で用意してください」とはっきり言

い渡したという。大阪維新の会公認で選挙に立候補したのは「それでいいです」と言い切っ

た人たちである。  

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第 127回 大阪市バスの民営化 
 

 全国各地で路線バスの収益が悪化している。特に公営バスは軒並み、累積赤字に悩 

んでいる。そのなかでも飛びぬけて赤字額が大きいのが大阪市営バスである。単年度 

の赤字を累積させ、2011年度末でなんと 600億円超もの累積欠損を計上している。 

 

 現在の市営バスの路線は全部で 139路線ある。このうち黒字は 3路線のみだ。人口密 

度の高いところを走っているのにあまりにもコストが高い。そのため多くの路線が赤字にな

っている。赤字の原因は、第 1にバスの運転手の賃金が民間平均の約 4割も高いうえに人

員が過剰なこと。第 2に他都市のような民間バスへの路線の譲渡や業務委託がほとんど進

んでいないこと。第3にお客がほとんど乗らない路線がたくさん残されていることである。 

 

 さらに市内路線をほぼ独占しているという問題もある。東京の場合、主要駅に乗り入れる

バスの 9割弱が民間バスだ。名古屋でも 35％が民間バスである。ところが大阪ではわずか

9％しか民間バスが入っていない。空港バスですら大阪駅前の市バスのターミナルに乗り入

れできない。電車を降りた人が大きな荷物を持って近くのホテルの前の空港バス乗り場まで

何分も歩かなければいけないという風景は、とても先進国のものとは思えず異常である。 

  

●4割を民間譲渡 

 

 赤字続きのバス事業には、大阪市役所の一般会計からの補助金、そして黒字の地下鉄会

計からの繰入金で毎年50億円以上が投じられてきた。 

 

 今回、府市統合本部のプロジェクトチームで改善策を考えた。すると給与を4割削減して民

間並みに正常化したうえで運転手の勤務日数を 9％増やすなどの工夫をすれば、全体の 4

割強、乗客数で約8割に相当する 58路線は黒字化する可能性があるとわかった。これらに

ついては営業所の単位で民間のバス会社に事業を譲渡していく方針である。 

 

 残りの 81 路線は、民営化で合理化しても赤字が出る可能性があるが、全廃すると住民生

活に影響が出かねない路線だ。これら81路線は事業性がないので交通局ではなく、区役所

に地域の公共の足の問題として対策を考えてもらう。区バスを走らせる、福祉タクシーに売

るなど方法は自由だ。 

 

 ちなみにこれら 81路線は 41路線に集約すると沿線の 99％のエリアをカバーできることも

わかった。現実には 81路線のまま区役所に対策を考えてもらうのではなく、この 41路線を

どうするか考えればよい。もっと具体的に精査したところ、このうち 20 路線は利用者が特に

少なく、バスではなく福祉タクシーへの切り替えなどが妥当と思われる。いずれもしてもこう



した改革案が実現すると、今後、必要となる補助金は年間 6 億円程度に抑えられる見込み

である。 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第 126回 大阪市営地下鉄の民営化 
 

大阪府市統合本部では、府と市の事業の統合の準備を進めている。また本部では、地下鉄

やバスなど、大阪市が直営で行っていた事業の民営化の準備作業も行っている。今回は 6

月19日に明らかにされた府市統合本部方針の地下鉄民営化の方向性を解説する。  

 

●近鉄にも匹敵する巨大な独占事業体  

 

 市営地下鉄は 2015年度に民営化することになった。民営化後は、人件費を私鉄並みに引

き下げるなどの措置によって、現在より年間で約121億円のコストダウンを見込む。これらを

原資に初乗り運賃の値下げ、トイレなどの改修、駅の改良、終電時間の延長など、サービス

が飛躍的に改善する見込みだ。  

 

 大阪市営地下鉄は、東京メトロに次いで全国第2の営業距離を誇る地下鉄である。2010年

度の運輸収益は約 1514 億円で、これは近鉄、阪神、阪急、南海、京阪など、関西のどの私

鉄をも上回る規模だ。最近では年間約 100 億円の利益を出している。しかし、乗客数がしだ

いに減り始めている一方で、6500 億円の建設債務を抱えている。そのため抜本的な合理化

を必要としていた。特に職員の数と給与の見直しが課題だった。  

 

 地下鉄職員の平均年間給与は、私鉄職員の平均 627万円に比べると 127万円も高い 754

万円である。また営業キロ当たりの職員数は私鉄の約2倍、他の都市の公営地下鉄に比べ

ても格段に多い。  

 

 公営の弊害は人件費問題だけではない。自動改札機などの機械の調達では、一番安い会

社からまとめ買いができない。役所のルールによってどの会社からも均等に調達しなけれ

ばならないからだ。また、駅の大きさに合わせて駅員の数を増減させるのも困難である。こ

うした問題を解決するために民営化は不可欠だ。ちなみにかつては新線建設の際に公債に

よる資金調達ができたので公営だと調達金利が安くなるというメリットがあった。しかし路線

整備がほぼ終わった今、その意味も薄い。どう考えても公営であるメリットは思い当たらな

い。  

 

●広域交通ネットワークの充実も  

 

 市営をやめて企業化するもうひとつのメリットは、大阪市域にとらわれずに事業が展開で

きることである。地下鉄の乗客の 8 割は大阪市の外の住人である。ところが終電は私鉄に

比べて 20～40 分も早く市外から通勤、通学する人は不便を被っている。今回の見直しでは、

単純に顧客ニーズに応えることを考え終電を延長することになった。  

 



 また、南北の大動脈である四つ橋線は、北は西梅田、南は住之江公園で止まり、大阪市域

を越えた南北に延びていない。そのために南北の交通が御堂筋線に集中し、都市の発展を

阻害してきた。これについては四つ橋線を十三、新大阪に延伸し、さらに南海本線を四つ橋

線に乗り入れる計画が動き出した。  

 

 大阪市営地下鉄は、これまで私鉄との相互乗り入れに極めて消極的だった。しかし鉄道は

シームレス化とネットワークの充実が大切である。今回の民営化を機に私鉄や JRとの連携

がどんどん進むだろう。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20120910/236596/?leaf_bn 

日経ビジネスオンライン  ＞ 政治・経済 ＞ コンサルタントが見た“大阪都” 

 

信用保証、余裕ある企業も破綻しかけた企業も利用 

制度が“自己増殖”、自治体の財政を脅かす 

2012年 9月 20日（木） 大庫 直樹、上山 信一  

 

 大阪府と市の統合本部は現在、「大阪都構想」の実現に向けて、府・市の主要事業の民営化、

統合プランなどを作成中である。 

 

 前回に引き続き、府と市の特別参与として、健全な信用保証制度のあり方を探った大庫直樹氏

（プライスウォーターハウスクーパース・パートナー、元マッキンゼー）に登場していただく。大阪府

内には大阪府中小企業信用保証協会と大阪市信用保証協会がある。今回、大庫氏らは府中小

企業信用保証協会を母体とする経営統合を進めることを提案。府、市も 2013 年度中の統合を目

指す方針を発表した。 

 

 国の政策として進めてきた信用保証制度だが、国税・地方税でまかなわれる費用は急増してい

る。大阪で 2協会を統合した後も、制度自体が抱える本質的な問題は残る。全国の信用保証協会

が共通の問題を抱える中、先陣を切る大阪で、今後、どのように改革を断行していくのか。また、

大阪府・市の特別顧問の上山信一氏（慶応義塾大学総合政策学部教授）にも橋下改革における

今回の問題の位置づけを語ってもらった。（聞き手は、伊藤暢人） 

 

-大阪府中小企業信用保証協会と大阪市信用保証協会という 2 つの協会は 2013 年度中に統合

する方向で動き出しました。しかし、お話を聞いていると、国の政策として進めてきた信用保証制

度そのものが抱える問題も大きいように感じます。 

 

上山：橋下徹大阪市長は「制度自体がおかしい」と指摘していますね。 

 

大庫：確かに、この制度は色々な問題をはらんでいます。 

1990 年代末以降、全国で信用保証協会から信用保証を受けた融資残高が大変な勢いで増えて

います。増え始めたのは、金融機関の不良債権処理問題がクローズアップされた時期。金融機関

が中小企業に資金を振り向けず、「貸し渋り」や「貸しはがし」が問題になった頃のことです。中小

企業を救う存在として、信用保証協会の役割が大きくなりました。 

 

 2000 年前後には信用保証を受けた融資残高が 40 兆円を超えました。その後、少し減ったもの



の、2011年度末も 34兆円あります。1980年代はせいぜい数兆円でしたか

ら、いかに急拡大したかがわかります。これほどまでに規模が膨らんだこ

とで、信用保証制度は自治体の財政を圧迫する要因となってきました。 

 

どのような形で自治体が信用保証制度の費用を負担しているのですか。 

大庫：代位弁済の一部を負担しています。保証債務残高が膨らんでいま

すから、代位弁済の額も、実はすごく大きい。2009 年度には全国で 1 兆

1000億円あり、2010年度、2011年度も 9000億円ありました。といっても、

このすべてを各自治体が払っているわけではありません。 

信用保証協会を担当した府と市の特別参与、大庫直樹氏  

 信用保証制度を利用する中小企業は、利用の対価として信用保証料を払います。そのうちの一

部は保険料という形で、日本政策金融公庫の信用保険事業に納められます。万が一、利用した

中小企業が返済できなくなった場合は、信用保険事業の資金で約 80％をまかない、残りの 20％

を自治体と信用保証協会が負担します。自治体が払うのはだいたい全体の 16％ぐらいのことが

多いようです。 

 

 実は日本政策金融公庫の信用保険事業の収支も、この 4 年間ほど、毎年 4000 億～5000 億円

の赤字です。その赤字には国税を使っています。各地の信用保証協会が保証承諾した債務を、

結局は国の財政でカバーする仕組みになっている。国民の税金が充てられています。 

 

金融機関に対し、自治体が金利の差額を補填している 

-代位弁済全体の 16％を負担することで、大阪府や市は幾らぐらいの費用を負担してきたのです

か。 

大庫：府が 60 億円、市が 20 億円ほどです。これらは中小企業が破綻し、返済できなくなった時に、

中小企業の代わりに金融機関に対して渡すものですから、直接は何の経済対策にもなりません。

毎年、何十億円というお金を破綻コストとして支払うのですから、負担感は大きい。 

 加えて、自治体は金融機関に対して「利息補填」も行っています。 

 

-損失補償とは何ですか。 

大庫：信用保証制度を利用する中小企業は、言ってみれば“弱者”です。一般的な金利で融資を

受けるのは難しいだろうという想定の下、貸出金利は通常よりも低く設定されています。ただ、そ

の低い金利のままでは金融機関は儲けが出ません。そこで、自治体が設定する「基準金利」と、

実際に中小企業が支払っている金利との差額を自治体が補填することになっているのです。 

 

上山：中小企業が銀行や信用金庫に融資を頼みに行って、断られた場合に信用保証を利用する

というのが本来の流れです。企業側も断られる前は、銀行や信金の一般的な金利を支払うつもり



でいるわけです。なのに、断られて信用保証を利用することになった瞬間に金利が安くなる。おか

しな制度です。信用力の高い企業も実は信用保証制度でお金を借りることができます。だから、あ

えて信用保証制度を活用することで、低い金利で融資を受ける健全な中小企業が増えています。

制度の主旨に反しています。 

 

大庫：補填の方法は 2 通りあります。1 つは「利子補給方式」。直接的に金利の差額を計算して埋

めるやり方です。この方法を採用している自治体は静岡県など一部に限られます。 

 

 多くの自治体が採用しているのが「預託金方式」。無利息の預託金を金融機関に置いておく。銀

行や信用金庫はそのお金を使って例えば債券などを買って運用する。そこで金融機関が得た利

ざやが金利の補填となっているのです。 

 

預託金方式は一種の錬金術か 

 

-なぜ、そんな複雑な方法で補填しているのですか。 

 

大庫：利子補給方式だと、一般会計の歳出の項目に上がってきます。コストが見える形になるの

で自治体としても負担感が大きいのでしょう。預託金方式だと、4 月 1 日に預託金を積んで歳出と

なっても、3月 31日に引き上げれば歳入として入ってくる。見かけ上、コストが発生しないので、自

治体としてもやりやすいのです。 

 

 自治体で活用されている公会計という制度では、財布から幾ら出たのか、財布に幾ら入ったの

かを見ています。借りたお金でも、財布の中に入ってくれば歳入にカウントされる。預託金方式は

そういういびつな公会計をうまく利用した仕組みと言えます。 

 

上山：一種の錬金術ですよね。見かけ上、コストはゼロ。実際は資金借り入れコストや運用機会ロ

スが発生しているのですが、公会計上、見えにくい。言ってみればコストの“飛ばし”ですよ。こうな

ると、預託金の拡大に歯止めがかからず、どんどん増やしてしまうことになる。利子補給方式の方

がまだ健全です。 

 

大庫：私は橋下市長が大阪府知事だった時、府の信用保証協会改革を手掛けました。その時、金

融機関と交渉して、自治体が設定する基準金利を見直し、それに伴い 3000 億円ぐらい預託金を

減らしました。 

 

 当時の大阪府債の金利は 1.4％でしたから、3000億円分の資金調達が減ったことで、年間約 40

億円のコストを削減できました。信用保証制度は 10 年満期ですが、大阪府は融資契約期間中に



ついては預託金を置き続ける仕組みにしていたので、40億円の 10年分、つまりトータル 400億円

ぐらいのコスト削減です。 

 

上山：信用保証制度は金融機関への支援にもつながっていますよね。不況で良い借り手がいなく

なってしまったから金利をディスカウントして借り手を創出する。ディスカウントした金利分は自治

体が補填する。金融機関は全くリスクを負わなくて済みます。 

 

1980 年代に数兆円だった保証債務が 30 兆円、40 兆円と膨らんできたとすると、本当に資金を必

要とする企業が活用しているのかという疑問も生じます。 

大庫：中小企業庁のアンケート結果を見てみると、中小企業の 45％が信用保証をつけた融資を

受けています。 

 

上山：45％は異常な数字でしょう。そのうちのほとんどは、信用保証制度なんて使う必要がない企

業でしょう。 

 困っている人のための制度として生活保護や公営住宅がありますが、そんなに高い比率ではな

い。大阪市は全国で最も生活保護受給者が多いけれど、それだって世帯の 5％ほどです。 

 

本来の趣旨から反する利用方法も… 

 

大庫：2008 年秋以降、リーマン・ショックに端を発した世界金融危機の影響で、国内でも中小企業

の資金繰りに不安が高まりました。政府は「緊急保証制度」や「景気対応緊急保証制度」を導入し、

手厚い資金繰り対策を講じました。 

 

 ところが、独立行政法人経済産業研究所が 2009 年 2 月に行った「経営環境実態調査」を見ると、

景気対応緊急保証制度を利用した理由として最も多いのは「手元流動性を手厚くするため」。6 割

以上に達しています。「民間金融機関からの貸し出し拒絶」という理由は 13.0％しかなかった。 

 

 当時は信用保証の承諾額を増やすことが中小企業を助けることのように喧伝されていたけれど、

実際のところは、本当に経営に困っていた企業は 2 割もいなかったのです。「これから景気が悪く

なるから、事前に金を借りておこう」というぐらいの感覚だった。 

 

上山：借りた資金を財テクで運用する企業もあると聞いています。大阪には大阪府中小企業信用

保証協会と大阪市信用保証協会とがあります。府協会、市協会のどちらから借りる場合は 8000

万円、両方から借りる場合でも合計で 8000 万円が上限です。どちらにしても上限 8000 万円の融

資を受けられる。だから、大阪の中小企業はまずはそのお金でマンションでも買って賃貸事業を

始めると聞いたことがあります。 



 

大庫：大阪府の緊急保証制度の金利は 1.4％。保証料率が 0.8％とすれば合計 2.2％です。リーマ

ン・ショック後は株価も非常に安かったことを考えれば、不動産投資でも株式投資でも、十分、利

益が出るでしょうね。 

 

上山：本来、適当な保証人がいない中小企業が保証料を支払って信用保証を受けるという制度な

のだから、保証料は高くすべきですね。 

 

大庫：保証料は制度ごとに決まっていますが、「弱者救済」という名目で抑制されています。普通

に銀行や信用金庫で借りるよりも有利なので、どの中小企業も信用保証をつけた融資を受けよう

とする。信用保証をつけた融資が、市中の金融機関よりも高い金利になれば、本来、必要のない、

余裕のある企業は信用保証協会には来なくなるはずです。 

 

金利も保証料もディスカウント…至れり尽くせりのサービス 

 

-信用保証を付けた融資で財テクをしている例もあるとすれば、本当に困ったものですね。融資の

用途は限定されていないのですか。 

 

大庫：制度によって、「設備投資に使う」といった条件が付いていることもあります。信用保証制度

の多くは、何に使ってもいいのです。ですから、制度をつくった本来の趣旨に反する利用はいくら

でも起きることになります。 

 信用保証制度というものが、当初、想定していたような弱体化した中小企業を救うために使われ

ているのかという根本の部分に疑問が生じている状態なのです。 

 

上山：本来は「ちょっと頑張れば何とかなる」という企業のための制度です。ところが今は、本来、

対象とすべき企業ではなく、2 種類の余計な企業を取り込んでしまっている。健全な経営をしてい

て余裕がある企業と、ほぼ破綻している企業と。 

 

 一部の人のための特別な制度だったのに、一般化してみんなの制度になってしまった。自己増

殖し、結果的に、悪平等になってしまった。 

 

 8000万円を 10年間借りられて、銀行よりも低い金利で、市の場合は保証料をディスカウントして

いた時期もあった。大量の焦げ付きサービス付き。金融機関には金利補填付き。まさに至れり尽く

せりです。借りる側にとっても、貸す側にとっても、これ以上の制度はないですね。 

大阪府中小企業信用保証協会（左）と大阪市信用保証協会

がそれぞれ入っているビル。両者の統合は進むか？ 



 

-信用保証制度は国の政策で推進しているもので、仕組み自体を変えることはできません。大阪

府中小企業信用保証協会と大阪市信用保証協会の経営統合後は、協会の経営の範囲内で可能

な改革を進めていくことになります。保証事業の社会コストを下げるために、融資残高の上限を定

めたり、保証承諾の企業数に制限を設けたりするといった方法を取ることになるでしょうか。 

 

大庫：どうしてもお金を貸す方向に議論を進めた方がコンセンサスを得やすいので、なかなかそう

はならないかもしれません。本当は、政治家こそ金融に対する理解を深めていくべきではないでし

ょうか。そうなれば、いかに今の信用保証制度が大きな問題を抱えているか分かるのではないか

と思います。 

 

 たとえば、信用保証制度の適正化を進めるうえで、保証承諾を受けてから短い期間で破綻する

企業は少ないので、リスクグレードの高い企業は 10 年保証ではなく、1～2 年の運転資金に限定

することなども必要だと考えています。 

 

 信用保証の本来の趣旨に立ち返った規模の適正化が不可欠です。また中小企業の競争力をど

のように高めていくか、というそもそも論をきちんとすべきです。それがないままに資金を融通すれ

ば中小企業は救われるというのは思い込みに過ぎません。 

 

上山：金融機関に対する損失補償は、預託金方式をやめて利子補給方式にするべきですね。コ

ストを見える化した上で、きちんと管理するべきです。 

 

 このように、橋下改革で信用保証協会にメスを入れたことで、国の制度自体のおかしさも浮かび

上がってきました。統合後の大阪の信用保証協会では、できる範囲でそれを改革していきたい。こ

うやって地域で、ミクロに改革していくことが、日本全体の改革に結びついていくのだと思います。 

 

（このシリーズは今回で終了します。構成：小林佳代） 

 

 

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、日本公共政策学会理事等を兼務。著書に『大阪維新―橋下改革が日本を変える』



（角川 SSC 新書）、『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。 

 

 

 

  

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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日経ビジネスオンライン  ＞ 政治・経済 ＞ コンサルタントが見た“大阪都” 

 

二重行政の象徴「信用保証協会」統合へ 

「社会コスト」が高い市協会は府協会に吸収 

2012年 9月 19日（水） 大庫 直樹、上山 信一  

 

 大阪府と市の統合本部は現在、「大阪都構想」の実現に向けて、府・市の主要事業の民営化、

統合プランなどを作成中である。この連載では、これまでにモノレール、公立病院、人形浄瑠璃文

楽、バス・地下鉄事業の動向について見てきた。 

 

 今回は府と市の特別参与として、信用保証協会のあり方を探った大庫直樹氏（プライスウォータ

ーハウスクーパース・パートナー、元マッキンゼー）に登場してもらった。 

 

 信用保証協会は信用保証協会法に基づいて設立した特殊法人。中小企業が金融機関から融

資を受ける際、公的に保証する。大阪府内には大阪府中小企業信用保証協会と大阪市信用保証

協会がある。過去にも二重行政と指摘され、協会の再編が議論されたことがあるが、まとまらなか

った。 

 

 今回、大庫氏らは府中小企業信用保証協会を母体とする経営統合を提案。府、市も 2013 年度

中の統合を目指す方針を発表した。大庫氏はどのような調査・分析を行ったのか。ポイントを聞い

た。また、大阪府・市の特別顧問の上山信一氏（慶応義塾大学総合政策学部教授）にも橋下改革

における今回の問題の位置づけを語ってもらった。（聞き手は、伊藤暢人） 

 

-今回は大阪府中小企業信用保証協会と大阪市信用保証協会の経営統合についてお聞きします。

信用保証制度になじみのない読者も多いことと思います。改めて、制度の内容と信用保証協会の

役割を説明してもらえますか。 

大庫：信用保証制度とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、公的機関である信用保証

協会が保証する制度です。厳しい経営環境に置かれ、信用力が十分でない

中小企業が、スムーズに資金調達できるよう支援する制度であり、国の施策

として導入しています。 

信用保証協会は 1953 年に施行された「信用保証協会法」に基づいて設立さ

れ、全国に 52法人あります。都道府県単位で 47法人が存在するほか、横浜

市、川崎市、名古屋市、岐阜市、大阪市にも 5法人あります。 

 

信用保証協会を担当した府と市の特別参与、大庫直樹氏  
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上山：信用保証制度の拡充は「中小企業の救済」につながるという認識が浸透しているため、政

治的に重視されてきた面があります。 

 

実際に中小企業が信用保証を受けるには、どういう手順が必要ですか。 

大庫：金融機関の融資を受けたいと考える中小企業は、近くの信用保証協会に保証の申し込み

を行います。信用保証協会はその企業の事業内容や経営計画などを確認し、保証を「承諾」する

か否かを決め、金融機関に連絡します。金融機関は保証承諾を受けた中小企業に融資を行い、

中小企業は融資条件に基づいて借入金を金融機関に返済します。利用の対価として信用保証料

も支払います。保証料率は、中小企業の財務状況などを考慮し、原則として 9 つの料率区分から

適用します。 

 

 万一、融資を受けた企業が何らかの事情で返済ができなくなった場合、信用保証協会が「代位

弁済」し、その分を利用企業から回収します。こういう流れです。 

 

1万社以上の企業が重複して府と市の協会を利用 

大阪の場合は、府内に大阪府中小企業信用保証協会、市内に大阪市信用保証協会があります。

以前から、二重行政で無駄ではないかという指摘が出ていました。 

大庫：府協会の利用企業は 9万 7000社、市協会の利用企業は 3万 6000社で、1万 1000社程度

は重複しているとみられます。これは、市協会利用企業の 31％に相当します。 

 

 2 つの組織を統合すれば、重複して利用していた企業の審査・回収などの運営コストを削減でき

ます。 

 

-2つの協会を統合しようという話は今までなかったのですか。 

上山：もう 10 年以上も前から二重行政の象徴的な存在として話題に上っていました。しかし、府と

市の両方の制度が使えることから政治的な反対が強く、いっこうに話は進んできませんでした。橋

下徹氏が大阪府知事の時代にも、市協会との統合を考えました。しかし、話は進まなかった。今

回、知事と市長が同意して、やっと統合を考えることになりました。 

 

大庫：私は、橋下氏が大阪府知事の時に、マクロな観点で、信用保証制度が自治体の財政に与

える影響などを分析し、府協会の改革を手掛けました。 

 

 今回は統合を前提に、客観的な指標を作り、2 つの協会を比較するという、ミクロな分析を行い

ました。要は、統合に当たって、どちらの協会がイニシアティブを取るべきかを明確にしようとした

のです。 

 

上山：対等合併で、どちらが主導するかがはっきりしないと、うまくいきませんからね。民間の金融



機関の経営統合も、それで失敗しているケースはたくさんあります。 

 

-これまでは、府協会と市協会を客観的に比較するような指標はなかったのですか。 

大庫：ありません。比較したことがないから、どちらがどういうポジションにあるのか、分かりません

でした。組織の規模で見ると、府協会は三百数十人で、市協会は 100人ぐらいと、かなり差がある

のですが、客観的な状況が分からないまま対抗意識ばかりが先行していました。 

 

上山：同じ信用保証を手掛ける行政同士ですから、「この会社は気をつけた方がいい」とか「危な

い」とか、情報を共有すれば良いと思うのですが、そういう情報交換の機会も全くありませんでした。

代位弁済した場合の回収も別々。つまり、完全な競合関係、敵対関係にありました。行政として考

えれば大いなる無駄です。組織は別のままでも、業務連携などを検討すべきだったと思います。 

 

3～4年で保証した企業の 3割が破綻 

 

-客観的な指標で比較してみて、どんな結果が出ましたか。 

大庫：今回、算出し、比べたのはコスト構造や代位弁済率、代位弁済した場合の回収率などです。

双方に、同じベースで数字を出してくださいとリクエストを出しました。結論から言うと、府の方がパ

フォーマンスは概ね高かったですね。 

 

 例えば、「社会コスト/保証料」という指標を比べてみましょう。「社会コスト」というのは信用保証

協会の負担分だけでなく、国や地方が負担しているコストの合計です。信用保証は信用保証協会

の負担するコストに比べて「社会コスト」が非常に大きい事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出所：第 14 回大阪府市統合本部会議資料「健全な信用保証制度の実現を目指して」  

今回、代位弁済したうち、利用した中小企業から回収できなかった分に信用保証協会の業務費を

加えたものを社会コストとして算定し、それを保証料で割った数字を見てみました。これが1であれ

ば、保証料で事業をまかなえている、つまり受益者負担で済んでいることになります。1 を超えた

場合には、公的補助でまかなっていることになります。 

 

 府市ともに 2007年度は 1.5倍程度です。府協会の場合、社会コストは保証料の 3倍前後で推移

しています。市協会は 2010 年度に 5.5 倍に達し、その後、下落したものの、4 倍ほどあります。他

の都道府県に比べて、どちらも高い水準ですが、市の方がよりコスト高の構造になっていることが

わかります。 

 

-市協会の社会コストが高いのは代位弁済が多いことが理由ですか。 

大庫：そうです。売り上げの減少など、経営の安定に支障を来している中小企業を対象とする「セ

ーフティネット保証制度」に関して、横軸に「保証承諾した月」、縦軸に「2011年 9月までの『累積代

位弁済率』」を取った「月次ヴィンテージ別の代位弁済率」のグラフを作成し、府と市のパフォーマ

ンスを比較してみると、全体的に市の代位弁済率は府に比べて高い水準にあることが分かりま

す。 

 

 

出所：第 14回大阪府市統合本部会議資料「健全な信用保証制度の実現を目指して」  

例えば、2007 年の 11～12 月に市協会が保証承諾した融資は、2011 年 9 月までに 3 割近くを代

位弁済しています。つまり、保証を承諾した企業のうち 3 割は 3～4 年で破綻してしまったというこ

とです。果たして、そういう企業に融資を受けさせるのが良かったのかと大いに疑問ですね。かえ



って負債額を拡大させてしまい、世の中への影響を大きくしてしまうからです。 

 

-そんなに短期間でダメになってしまうような企業の融資を保証承諾していたとは…。これまで問

題になったことはないのでしょうか。 

大庫：信用保証によって融資を受ける企業はどんどん増えていたので、これまでは破綻した企業

が相当数あっても、目立たなかった。全体の企業数という分母が大きくなったため、破綻企業数と

いう分子が小さく見えていたわけです。 

 

 今回のように、「何年何月に保証承諾をした企業のうち、何パーセントが代位弁済に至ったか」と

いうデータを分析してみて初めて、その実態が分かったのです。 

 

-府協会に比べ、市協会の代位弁済率が高いのは、何か大阪市特有の事情が影響しているので

しょうか。 

上山：大阪府に比べて、大阪市内にある中小企業の方が、経営状況が厳しいという面はあるかも

しれません。有望な技術やビジネスモデルを持つ企業が、コストを考えて、市外に移転したり、最

初から市外で起業したりするようなケースも出ています。 

 

ただ、そういう事情を考慮しても、3～4 年で保証承諾した企業の 3 割が破綻してしまうというの

はひどい話です。そんなにすぐに倒れるようなところになぜ保証承諾するのか。審査部門が機能

していないのではないかと言われても仕方ないでしょう。 

 

大庫：保証料率別の累積代位弁済率を見ると、両者の審査能力の差が明らかになります。 

 

 通常は、保証料率が低い、つまり信用リスクが低ければ代位弁済率も低くなり、保証料率が高

い、つまり信用リスクが高ければ代位弁済率も高くなります。縦軸に累積代位弁済率、横軸に保

証料率を取ったグラフを作成すれば、きれいな階段状になるはずです。 

 

 府協会のグラフは階段状になっています。が、市協会のグラフはリスクが高くても低くても、代位

弁済率にほとんど差がなく、平坦なグラフになっています。つまり、リスクグレードを見極めるため

の適正な審査ができていないということです。 

 

生産性向上という意識がまだ足りない 

 

-代位弁済率が高ければ、回収にも多くの労力を割く必要があります。府と市で回収部門のパフォ

ーマンスには差がありますか。 

大庫：府と市のどちらの協会も有担保の場合で 70％強、無担保の場合で 10％強と、回収率に差

はありません。ただし、1人当たりの回収額を見ると、有担保の場合、府が 4億 9000万円、市が 4



億 1000 万円、無担保の場合で府が 1 億 2000 万円、府が 9000 万円で、府の方が生産性は高い

という結果が出ました。 

 

 

出所：第 14回大阪府市統合本部会議資料「健全な信用保証制度の実現を目指して」 

 

 

出所：第 14回大阪府市統合本部会議資料「健全な信用保証制度の実現を目指して」 



-いずれの指標を見ても府の方がパフォーマンスが高いのですね。2 つの組織で人材の採用や育

成に違いがあるのでしょうか。 

大庫：どちらの組織も職員はプロパーで、幹部に一部、天下りの人が入っている形です。プロパー

の職員は、銀行や信用金庫と同じような感覚で信用保証協会を受け、入ってきているのだと思い

ます。そういう採用や育成の仕組みに両協会で大きな差があるとは思えません。 

 

 ただ、人によって、ノウハウに差があるのでしょうね。そのノウハウは、組織内に長年かけて蓄積

してきたものというより、個人個人で積み上げたものだと思います。そうしたノウハウが、府の方が

上回っているということでしょう。 

 

 利用企業が経営破綻した場合、ほかの金融機関も当然回収にまわります。その際に接した信用

保証協会の職員の働きぶりを聞いてみると、「皆さん、属人的にやっていますよね」という話が出

ます。民間の金融機関だと、個人に備わったノウハウが利益に直結しますから、組織として方法

論を共有していこうとするのですが、信用保証協会の場合は個人にとどまっています。やはり、組

織として生産性改善ととらえる感覚が薄いのだと思います。 

 

-職員の間では、信用保証という事業に対して、「中小企業を救済している」「社会に良いことをし

ている」という意識があるのでしょうか。 

大庫：そういう意識は非常に強くあると思いますよ。 

 

-そうすると、例えば、回収にはあまり積極的でなく、及び腰になる面があるかもしれませんね。 

 

大庫：信用保証協会が議員から追求されるのは、「幾ら保証を承

諾したのか」という点に尽きますから、保証承諾に目が向きがち

なのは確かでしょう。回収部門に対しては、ほかの部の職員も

「大変な仕事だね」という、ある種のいたわりのような感覚を持っ

ている。上司も、民間の金融機関のように、ビシビシと回収を迫る

ようなことはなかったのではないでしょうか。 

大庫氏（左）と大阪府・市の特別顧問の上山信一氏 

 

上山：そういう意味では、職員にはちょっと生ぬるい職場ですよね。審査といっても、ギリギリ詰め

ることはしない。保証先が破綻したって、全部自分たちで損をかぶるわけではない。回収もそれほ

ど追い込まれない。本当はそもそも国の制度の存在意義も併せて考え直すべき事業です。 

 

“隠れ債務”を表に出した上で合併 

 

-今回の調査・分析を今後、どう活かしますか。 



大庫：府協会のパフォーマンスの方が相対的に市協会よりも良いことが分かりましたので、対等

合併による混乱や主導権争いなどを避けるため、府の信用保証協会を母体とする経営統合を進

め、最低限、市のパフォーマンスを府に合わせるべきだと提言しました。 

 

 府・市も 2013 年度中に府協会に市協会を吸収合併する方針を発表し、統合に向けた合併協議

会を立ち上げたところです。 

 

上山：全国平均から見たら、府協会のパフォーマンスもやや悪いぐらいです。市協会のパフォーマ

ンスが低すぎる。経営改善の余地は大きいと思います。 

 

-今後、統合に向けた作業では、何がポイントとなりますか。 

大庫：一番、問題になりそうなのはデューデリジェンス（保証承諾した案件の査定）。不良債権がど

れだけあるかです。府協会に吸収合併された後は、市協会の不良債権だったものを市のお金で

処理することはできませんから、引当金を積んでおくことが必要です。不良債権は府協会にもあり

ますので、どちらもきっちりデューデリジェンスしなくてはなりません。 

 

上山：両方しっかり洗い出し、“隠れ債務”を全部表に出た上で合併するのは大事なことですね。 

 

-統合によって、組織自体の無駄を省いて効率化できる面がありますか。 

大庫：信用保証協会のコストとしては代位弁済の部分がものすごく大きく、業務費の比率は極め

て小さいのです。ですから、人員を削減するより、余剰な人員を回収に回した方が良いと思ってい

ます。仮に、それを実行すると、現在の 1 人当たりの回収額の半分の生産性だとしても、15 億円

の改善につながります。 

 

 統合後はとにかく健全経営を目指さなくてはいけない。社会コストは保証料の2倍程度が社会的

なコンセンサスを得られる水準と考えます。そのためには、代位弁済率を適正化し、回収率を高

めることが必要です。 

 

 代位弁済率の適正化のためには、リスクグレードの高い 2割程度の企業の保証を承諾しないか、

または 1～2 年の短期融資に限定するのが良いと思います。これによって代位弁済額の 3～5 割

は削減可能です。審査、回収担当者のスキル強化、外部人材の登用、ノウハウの仕組み化など

で、組織能力を向上していくことが必要だと思います。 

 

（続く、構成：小林佳代） 

 

  

上山 信一（うえやま・しんいち） 
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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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日経ビジネスオンライン  ＞ 政治・経済 ＞ コンサルタントが見た“大阪都” 

 

大阪の地下鉄、民営化で人員１割、経費２割削減へ 

汚いトイレ、高い運賃、早い終電…乗客の不満にやっと向き合う 

2012年 9月 7日（金） 余語 邦彦、上山 信一  

 

 大阪府と市の統合本部は現在、「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。 

 

 余語邦彦氏（ビジネス・ブレークスルー大学院大学教授、元マッキンゼー）は府と市の特別顧問

として、バス・地下鉄事業の見直しにかかわる。前々回はバス、前回は地下鉄事業の課題につい

て取り上げた。 

 

 地下鉄事業の検討については、私鉄幹部も加わる 6つのワーキンググループを作成。民営化の

インパクトなどをシミュレーションした。（聞き手は、伊藤暢人） 

 

-「地下鉄民営化・成長戦略プロジェクトチーム」では「総務」「運輸」「電気」「車両」「工務」と 5 つの

ワーキンググループ（WG）を作り、私鉄幹部に加わってもらい、民間企業の経営の視点で改善方

策を探ったとのことですが、それぞれのグループでは、どのような検討をしたのでしょうか。 

余語：総務 WGでは間接部門と調達金利、運輸 WGでは乗務員の実働時間や駅務員の配置基準、

休出補充率、管理単位、電気 WG では保守拠点の集約や夜間の保守体制、車両 WG では車両・

機器更新周期や定期検査、工務 WGでは保守体制、発注形態を中心に検討しました。 

 

 例えば、運輸 WG のワーキンググループは「運転」部門と「駅務」部門に分けて見ていったところ、

運転部門ではバス事業と同じく、乗務員の平均作業時間が短いことが分かりました。1 日の平均

作業時間を30分延長することなどで相当な数の人員を削減できます。駅務部門では、現在、乗降

客の少ない駅でも泊まりの駅員を配置し、また、すべての改札口にまんべんなく駅員を配置して

いるが、個別駅の状況に応じて必要ポストを算定しなおし、遠隔システムなどを活用して省人化を

図る事で 100 人以上の人員削減ができます。一方で、車いす介助要員については、サービスマネ

ージャーを増強しこれを担当させれば良いということを確認しました。 

 

 車両WGは、現在、民間より短い 40年で更新している車両を、民間と同じ 60年にすることなどを

提案しました。 

 

 こうして各 WGがはじき出した改善効果を合計すると、民営化することにより、人員 718人と現在



の 13％、経費 63 億円と現在の 19％、投資 35 億円と現在の 15％を削減できるという結果になり

ました。 

 

 

 WG が浮き彫りにしたのは合理化面の課題だけではありません。「真の鉄道事業体」に変革する

ための問題点も数多く指摘しました。 

 

-どのような問題が明らかになりましたか。 

余語：すべての問題の根底にあるのは、鉄道事業を運営する部門という

か組織体として、自立した意思決定ができていないという点です。今はあ

くまで市役所の一部門でしかない。そのため役所の一般ルールに縛られ

る。このため、様々な支障が出ています。 

 

例えば、人事制度でいうと、全庁一律で新規採用をストップすることになっ

た。そのため、非常にいびつな年齢構成になっています。このままでは職

場の活力は減退するばかりです。 

府と市の特別顧問として地下鉄事業の見直しにかかわる余語邦彦氏 

 

-職員の高齢化が進んでしまっているのですね。 

余語：高齢化による年齢構成のゆがみは日本の組織ならどこにも当てはまることです。ただ、大

阪市の地下鉄事業の場合は特にひどい。助役クラスの管理職が駅の窓口業務を行っているぐら

いです。さらに、2017年からの 10年で全体の 43.8％、次の 10年で 43.4％の職員が定年退職しま



す。民間の鉄道会社の方たちは「このままでは深刻な人材不足と技術継承の断絶を招き、鉄道運

営に支障を来す」と指摘しています。 

 

-市交通局の現場には、採用などの裁量権はないのですか。 

余語：規定上は、採用を含めた人事権は交通局長が持っています。ただ、市の役所全体の方針と

して新規採用をストップしている中で、例外を主張することはしにくかったのでしょう。 

 

 交通局の円滑な民営化のためには、新規採用を今すぐ始めておく必要があります。鉄道事業に

は若年層がやった方が良い仕事もたくさんあります。技術を継承するという意味でも、若い世代の

存在は不可欠です。私鉄では定年を迎えた技術者を安い給料で再雇用して、若手への技術の伝

承を図ったりしています。今後、そういう取り組みも必要でしょう。 

 

 民営化をにらんで今から、魅力ある鉄道サービスを提供するための独立経営体としての意思決

定ができるようにしていくことが重要です。 

 

回送電車を営業用に使い終電を延長 

 

-民営化を機に、サービス面はどのように改善する考えですか。 

余語：お客様の満足度調査で満足度が低いのが料金、トイレ、接客、終電時間です。今年 4 月、

交通局長に京福電鉄の副社長をされていた藤本昌信局長が就任されました。民間から来た新局

長の下で、トイレの改修など、時間をかけずに改善できるところはどんどん手を着け始めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



接客面の改善は職員一人ひとりの意識改革が必要で時間がかかります。藤本局長も現場を視察

したり、局内の職員と議論を交わしたりながら、意識改革を促しています。 

 

-終電時間の改善を求める利用者は多いでしょうね。東京から出張して来る場合にも、大阪の地

下鉄は終電時間が早く、不便に感じます。 

余語：御堂筋線梅田駅を出発する千里中央行きの最終電車は 23時 54分、大日行きの最終電車

は 23時 53分。東京の感覚からすると、30～40分ぐらい早いですね。 

 

 終電は大阪府民の働きやすさ、暮らしやすさを増す意味でも重要なサービスです。大阪の都市

としての成長戦略にも関係しますから、至急改善すべきと提案しました。これについては大阪維新

の会や上山信一特別顧問が以前から熱心に主張されていました。 

 

 プロジェクトチームで議論を始めた当初は、地下鉄だから昼間できないメンテンスを時間の限ら

れた夜間にしなければならないので無理、という頑な反応でしたが、東京や海外の地下鉄の事例

を引き合いに再考を求めたところ、第 1 段階として、終電後、始発電車のために運行する回送電

車を営業用に使うというアイデアが出てきました。例えば、御堂筋線ではなかもず駅を 23時 49分

に出発し、梅田駅に0時20分に着く最終電車が新大阪まで回送運行しています。この回送電車を

梅田駅 0時 20分発、新大阪行きの最終電車として営業化するのです。 

 

 この第 1 段階は遅くとも来年 4 月 1 日には実施できるとのことです。さらに、夜間のメンテナンス

時間短縮について具体的な提案をいただき、相互乗り入れをしている民鉄各社との調整を踏まえ

て、第 2段階以降の終電延長について検討を進めています。 

 

-運賃についてはいかがですか。地下鉄の初乗り運賃は 200 円。東京メトロ（旧営団地下鉄）の

160円などと比べると、やはり「高い」と感じます。 

余語：値下げの実行可能性を検討しています。初乗り運賃を 10 円値下げした場合で 14 億円、20

円値下げした場合で 31 億円の減収になりますが、先にご説明したような合理化余地を考えれば

十分に吸収可能だと思います。 

 

 料金改定には改札機などのシステム改修が必要です。

2014 年には消費税引き上げも予想されています。それ

らを折り込みながら、プランを練っているところです。 

 

-余語さんはこれまで、カネボウ化粧品や光通信などの

企業再生にかかわってきました。大阪市でのバス・地下

鉄事業の見直しはそれらと比べて、どういう点に違いが

ありましたか。 



余語：交通局の職員は公務員です。ここが大きな違いです。公務員は利用客や、株主ではなく、

議会を向いて仕事をしています。予算に縛られた単年度主義ですから、コストダウンしたら褒めら

れるどころか予算未消化と叱られかねない。下手に儲けるのも良くない。職員としての意識が全く

違います。 

 

 一生懸命儲けよう、コストダウンしよう、という意識に変えていくには、やはり民営化しないとダメ

でしょう。交通局の職員にも、民営化された方が色々と仕事がやりやすいという理解が浸透してき

ていると思います。 

 

トンネルの壁の厚さ何センチまでが地下鉄の資産なのか 

 

-民営化した会社の職員となれば、公務員より、給与水準は下がると思いますが…。 

余語：大阪市の財政は厳しいですから、公務員のままでいても、給料は下がるかもしれません。そ

れだったら、自分たちで頑張って儲けて、その分、ボーナスをたくさんもらう方がいいですよね。そ

う考えている職員も多いと思います。 

 

-この後、民営化していくまでには、どんな紆余曲折が予想されますか。 

余語：まず、組織の体制を整えなくてはなりません。たとえば今の交通局には、人事的な仕事をし

ている人はいるけれど、民間企業でいう「人事部」が存在しない。民間企業の経理業務ができる人

材もいません。議会対策はしていても、当然ながら IRなんて全く経験がありません。組織を見直し、

民間企業との人事交流なども進めてノウハウを蓄積していかなくてはならないと思います。 

 

 民営化後の会社のバランスシートを作るためにデューデリジェンス（資産評価）を進めなければ

なりませんが、これも大変な作業となるでしょう。昔の公営企業会計は貸借対照表すらなかった。

駅のトンネルの壁の厚さ何センチまでが地下鉄の資産なのかという具合に、過去数十年に遡って、

どのくらいのメンテナンス投資が行われて来たのか一つひとつ精査していかなくてはいけないの

です。 

 

 制度面の検討も必要です。公営の、会社組織ではない自治体の事業を分割民営化した例は過

去にも例がありません。意外に聞こえるかもしれませんが、過去に民営化された国鉄も東京の営

団地下鉄も特殊法人として独立していました。例えば、企業債の取り扱い。公営企業が発行した

企業債は、その公営企業が廃止された場合、自治体が債務を負担することになります。2010年度

で 6500億円もの残高がある企業債をどう扱うべきか。 

 

 また、民営化後の新会社では従業員は公務員ではなくなります。市を退職する際には退職手当

が必要。2010 年度末で想定すると約 780 億円もの額に達します。この財源をどう手当てするの

か。 



 色々と課題は出てくるかもしれませんが、次の大阪市長選挙がある 2015年 11月までに、後戻り

しない所まで持っていかなくてはなりません。2014 年 4 月までに新会社の骨子を確定し、そこから

移行準備を進めて 2015年前後に民営化を果たしたいと思っています。 

 

「四つ橋線」延伸で新大阪、関空を結ぶ構想も検討 

 

 府・市の特別顧問を務める上山信一氏（慶応義塾大学総合政策学部教授）には地下鉄の延伸

問題や関西圏の鉄道会社の将来像について語ってもらった。 

 

-上山さんは元運輸省のご出身であり、橋下徹市長が大阪府知事時代に特別顧問をされていた

頃から関西空港へのアクセスや鉄道関係、そして関西の私鉄のネットワークについて造詣が深い

とお聞きしました。 

上山：地図を見るとわかりますが、市営地下鉄の営業範囲はほぼ大阪市域にとどまっています。

近年は延伸もしていません。けれど、地下鉄利用客の 8 割は大阪市民以外なのです。「民営化＝

脱大阪市域」です。利用客の利便性を高めるためには、市域にこだわらない延伸も考えるべきだ

と思います。 

 

 大阪は東京―名古屋―京都―神戸の国土都市軸よりも少し南にずれている。そして、関西国際

空港は南の端にある。今後は、新大阪駅と関空をつなぐルートの充実が肝要です。今の大阪の

玄関はもはや大阪駅ではなく、新幹線が止まる新大阪駅です。そして、国際線が離発着する関西

空港です。これら大阪の玄関と中心部とのアクセスを確保する必要がある。 

 

 新大阪、関空を直結する鉄道網としては新線「なにわ筋線」構想がありますが、採算性などの問

題から話が前に進んでいません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



そこで、地下鉄民営化の議論が進んだのを機に、統合本部では大阪市中心部を南北に走る地下

鉄四つ橋線を有効活用する案の検討を進めています。 

 

 その構想は、四つ橋線なんば駅で南海電鉄と接続し、西梅田駅と阪急電鉄の十三駅を結ぶ新

線を敷設し新大阪に乗り入れるというものです。実現すると、関西空港と新大阪間の最短所用時

間は 53分になります。 

 もちろん地下鉄と阪急、南海はレールの幅が違ったり、給電方式が違います。技術的に解決す

べき問題もあり、さらに深く検討していくことが必要です。 

 

-実現には私鉄側の理解と協力が不可欠です。 

上山：将来的に、人口が減少する社会で関西の私鉄がどう生き残るかを考えたら、今から鉄道会

社同士が連携・協力していくことが重要だと思います。既に阪急電鉄と阪神電気鉄道は経営統合

しています。また阪急と近畿日本鉄道は現在、市営地下鉄とも一部乗り入れを始めています。 

 

 東京では JRが中心となって、他の私鉄との相互乗り入れを進めてきました。大阪の場合は地下

鉄が中心にならないと進みません。今まではいわゆる大阪市役所のモンロー主義でそれがなか

なか進まなかった。しかし、今後、民間企業としての同じ立場になれば、さらに協力関係は進むで

しょう。今さら大工事が必要な相互乗り入れは無理でも、改札をつなぐ工事をするとか、工場を一

本化して車両を整備するとか、共同購入で自動改札機を安く仕入れるとか、社員の研修を合同で

行うとか、いろいろと可能性は広がります。 

 

 50年後ぐらいには、大阪の地下鉄が関西の鉄道全体を支えるようなある種の持ち株会社になっ

ている可能性もあると思います。そのためにも、民営化によって早く資金力豊富な会社に育ってほ

しいのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-民営化の段階で私鉄にも株式を持ってもらう形を想定していますか。 

上山：いいえ。当初は市が 100％株式を保有すればいいのです。また金融機関に出資してもらう

必要は皆無です。私鉄各社に横並びで出資してもらったりする必要もありません。具体的に提携

などの話が進んだ時に段階的に売却していけばいい。 

 

（構成：小林佳代） 

 

  

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、日本公共政策学会理事等を兼務。著書に『大阪維新―橋下改革が日本を変える』

（角川 SSC 新書）、『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。 

 

余語 邦彦（よご・くにひこ） 

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授、大阪府・市の特別顧問 

1981 年東京大学機械工学科を卒業。83 年同修士卒業後、科学技術庁（現文部科学省）に入庁。

87年から 89年に人事院の長期派遣研修生として米国ダートマス大学に留学し経営学修士(MBA)

を取得。90年マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。97年に退社後、コンサルティング会社を設

立。企業の M&A 及び資金調達のアドバイザリー・サービスを手がける。2000 年光通信取締役副

社長（Co-CEO）などを経て 2003 年産業再生機構の執行役員・マネージングディレクターに就任。

2004 年カネボウ化粧品の取締役兼代表執行役会長・最高経営責任者（CEO）に。当初の再生計

画を上回る業績を確保し、成功裏に花王への株式譲渡を完了。2006 年アルゼ代表取締役・CEO

就任。業績を V時回復させ 2008年に退任。同年 4月より現職。企業再生論を担当する。 

 

 

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。 
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まるで社会主義国――大阪市営地下鉄の過剰コスト構造 

 黒字だが乗客は減少…今のうちの民営化が必須 

 2012 年 9 月 5 日（水）  余語 邦彦 、 上山 信一  

 

 

 大阪府と市の統合本部は現在、「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。 

 

 バス事業を取り上げた前回に引き続き、府と市の特別顧問として、バス・地下鉄事業の見直しに

かかわる余語邦彦氏（ビジネス・ブレークスルー大学院大学教授、元マッキンゼー）に登場してい

ただく。今回はバス事業と同じく、大阪市交通局の運営である地下鉄事業について考察する。 

 

 大阪の地下鉄事業は地下鉄事業者の中では東京メトロに継ぐ事業規模。2003 年度以降、黒字

を計上するなど、近年、経営の健全性は高まっているが、依然として問題点も多いという。（聞き手

は、伊藤暢人） 

 

-今回は地下鉄事業についてお聞きします。まず、大阪市営地下鉄の現状を教えてください。 

 

余語：最初に地下鉄の概要をお話ししましょう。大阪の地下鉄は都心を中心にほぼ市域全体に路

線が広がっています。第 1 号線の御堂筋線、第 2 号線の谷町線、第 3 号線の四つ橋線など全部

で第 8 号線まで走っています。都心部は特にきめ細かな交通ネットワークを築いています。 

 

 営業距離は 129.9 キロメートル、駅数は 123 駅、職員は 5500 人弱で、地下鉄事業者としては東

京メトロに次ぐ規模。公営地下鉄事業者で見ると、東京都営よりも大きく、全国でも最大級の事業

規模です。 

 

-同じ大阪市交通局が運営するバス事業は、赤字の解消が課題でした。一方、この地下鉄事業は、

2003 年度以降は黒字を計上し、2010 年度の黒字は 239 億円。2002 年度に約 2933 億円に達して

いた累積欠損金を 2010 年度決算で公営地下鉄事業者として初めて解消しました。問題はさほど

大きくないように見受けられます。 

 

余語：確かに2003年度に総費用が総収入を下回り、継続的に黒字を確保するようになっています。

ただ、ちょっと注意して見なくてはいけない面があります。 



 運賃収入 1444 億円のうち、53 億円は「特別乗車料繰入金」。70

歳以上の市民の市営地下鉄利用に対して乗車料金を減免してい

る、いわゆる「敬老パス」に対する市の一般会計からの補助金で

す。そのほか、企業債の金利や駅の補修費用などにも補助金が

出ています。また、公営事業ですから、当然、固定資産税や法人

税を払っていません。 

 

 2011 年度の経常利益は 167 億円ですが、これを民間企業の会

計に直して見ると、だいたい 52 億円ぐらいになります。最終利益

は 30 億円ほどで、鉄道会社としては、やや物足りない数字      

です。決して十分、儲かっている会社ではありません。しかも、    

運賃収入が年々下がってきています。 

府と市の特別顧問として地下鉄事業の見直しにかかわる余語邦彦氏 

 

-大阪都心部を走る地下鉄なのに運賃収入が下がっているのですか。それは乗車人員が減少し

ているせいですか。それとも、客単価が下がっているのでしょうか。 

 

余語：乗車人員の減少が理由です。路線の延長とともに 1 日平均乗車人員は増加していましたが、

1990 年の 281 万人をピークに減り始め、2010 年には 229 万人にとどまりました。2006 年に今里筋

線が開業しましたが、その後から今まででも 4％減っています。 

 

 一方、客単価は上がっています。関西を中心に 58 の鉄道・バス事業者が加盟する「スルッと

KANSAI 協議会」が 2004 年に導入した IC カード決済サービス「PiTaPa」が普及し、地下鉄にも乗り

やすくなったためだと思います。しかし、それでも人口減少と高齢化による影響をカバーしきれな

かった。 

 

 今のペースで毎年、1％ずつ利用客が減っていったら、8 年ほどで 100 億円もの売り上げが減る

計算になります。先ほど話したように、実情は利益30億円ほどの会社ですから、100億円も売り上

げが減れば、赤字に陥ります。このまま放っておいたら、巨額の赤字を抱える“第 2 の国鉄”となり

かねません。 

 

 一刻も早く経営を合理化し、府市統合を機に広域化の視点から、成長戦略を描き、持続的に成

長性のある収益企業を急いでつくりあげなくてはならないのです。 

 

民間の鉄道会社とともに改善方策を検討 

 

-「今のまま放っておいたら大変なことになる」という認識は、地下鉄の幹部や職員の間には浸透

しているのでしょうか。 



 

余語：「大変なことになる」という認識は希薄です。そもそも、手を打とうとする動機づけがない。公

務員ですから。また一般的に、公務員は対市民サービスや収支よりも事業の継続性や手続きの

維持を優先した仕事をしがちです。 

 

 たとえば合理化の努力をしても、ほめられるどころか、議会やマスコミに「サービスが落ちるので

はないか」「事故が増えるかもしれない」と追求される恐れがあるわけです。あえて現状を変えよう

という気概を持つのは難しいでしょう。 

 

 そもそも、民間企業でできる収益事業を「官」が経営するのは時代遅れです。橋下市長は、国鉄

改革が国の行革の象徴であったように、大阪市交通局の民営化を自治体改革の象徴と位置付け

ています。 

 

-現在の地下鉄事業が持続的に成長性のある収益企業となるためには、何が必要ですか。 

 

余語：改善すべき箇所はたくさんあります。営業 1 キロメートル当たりの職員数は 40 人。私鉄の約

2 倍です。また、東京都営の 31 人、名古屋市営の 27 人、仙台市営の 21 人などと比べてもはるか

に過剰で、生産性が低いですね。 

 
  

また、地下鉄ですから当然地下トンネルの比率が高く、今後、更新投資の負担が重くのしかかか

ってくる可能性があります。今のうちから、高コスト体質を是正しておかなくてはなりません。 

 

 さらに、企業債残高も高レベルです。2010 年度で約 6500 億円あります。地下鉄事業の会計を民



間企業会計に置き換えた場合の EBITDA（営業利益＋減価償却費）は 688 億円ですから、有利子

負債/EBITDA 倍率は 9.5 倍。東京メトロの 4.5 倍と比較すると 2 倍に及びます。新線建設は 2006

年以降ないので、今後は減る一方ですが、これまでの行政から継続的な財政支援を受けることを

前提とする枠組みから脱却して、経営体質を強化しなくてはなりません。 

 

 今回、府市統合本部の「地下鉄民営化・成長戦略プロジェクトチーム」では民間経営の視点で改

善方策を検討することにしました。「総務」「運輸」「電気」「車両」「工務」と 5 つのワーキンググルー

プを作り、それぞれのグループには交通局のメンバーのほか、関西の大手私鉄各社の部長クラス

の方に2人ずつ加わってもらいました。総務は南海鉄道、運輸は京阪電気鉄道、電気は阪神電気

鉄道、車両が近畿日本鉄道、工務が阪急電鉄という具合に役割分担してもらい、交通局の今の

オペレーションを見てもらって、どういう部分で合理化できるかをギリギリと詰めてもらいました。 

 

-民間の目で合理化すると、どれくらいの効果が出そうですか。 

 

余語：民営化を実現するには時間がかかります。民営化を待たずに改善できる部分もあります。

そこで、「新基準」と「民営化」という２つのカテゴリーに分けて合理化効果を推計しました。現在の

公営のままでも取り組める内容を民間の視点で洗い出したものを「新基準」と設定したのです。 

 

 
 

 収支への影響を見ると、新基準では人件費を 39 億円、経費を 3 億円改善できます。そうすると、

先ほどお話しした、民間企業の会計に置き換えた場合の経常利益 52 億円を94億円に伸ばすこと

ができます。 

 



 民営化するとさらに人件費 19 億円、経費 5 億円を改善でき、投資の見直しによって原価償却費

が 7 億円ぐらい減る。経常利益は 125 億円に拡大します。今後の交渉は必要だか、現在高金利で

借りている企業債を借り替えることによる金利

削減効果も大きい。 

 

 ただし、敬老パス制度の改正で 20 億円、さら

に人口減による乗車人員の減少によって 2020

年には 100 億円ぐらいの減収になると見込ま

れます。合理化だけでは、収益拡大は限界が

あります。 

 

 けれど、僕が経営者だったら、乗車人員の減

少によって100億円をみすみす失うようなことは絶対にしません。広域化など利便性の向上による

乗車人員減少の歯止め、物販や不動産をはじめ非鉄道分野の拡大も含めて、増収に向けてあら

ゆる手を尽くします。地下鉄事業はいち早く民営化して、経営者が責任を持って、持続的に収益を

強化するような経営戦略を構築していくことが重要だと思います。 

 

あらゆるメーカーの機器が揃う「ショールーム」に 

 

-今回、ワーキンググループに入った私鉄幹部の方たちは、初めて市営地下鉄のコスト構造を目

にしたわけですが、どのような感想を持ったのでしょうか。 

 

余語：驚くことはたくさんあったようですよ。たとえば市営地下鉄は公営事業なので、公開入札が

原則です。随意契約はできない。車両にしろ、空調機にしろ、複数のメーカーのものを採用してい

ます。私鉄だったら、2 社ぐらいを競争させて、できるだけコストダウンした上で長期契約を結ぶと

ころですが、それができないのです。 

 

 改札機などの駅務機器は特に顕著で、私鉄の方たちは「まるでメーカー各社のショールームだ」

と言っていました。交通局の一室には全部の路線の集中管理システムがありますが、それも路線

ごとにメーカーが違います。細かい話ですが、駅の料金表なども、駅ごとに地域の中小企業業者

のものを採用しています。 

 

 こうやって個々に発注するから、業務プロセス自体が非効率で経費がかかる。仕入れ値も高い。

保守・メンテナンスにも手間がかかるし、補修部品も数多く必要で、コストが高くつきます。 

 

-多少高くても、バランスやオープン性で採用するのですね。 

 

余語：そうです。コストよりもそちらを優先します。 



 

大阪市の地下鉄に限らず、公営事業の場合、「ショールームのよう」と言われるぐらい、色々な企

業の機器を採用するものなのですか。 

 

余語：もちろん、民間企業と同じようにはできませんが、本来は、公共企業体にも多少の自由はあ

ります。ただ、交通局の職員の立場で考えたら、一生懸命コストダウンしても、議会から「特定の企

業との癒着があるのではないか」と探られるのも嫌でしょう。だから、必要以上にバランスやオー

プン性にこだわっていたのかもしれません。杓子定規に考え過ぎていた面があるように思います。 

 

 そういう部分は公営事業のままでは改善しようがない。このように、民営化しなくては解決しない

問題もあるのです。 

 

（構成：小林佳代） 

  

 

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、日本公共政策学会理事等を兼務。著書に『大阪維新―橋下改革が日本を変える』

（角川 SSC 新書）、『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。 

  

余語 邦彦（よご・くにひこ） 

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授、大阪府・市の特別顧問 

  

1981 年東京大学機械工学科を卒業。83 年同修士卒業後、科学技術庁（現文部科学省）に入庁。

87 年から 89 年に人事院の長期派遣研修生として米国ダートマス大学に留学し経営学修士(MBA)

を取得。90 年マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。97 年に退社後、コンサルティング会社を設

立。企業の M&A 及び資金調達のアドバイザリー・サービスを手がける。2000 年光通信取締役副

社長（Co-CEO）などを経て 2003 年産業再生機構の執行役員・マネージングディレクターに就任。

2004 年カネボウ化粧品の取締役兼代表執行役会長・最高経営責任者（CEO）に。当初の再生計

画を上回る業績を確保し、成功裏に花王への株式譲渡を完了。2006 年アルゼ代表取締役・CEO

就任。業績を V 時回復させ 2008 年に退任。同年 4 月より現職。企業再生論を担当する。 

  



 

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。 
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日経ビジネスオンライン  ＞ 政治・経済 ＞ コンサルタントが見た“大阪都” 

 

28年連続赤字のバス事業、民間のノウハウ活用し合理化を徹底 

独占体制が続き、体質改善はこれから 

2012年 8月 31日（金） 余語 邦彦,上山 信一  

 

 大阪府と市の統合本部は現在、「大阪都構想」の実現に向けて、府・市の主要事業の民営化、

統合プランなどを作成中である。この連載では、これまでにモノレール事業、公立病院事業、人形

浄瑠璃文楽の動向について見てきた。 

 

 今回は府と市の特別顧問として、バス・地下鉄事業の見直しにかかわる余語邦彦氏（ビジネス・

ブレークスルー大学 大学院教授、元マッキンゼー）に登場していただく。バス・地下鉄事業はどち

らも大阪市交通局の運営。橋下徹大阪市長は、昨年 11 月の市長選で市営交通の民営化を掲げ

た。 

 

 カネボウ化粧品、光通信などの企業再生を成し遂げてきた余語氏は、経営者の視点でそれぞれ

の事業を精査。「バス改革・持続戦略プロジェクトチーム」「地下鉄民営化・成長戦略プロジェクトチ

ーム」のアドバイザーとして改革・民営化に向けた道筋を示した。 

 

 この回ではバス事業を取り上げる。バス事業ではこれまで数回にわたって経営健全化に向けた

取り組みが行われたが、厳しい経営状況が続き、2010 年度決算では 24 億円の経常赤字。1983

年度以来、28年連続赤字となっている。 

 

 赤字の背景にはどんな問題点があるのか、今後、どんな方向で改革するのが良いのか、概要を

説明してもらった。（聞き手は、伊藤暢人） 

 

―余語さんは 2 月に府と市の特別顧問に就任し、大阪市営のバス・地下鉄事業の見直しにかか

わっていらっしゃいます。 

 今回はバス事業についてお聞きします。バス事業は 2010年度決算で 24億円の経常赤字。1983

年度以来、28年連続で赤字を計上しています。何が原因でしょうか。 

余語：主な原因は乗車人員の低迷と高コスト体質です。バスの平均乗客数は 1964 年の 1 日 119

万人がピークでした。しかし、その後は年平均約 5.3％で減少し、88 年には 32 万人程度に落ち込

みました。路線・ダイヤの見直しなどで一時的に回復したものの、90年代後半から年平均約 3.7％

ずつ減っています。2010年度の 1日平均乗客数は 22万人余りにとどまっています。 

 

この傾向は大阪だけではありません。自家用車、鉄道、自転車など他の移動手段へのシフト、少



子高齢化、景気低迷といった社会経済情勢の変化が影響して全国的にバスの利用は減っていま

す。 

 

 しかし大阪市営バスの赤字の原因は、乗車人員の減少で

収入が減ったのに、経費をあまり削減しなかったことです。路

線の改廃、人件費削減、外郭団体への委託などの取り組み

が不十分で、他都市の公営バスより高コストの体質が  続

いてきたのです。              

府と市の特別顧問としてバス・地下鉄事業の見直しにかかわる余語邦彦氏 

 

 長年、厳しい経営状況が続いた結果、バス事業の累積欠損金は 604億円にも上っています。 

 

―バス事業に対しては市の補助金が提供されています。また、同じ市営交通である地下鉄事業

からの繰入金（赤字の補填）もあります。地下鉄事業からの繰り入れには、どのような意味がある

のですか。 

余語：地下鉄もバスも共に市の交通局の事業だからです。大阪市内の公共交通機関の歴史を振

り返ると、路面電車の路線が徐々にバスに、そして地下鉄に変わりました。 

 

 利用客がバスから地下鉄にシフトしたのです。地下鉄事業が黒字なのは元の路面電車の分だ

から、バス事業を支援するのは当たり前だという発想で繰り入れが行われたようです。 

 

出所：第 14回大阪府市統合本部会議資料「バス事業について」  

 

2010 年度は市の補助金が 24 億円、地下鉄事業からの繰り入れが 30 億円ありました。それでも

バス事業は 24億円の経常赤字です。補助金と繰入金がなければ 78億円の赤字です。 
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運営コストは全国の中でも異常に割高。削減が可能 

 

―赤字幅がかなり大きいですね。今後も補助金や繰入金がないと経営は厳しいのですか。 

余語：地下鉄事業とバス事業はそれぞれ特別会計で独立採算が求められている事業です。また

大阪市の財政は厳しく、税金による補助金は極力減らすべきです。 

 

 地下鉄事業の利益は地下鉄事業で活用し、さらなる成長戦略を構築すべきです。バス事業は財

政支援を前提としない自立経営を実現しなくてはなりません。そのためには両者を分離した上で、

事業の効率化や民営化の戦略が必要になります。 

 

―人口減少、少子高齢化などでバス事業は全国どこでも厳しく、赤字が当たり前で、補助金がな

いと成り立たないという話も聞きます。 

余語：バス事業が全国各地で、大変な経営状況に陥っているのは事実です。特に地方の過疎地

などでは乗る人が減り、事業維持は困難です。しかし、大阪市営バスの赤字は、過疎地の問題と

は全く構造が異なります。 

 

 大阪市営バスの商圏は人口が集中する大阪市内です。

しかも独占的なバス路線網を築いています。地方と比べれ

ばはるかに乗客数の多い魅力的な市場です。 

 

 また、大阪市の周辺地域では阪急電鉄、阪神電気鉄道、

南海電鉄、近畿日本鉄道、京阪電気鉄道と大手私鉄系の

バス会社があって、みんな、きちんと黒字を出しています。 

 

 そのうえ、走行 1キロメートル当たりの輸送人員を見ると、関西の民営 5 社が平均 2.7 人なのに

対し、市営バスは 3.7人です。需要面では市営バスの方が恵まれているのです。ですから、やり方

は幾らでもあるはずです。 

 

現在よりも 3割コストダウンが可能 

 

―民間のバス会社と比べた時の市営バスの問題点は何ですか。 

余語：運送費だけでなく、一般管理費、営業外費用、あらゆる面でコストが高いのです。これらをす

べて含めた 1キロ当たりの走行コストを見ると、大阪市営バスでは 988円です。これに対して民間

のバス会社 5社は平均でわずか 493円です。中には 397円でやっている会社もあります。大阪市

バスは 2倍以上のコストがかかっています。 

 

 他の都市の公営バスを見ると東京都営が 847 円、横浜市営が 741 円、京都市営が 628 円、神

戸市営が 701円、名古屋市営が 619円です。大阪市は突出して高い。 



 

出所：第 14回大阪府市統合本部会議資料「バス事業について」  

 

コスト高の主な要因は人件費です。単に人件費が高止まりしているだけでなく、民間に比べて人

数も多く、稼働率が低い。在籍するバス 1台当たりの職員数は市営バスが 1.4人に対して、民間 5

社の平均が 1.3 人と市営の方が多い。また職員 1 人の 1 日当たり走行距離は 61.4 キロで、79.0

キロを走行する民間 5社の 8割弱にとどまります。要は非常に生産性が低い。 

 

―市営バスも改善の努力次第では、コストを半減させられるのでしょうか。 

余語：半減までは難しいですが、3割削減は可能です。半減できない理由としては大阪市内を走る

ことによる特殊事情があります。というのは都心部は郊外よりも停留所が多く、頻繁に渋滞が起き

ます。スムーズに走れないので、市バスはどうしても非効率です。 

 

 そこで、今回、私がアドバイザーを務めたバス改革・持続戦略プロジェクトチームでは、走行環境

に影響されない項目を中心に、民間バス並みにコストを削り、稼働率を上げたら、幾らまで運営コ

ストが下がるかをシミュレーションしました。 

 

 具体的には運転手の年収を 4割カットする。年間の勤務日数をこれまでの 226.5日から 9％増や

す。1 日当たりの運転時間も 7％増やす。車両整備は外注化する。次のバスがあと何分で来るか

を知らせる「バスロケーションシステム」の追加投資をやめる。本社経費を削るといった対策です。 

 

 こうした工夫をして民間バス並みの改善策を講じると、運営コストは 704 円まで下がります。これ

を市営バスが目標とすべき「ベンチマークコスト」と設定しました。 

 

「事業性のある路線」「地域サービス系路線」に分類 
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―1キロ当たりの運営コストを 704円まで下げると、赤字はどれくらい解消できるのですか。 

余語：単位当たりのコストを下げるだけでは赤字は解消しません。路線の見直しも必要です。今回

の作業では、704円で運営できると仮定した上で、さらにバス路線の収益性を分類評価しました。 

 

 営業費用を営業収益で割って 100を掛けると「営業係数」が出ます。これが 100未満、つまり「黒

字」の系統は139系統のうちわずか3系統です。残りはすべて「赤字」です。これらのうち営業係数

が 100～199 と赤字の度合いが軽いものが 70系統、200以上と相対的に高いものが 66系統あり

ます。 

 

 今後は、70歳以上の市民の利用に対する乗車料金の減免、いわゆる「敬老優待バス」制度も見

直されます。すると、現在、一般会計から払い込まれているその分のコスト、つまり「特別乗車料

繰入金」が減ります。そのことも含めて考えると、運営コストを 704 円まで下げても、黒字になるの

は依然 11系統でしかない。この 11系統だけが確実に事業性があると言える。 

 

 ただ、営業係数が 100を超える路線のすべてに事業性がないわけではない。営業係数 150以下

の系統でターミナル駅と接続しているものや、旅客の利便上、考慮すべき路線などが 47 系統あり

ますので、これらも加えた合計 58 系統が「事業性のある路線」と分類できます。この 58 系統は乗

車人員の 8割をカバーします。 

 

 これらの 58系統の事業性のある路線もベンチマークコストで合計 12億円の赤字が残ります。今

後は、民間企業に譲渡するなど独立採算型の事業運営に変えていく。路線・運行回数の見直しな

どの合理化も徹底して進めていくことになります。 

 

 問題は、これら以外の 81系統です。ベンチマークコストでも 34 億円もの赤字です。これら 81系

統は「地域サービス系路線」と分類し、いったん大阪市交通局の事業からは切り離して考えます。

その上で各区役所が、地域の実情や必要性に応じて運行の是非を判断する仕組みとしました。た

とえばそのまま運行する場合は区役所の事業として必要な予算措置を行った上で民間事業者に

委託したり、補助金を提供したりすることが考えられます。 

 

民間企業に任せていくことも必要 

 

―事業性のある路線を取り出し、可能なレベルまでコストを下げても、今のま

までは赤字なのですね。従来とは異なるアプローチで経営環境を改善してい

く必要がありそうです。 

余語：その通りです。やはり、今後は民間企業に任せていくことが必要だと思

います。 

 

 現在、市バスは 10営業所あります。そのうち、直営は 5カ所。残る 5カ所は



バスの運行、車両の管理などの業務を外部のバス会社に任せる「外部委託」としています。4 カ所

は大阪市の外郭団体である大阪市運輸振興株式会社（100％大阪市が出資）に、1 カ所は南海バ

スに委託しています。 

 

 今後は民間バス会社に路線譲渡することを考えていくことになると思います。 

 

―直営営業所がまだ 5カ所残っているなら、管理委託をより拡大するという選択もあり得ますか。 

余語：まだ未定です。事業性のある路線 58 系統は民間事業者への管理委託にするべきか、路線

別に営業譲渡するべきか、今後検討していきます。 

 

 ただ、管理委託には制度上の限界があります。国土交通省の通達で、委託できる範囲は、バス

路線の長さや使用車両数に対して 2分の 1 とか 3分の 2にとどめるといった制限があるのです。 

 

 また、管理委託は事業健全化の方法としても問題があります。管理委託では路線や運賃、ダイ

ヤの決定などは委託元、つまり大阪市交通局が持ちます。受託した企業はかかったコストに対す

る一定割合の委託料を受け取る形でしかない。“コストプラス”で確実に収益を得られるのでリスク

は負いません。これでは、お客にたくさん乗ってもらおうとか、コストを削減しようといったインセン

ティブはあまりわかないでしょう。 

 

 事業性のある路線では、路線はもちろん、運賃、ダイヤなどを自由に見直し、設定できる体制を

整えることが必要です。 

 

―民間バス事業者は乗り気なのでしょうか。 

余語：今回、民間バス事業者にもインタビューしました。彼らにとってみれば、大阪市に独占されて

きた巨大市場が開放されるのは収益拡大につながる大きなチャンスです。全体として収益向上が

難しいバス事業の中で、大阪市内はとても魅力的で明らかに成長のタネとなり得ます。前向き、積

極的に検討しようという姿勢です。 

 

財政支援が 54億円から 6億円に減る案を示した 

 

―市の事業から切り離し、いったん廃止する 81系統の地域サービス系路線は将来どうなるのでし

ょうか。 

余語：これは区役所が地域の実情や必要性に応じて判断していくことになるのですが、プロジェク

トチームとしても提案をしています。バス停留所から 350 メートルを「停留所勢圏」と設定。路線の

見直しによる影響を最小限にとどめつつ、採算も確保できる方法を考えました。 

 

 東京の文京区、北区、足立区などでもタクシー会社など民間事業者と手を組み、小型バスを使

った地域バスを運行しています。中には補助金なしで採算ベースに乗せている区もあります。こう



した例を参考に、すべての区に対して新たな地域サービス路線の提案を行いました。 

 

 例えば大阪のある区のケースを説明しましょう。事業性の

ある路線もありますが、そうでない路線、つまり地域の足を守

るための地域サービス路線が数多くあります。これらの地域

サービス路線を単にすべて廃止した場合は、停留所勢圏に

入らない地域が相当な面積で出てきます。 

 

 そこで、プロジェクトチームでは 2 本の地域サービス路線を

走らせる案を示しました。こうすると、区内のほとんどの地域がバス停から 350 メートル以内の範

囲に収まります。 

 

 チームでは、すべての区について、現在の地域サービス系路線の廃止で生じる影響範囲をでき

るだけカバーする新路線の案 41 系統を示しました。このうち、1 便当たりの乗車人員が 4 人超の

路線が 20系統、4人以下の路線が 21系統あります。 

 

 前者については民間事業者を対象に公募を行い、事業者を選定し、委託するのが良いでしょう。

その時には受託者が経営努力のインセンティブを高めるような仕組みを作ることが重要です。後

者については、福祉タクシーなどバス以外の移動手段を採用する方が効率的です。 

 

 現在の 81 系統の「地域サービス系路線」を一旦廃止、というとちょっとドラスティックに聞こえる

かもしれません。しかし、改革の本質は非効率な 81 系統を新たな 41 系統に再編する。その上で

広く民間に開放するわけです。 

 

 こうした方法で改革を進めた場合、プロジェクトチームのシミュレーションでは、1 便当たりの乗車

人員が 4 人超の路線で 2 億 6400 万円、4 人以下の路線で 3 億 7400 万円、合わせて 6 億 4000

万円ほどの赤字にとどまる見込みです。そして地域の足も守れるのです。 

 

―バス事業への財政支援は現在、54 億円に達していますが、それが、赤字分を補填する 6 億円

強に減る可能性があるということですね。 

余語：そうです。同時にこのようなきめ細かいやり方で改革を行うことで、現在、バスに乗っている

人たちの 99％はカバーできます。 

 

 今後は、公募を経て 8 月に就任した各区の区長を中心に、検討を進めていきます。プロジェクト

チームで示した案だけでなく、より効率的な手法も考えながら、地域にとって真に必要な交通手段

を探っていくことが必要です。 

 

バス事業の改革は「福祉の切り捨て」ではない 



 

 府・市の特別顧問を務める上山信一氏（慶応義塾大学総合政策学部教授）にもバス事業問題

の背景や位置付けを語ってもらった。 

 

―東京では都心部でも、都営バスだけでなく、東急電鉄、小田急電鉄、京王電鉄など大手私鉄系

のバス会社も走っています。そもそも、大阪ではなぜ、市営バスが市内をほぼ独占しているので

すか。 

上山：歴史的な経緯があります。戦前の大阪にはもともと民間バス会社の大阪乗合自動車（「青

バス」）がありました。その後、市バスや市電が運行を始め、激しい競争になりました。大阪市営バ

スは「銀バス」とも言われ、青バス対銀バスの「大阪バス戦争」などと呼ばれました。 

 

 しかし、1940年、陸上交通事業調整法に基づいて大阪市電気局（現交通局）が大阪乗合自動車

を統合します。その後は、バス事業を独占します。当時の大阪市は市電と市バスを独占すること

で、貧困対策などの財源を確保したいと考えたのです。当時は今の関西電力のもととなる電気事

業も手掛けたほどです。 

 

 市バスの独占状態を如実に示す特異な現象があります。JR大阪駅前のバスターミナルですが、

ここは市営バスが独占しています。伊丹空港や関西空港と大阪駅を結ぶ民間の空港バスが入れ

ないのです。 

 

JR大阪駅前の市バスターミナル  

 

 

 

 

 

つまり阪急や阪神電車、JR で大阪・梅田駅まで来た人が、関空から国際線に乗って海外に旅行

する場合には、駅から大きな荷物を持って新阪急ホテルや大阪マルビルまで 5～6分歩き、そこか

らリムジンバスに乗らなくてはいけないのです。 

 

 いまどき先進国の大都市で、こんな状態が残っているのは異常です。 

 

大阪市バスは独占市場の公営事業で合理化も進みませんでした。139 系統の中で黒字なのは 3

系統だけだそうですが、なぜ、こんなにたくさんの赤字路線を抱えてしまったのでしょうか。 

上山：昔の国鉄のローカル線と同様、政治の影響が色濃く出ています。 

 

 市内の公共交通機関は路面電車、バス、地下鉄の順に発達しました。路面電車を廃止した時に

は、路線を見直さずそのあとにバスをそのまま走らせました。地下鉄ができた時も同じく、既存の



バス路線が廃止されずに残りました。 

 

 いずれも、地域出身の議員の要望があったからです。高齢者は階段の上り下りが不便だから、

バスがいいといった意見もあって地下鉄の上をバスが走ります。さらに職場を守りたい労働組合と

地元の声に頑固な議員の要望が積み重なり、利用客の少ないバス路線が数多く残ってしまいまし

た。 

 

 民間のバス会社であれば、途中で路線見直しに手を着けるはずですが、公営ですから、それも

なく、長年、赤字を垂れ流してきたわけです。 

 

―今回、いよいよ、そのバス事業にもメスが入るのですね。 

上山：バス事業の改革というと、「福祉の切り捨て」と見られがちですが、大阪の場合は当てはまり

ません。大阪市バスは平均 4 人くらいしか乗っていない路線がたくさんある。政治の影響を受け、

民間バス会社だったら走らせるはずのないような無駄な路線をずっと維持してきたのです。 

 

 大阪の都心部という魅力ある市場を独占しているのだから、本来なら儲かるはずの路線もいっ

ぱいあります。おまけに、人件費が民間の 4割も高い上に間接コストも非常に高い。 

 

 今回、行うのは非効率、不合理を是正する正常化でしかない。田舎の村のバス問題のような地

域の足を奪うようなものではありません。その点をぜひ理解していただきたいと思います。 

 

（構成：小林佳代） 

 

  

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、日本公共政策学会理事等を兼務。著書に『大阪維新―橋下改革が日本を変える』

（角川 SSC 新書）、『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。 

 

余語 邦彦（よご・くにひこ） 

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授、大阪府・市の特別顧問 

 



1981 年東京大学機械工学科を卒業。83 年同修士卒業後、科学技術庁（現文部科学省）に入庁。

87年から 89年に人事院の長期派遣研修生として米国ダートマス大学に留学し経営学修士(MBA)

を取得。90年マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。97年に退社後、コンサルティング会社を設

立。企業の M&A 及び資金調達のアドバイザリー・サービスを手がける。2000 年光通信取締役副

社長（Co-CEO）などを経て 2003 年産業再生機構の執行役員・マネージングディレクターに就任。

2004 年カネボウ化粧品の取締役兼代表執行役会長・最高経営責任者（CEO）に。当初の再生計

画を上回る業績を確保し、成功裏に花王への株式譲渡を完了。2006 年アルゼ代表取締役・CEO

就任。業績を V時回復させ 2008年に退任。同年 4月より現職。企業再生論を担当する。 

 

 

  

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。 
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日経ビジネスオンライン  ＞ 政治・経済 ＞ コンサルタントが見た“大阪都” 

文楽、お客を増やす挑戦と、増えれば技芸員が潤う仕組みつくりから 

来年 4月アーツカウンシル立ち上げ、文化へのお金の流れの透明化を図る 

 

2012年 8月 10日（金） 池末 浩規、上山 信一  

 

 大阪府と市の統合本部は「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。この連載では、これまでにモノレール事業、公立病院事業について考察し

た。  

 

 前回に引き続き、すでに報道などで注目されている人形浄瑠璃文楽への補助金問題について

掘り下げて考えたい。1963年に設立された公益財団法人の文楽協会（大阪市中央区）に対しては、

長年、国、府、市が補助金を提供してきた。文楽に対しては劇場をつくるなど主に国が支援してい

るが、大阪市も 1996年から 2011年まで文楽協会に対して 5200万円の補助金を助成してきた。  

 

 橋下徹大阪市長は芸術文化に関する公的助成のあり方について、行政の価値判断で特定団体

に対して継続的な運営補助金を出すことは見直すという方針を示す。文楽協会への支援について

も、補助金を 25％カットするとともに、協会内部の「しくみ」の変革をもとめていくことを盛り込んだ。

こうした方針に対し「文化軽視」という反発を招いている。  

 

 前回に引き続き、府と市の特別参与として、文化行政の見直しにかかわる池末浩規氏（経営コ

ンサルタント、元マッキンゼー）に登場していただき、議論のポイントなどを語ってもらった。さらに、

大阪府・市の特別顧問を務める上山信一氏（慶応大学総合政策学部教授）にも大阪維新全体に

おける今回の問題の位置づけを語ってもらった。  

 

（聞き手は、伊藤暢人）  

 

－今回、補助金カットの対象となった公益財団法人の文楽協会は、大夫、三味線、人形を担当す

る個々の「技芸員」の方たちとはどのような関係にあるのですか。  

 

池末： 技芸員は協会に属さず、各人が個人事業主、フリーの立場です。文楽協会とは日建ての

出演料などについての契約を結んで、出演報酬を得ています。  

 

 報酬は、本公演については、文楽協会が契約に基づいた出演料を劇場に請求し、そこからマネ



ジメント料などの控除をせず全額を各技芸員に渡します。技芸員の生活を保障するため、大阪と

東京の本公演で年間何日間出演するというのが決まっています。一種の収入保障の形ですね。

2008 年の場合で年間 178 日間、全技芸員が出演することになっています。そのほかに地方公演

や特別公演に出演すると、別途報酬が得られます。地方公演は本公演と同額の日建てが基本の

ようですが、特別公演についてはその都度決めているようです。地方公演、特別公演は全員出演

ではありません。  

 

 技芸員は現在 82 人います。この 82 人の中で、親も技芸員だったといういわゆる世襲の方は全

体の3分の 1ほど。半分弱が、日本芸術文化振興会が行っている研修を受けてこの世界に入って

きた人たちです。  

 

－技芸員の 1日当たりの報酬は幾らぐらいですか。  

 

府と市の特別参与として、文化行政の見直しにかかわる池末浩

規氏 

 

 

池末：人によって違います。正確な数字は公表されていないのですが、若手だと 1日 1万円を切っ

ているようですので、178日間出演しても年間 150万円ぐらいですね。地方公演や特別公演、養成

費を入れてようやく 200万円を超えるぐらいです。人間国宝クラスの方だと、年間 2000万円といっ

た噂もあります。  

 

上山：人間国宝の方でも 2000万円というのは安いように思います。若手の 10倍程度ですし。歌舞

伎の世界では億単位の報酬を得ている人もいますので、決して多くないのでは。技芸員の方たち

は特権階級ではないと思います。  

 

－技芸員の方たちは、文楽劇場の観客動員率 52％という現実をどう評価しているのでしょうか。  

 

池末：技芸員の方々にはお会いしてお話をお聞きしました。彼らも、「このままではいけない」とい

う気持ちを持っています。動員率として出ている数字はあくまで平均で、平日夜だと 3割を切るよう

なこともあるようです。  

 

－何か振興策を打ち出した方がいいと。  

 

池末：そうです。伝統芸能である以上、引き継いでいくべきものもあり、新しい演出などに大きく舵

を切ることは難しい。保護・保全と振興のバランスを取るのは簡単ではない。でも、何かやった方



がいいと彼らも思っています。今の状態のままでは決して持続可能とは言えないのではないかと

いう漠然とした不安を抱えています。  

 

 たとえばクラシック音楽などでは、複数のプログラムを組んで、誰にでも分かりやすいものや、少

し難しいものを組み合わせながら新たなファンを育成していく。  

 伝統芸能のベースをきちんと残しつつ、初心者向けに受け入れやすい演目も取り入れるとか、

伝統からは少し外れるかもしれないけれど、前衛的なものをやってみるとか、そんな挑戦もしてみ

るべきだと思います。  

 

今後のあり方は“オール文楽”で意思決定すべき 

 

－歌舞伎の世界における「スーパー歌舞伎」のような位置付けで新しいファンを獲得していくという

ことですね。  

 

池末：そうです。例えば、「杉本文楽」はその 1つの試みになると思います。昨年 8月、現代美術作

家・杉本博司さんが KAAT 神奈川芸術劇場（横浜市中区）で、近松門左衛門の名作「曾根崎心中」

を構成・演出して上演しました。通常は顔を出している人形遣いの方が全員黒衣になって、真っ暗

な舞台に人形だけが浮かんで見えるようなライティングをして…。伝統的な文楽とは全く違う趣向

ですが、すごく面白い。  

 

 

「杉本文楽」の DVDを手にする池末氏（右）と上山氏 

 

 

 

上山：今の時代に合わせた新しい脚本があってもいいのでは。「現代文楽」というジャンルをつくる

とか。  

 

池末：「曽根崎心中」も 1 カ月前に起こった事件を題材にしていましたからね。ホットで単純で下世

話な文化だったわけです。今は高尚な文化になっていますけど。  

 

上山：今は、本公演は文楽劇場や国立劇場が企画し、地方公演や特別公演は文楽協会が企画

する形です。技芸員が主体性を持って演目を考えたり、公演のプロデュースに関与したりする仕

組みになっていない。それでいて周りの組織が必死になって保護しようとしている。なんとなく天然

記念物のトキの保全を思い起こさせます。  

 



－これまで技芸員が「自分たちで何か新しいことをしよう」と動くことはなかったのですか。  

 

池末：「自分たち」という全体、つまり技芸員全員を束ねる組織が存在しません。組織がないから

代表もいない。そうすると、意見をまとめるのも、全員一致という手段しかないんです。1 人がイヤ

だといったらそれに合わせるしかないのです。さらには技芸員の師弟関係により、師匠に対して表

立って反対することもできません。橋下徹市長が求めている公開の意見交換会についても、全員

が賛成しないと実現しないという構図なのです。  

 

 そもそも、これまでは文楽にかかわる日本芸術文化振興会や文楽協会の職員と技芸員が文楽

の将来について話をするということもほとんどなかったそうです。関係者間のコミュニケーションが

決定的に不足していました。  

 

－関係者が話をする機会がなかったとは驚きです。  

 

池末：全部、決まった仕組みの中で動いてきたからそれで良かったのでしょう。今回、補助金カット

問題や意見交換会問題が起きたことで、協会も技芸員も劇場、つまり日本芸術文化振興会も話し

合う必要が出てきた。橋下市長が動いたことで、良い機会が生まれたのではないかと思います。  

 

 今後、どのように伝統と振興のバランスを取って文楽を活性化していくかは、“オール文楽”で意

思決定すべきことです。市や府が決めることでも、市長や知事が決めることでもない。文楽にかか

わっている技芸員と文楽協会、支援する日本芸術文化振興会、そして文化庁が話をして、決めて

いけばいい。  

 

 

個人を目立たせるプロモーションも必要 

 

－そもそも、歌舞伎は今も非常に人気が高い文化なのに、文楽はなぜ低迷しているのでしょう。  

 

池末：歌舞伎は個人の役者さんの人気で引っ張ることができます。「あの人が出ている舞台だか

ら観に行こう」という具合です。そうするとチケット代も高く設定できる。人気のある役者さんがテレ

ビコマーシャルに出たり、映画に出たりすればさらに話題になり収入も増えます。  

 

 それに比べて、文楽はまず人形が主役に見えます。文楽に慣れてくると人形よりもむしろ浄瑠璃

方の大夫や三味線に惹かれる人が増えるようですが、技術なども踏まえて一人ひとりの技芸員を

理解するには時間がかかり、簡単な人気商売ができません。  

 



－例えば、技芸員の方たちがバラエティー番組に出て名前を売るとか、“イケメン技芸員”として売

り出すとか、そういうことはできないのですか。  

 

池末：技術の高い技芸員は高齢であることも多く、イケメンとかキャラクターを立てて売り出せるか

どうかは疑問です。しかしもっと個人の顔を出して、色々なことをやった方がいいと思います。技芸

員個人に興味を持ったことを入り口に文楽に入っていくという人も必ずいるはずですから。いろい

ろな入り口を整えていかなくてはいけません。  

 

 今は文楽全体を盛り上げる要素が不足しています。文楽劇場はポスター、チラシなどで公演の

プロモーションをしています。これは既存のファンにとっては有効な告知手段になるかもしれませ

んが、演目を知ったからといって新たに文楽を観に行こうという人はあまりいないでしょう。  

 本来、文楽協会が総合的なプロモーション機能を担うべきです。しかし、ほとんどその役割を果

たせていません。プロモーションや企画の人材も不足しています。  

 

 

 

 

 

これから国立文楽劇場をどう運営していくのかも

ポイント 

 

 

 

―これまでは、新たにファンになる人というのはどういうきっかけがあったのでしょうか。以前は

NHKで文楽を放映していたように思いますが…。  

 

池末：NHKで放映したり、CS（通信衛星）放送で放映したりした時期がありましたが、今はやってい

ませんね。  

 

 新たなファンの開拓については、文楽ファンが個人的に周囲の人に文楽を紹介することに頼っ

ており、メディア等を通じて文楽の楽しみ方を伝えることについて積極的であるとはいえません。  

 最初は買った着物を着るのにちょうど良い機会だからとか、日本人のたしなみとして少しかじっ

ておこうという理由で劇場に行ってみたという人も多いと思うのです。初めて観た時には難しく感じ

るんだけれど、何回か無理にでも通ううちに面白くなってきて“はまる”人がいるんですね。それで

ファンになっていくというケースが多い。  

 



上山：東京の知識人なんかにはそういうケースもありますが。でも、大阪の人はドライですよ。最初

に見て面白いと思わないと次は「もう行かない」「あれはつまらない」となりがちです。  

 

－海外展開の可能性はありますか。  

 

池末：ここ 2、3 年行っていませんが、過去には何度も公演したことがあります。評判は良いようで

すよ。今年は初めてアフリカ大陸のアルジェリアで公演がありますし、来年のパリ公演も決まって

います。 

 

上山：人形の劇としては世界で最もレベルが高いでしょうからね。そういうチャレンジは今後もぜひ

やるべきでしょう。  

 

池末：海外公演はスポンサーがつけば収支にもプラスになるでしょうし、国からも助成金が出るで

しょう。大きな収益に結びつくわけではないけれど、“クールジャパン”を浸透させる手段としても、

技芸員のモチベーションをアップするという点でも大きな意味があると思います。  

 

文楽問題は今後の文化行政のあり方を探る試金石 

 

－赤字を免れられない文楽を始め、芸術・文化の分野をどう評価し、どのような公的助成をしてい

くかは難しい問題です。橋下市長は昨年 12 月、アーツカウンシル（芸術評議会）の設置を発表し

ました。アーツカウンシルとはどのようなもので、どんな機能がありますか。  

 

上山：アーツカウンシルとは有識者で構成された第三者機関です。自治体と一定の距離を保ちつ

つ、技術・文化事業を評価し、助成金などを審査します。  

 

 芸術・文化にはパトロンが必要です。一方、政治体制は選挙の度に変わる可能性がある。それ

では芸術や文化の保全は難しい。そういう、移ろいやすい政治、議会、首長から離れたところで、

芸術・文化の予算配分を決める機能を持つというのがアーツカウンシルの根本的なスタンスです。

最初に導入したのはイギリス。大阪では来年 4月に立ち上がる予定です。  

 

－大阪のアーツカウンシルは具体的にどのような組織となる予定ですか。  

 

池末：現在、大阪府や市が補助金を提供している芸術・文化事業は全部合計しても数億円。この

規模を考えると、人件費はそんなにかけられません。まずは十数人程度でやらざるを得ないでしょ

う。トップに誰が立つか、おそらく年内には決まると思います。その人を中心にチームを組む形に

なります。  



 

 今の段階では、3 つの機能を考えています。第 1 に「評価」機能。民間の文化・芸術団体から「こ

ういう事業をするので助成してほしい」という要請を受けて、評価・審査して助成金を配分します。

基本的には単年度評価で、事後評価も行い、翌年度には改めて申請してもらうことになります。年

に 1回でなく、半期ごとまたは四半期ごとに挑戦の機会を設けることも検討しています。  

 

 第 2 の機能が「シンクタンク」。芸術・文化は分かりにくい。文化行政は必ずしも芸術・文化に詳し

くない素人が担当していますから、彼らや議会、首長に分かるように芸術・文化事業を行政の言

葉に翻訳する機能を持たせます。評価機能や企画機能の判断の適切性の基準も提供します。  

 

 第3の機能が「企画」。アーツカウンシルが独自の財源を持って、「面白い」と思うものに3年程度

を目処に投資をします。原資がないので、今のところ、この第 3の機能については見込みが立って

いません。  

 

－文楽協会は今後、どのような存在になるべきだと考えていますか。 

  

池末：文楽協会には文楽全体の維持・発展に不可欠なプロデュース機能、マネジメント機能を発

揮していくことが求められます。それには、公演収入などの売り上げの中から、対価として一定の

手数料を受け取るという仕組みに変えることが必要です。観客動員が増えると収入増に結びつく

となれば、さらに頑張ってプロモートしようとするはずです。それがあるべき姿だと思います。  

 

 ただ、そういう組織にするには、文楽協会だけの意思決定では不可能で、やはり文楽界全体で

の議論が必要です。今後、そういう理想の姿にたどり着くことができるかどうかが今、問われてい

るところです。  

 

 大阪市も橋下市長も決して文楽や文楽協会をつぶそうとしているわけではありません。「補助金

問題」については、組織の運営補助を廃して事業助成とすること、また役所の OB を引き上げるこ

とを決めました。一方で、「都市魅力問題」においては文楽に大阪を代表するコンテンツになって

欲しいという願いがあり、それに対する助成や投資を受けるにふさわしいしくみを持った文楽組織

であってもらいたいと思っています。そして「文楽持続性問題」においては、オール文楽で知恵を

出し、頑張ってもらいたいという思いが根底にあります。  

 

 文楽問題は今後の文化行政のあり方を探る試金石になると思います。振興と保護・保全のバラ

ンスを取った中で今までにない新たな企画が登場する。技芸員は伝統芸能を伝承するという誇り

を抱きつつ、新たなファンが増えてやりがいのある演技ができる。国や自治体は補助金の額が少

なくなる。大阪は都市魅力の 1つに文楽が加わる。  



 

 そういう、かかわる誰もがハッピーな世界を切り開けるように動いていきたいと思っています。  

 

（構成：小林佳代）  

 

  

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、日本公共政策学会理事等を兼務。著書に『大阪維新―橋下改革が日本を変える』

（角川 SSC 新書）、『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。 

 

池末 浩規（いけすえ・ひろき） 

パブリックパートナーズ代表取締役 大阪府・市の特別参与 

 

東京大学法学部、米スタンフォード大学（物理学）修士課程及び、ラトガーズ大学（メイソングロス

芸術大学院）の修士課程で視覚芸術を学ぶ。マッキンゼー社ではコンサルタントとして、新規顧客

の長期総合プロジェクトや業績回復プロジェクトなどを中心に担当。現在はフリーランスでコンサ

ルティングに取り組む一方、クラブイベント、ファッションショーなどパーティーフォトグラファーとし

ても活動中。 

 

  

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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総合トップ ＞ 政治・経済 ＞ コンサルタントが見た“大阪都” 

 

改革を迫り文楽協会への補助金をカット 

国の保全・保護の文化行政に挑む 

2012年 8月 8日（水） 池末 浩規、上山 信一  

 

 大阪府・市の統合本部は「大阪都構想」の実現に向けて、府・市の主要事業の改革、民営化、統

合プランを作成中である。この連載では、これまでにモノレールの改革、公立病院の統合につい

て考察した。  

 

 今回はすでに報道で注目を集める人形浄瑠璃文楽への補助金カットの問題を考える。1963 年

に設立された公益財団法人の文楽協会（大阪市中央区）に対しては、長年、国、府、市が補助金

を提供してきた。また国は大阪に専用劇場を作った上で公演を支援している。地元の大阪府と大

阪市も毎年文楽協会に対して 5200万円の補助金を助成してきた。  

 

 これに対して橋下徹大阪市長は芸術文化団体に対して経営の自立を促進し、継続的に運営補

助金を出すというやり方を見直す方針を打ち出した。そして、文楽協会への補助金を 25％カットす

ることとともに、文楽協会に運営改革案を作って実行することを求めた。しかし、協会側は公開の

場での意見交換会を拒否するなど予算執行条件を満たす気配を見せない。そこで市側は今年度

の補助金の執行を停止した。  

 

 一体何が争点なのか。今回は府と市の特別参与として、文化行政の見直しにかかわる池末浩

規氏（経営コンサルタント、元マッキンゼー）に登場していただき、議論のポイントを語ってもらった。

また、大阪府・市の特別顧問の上山信一氏（慶応義塾大学総合政策学部教授）にも橋下改革に

おける今回の問題の位置づけを語ってもらった。（聞き手は、伊藤暢人）  

 

－今回はこれまでと趣が異なり、文化行政について語っていただきます。 

橋下徹大阪市長は芸術文化に関する公的助成のあり方を見直す意向を示しています。6 月に市

がまとめた「市政改革プラン」最終案では公益財団法人の文楽協会（大阪市中央区）や公益社団

法人の大阪フィルハーモニー交響楽団（大阪市西成区）への補助金カットが盛り込まれました。 

 中でも、ホットな話題となっているのが人形浄瑠璃文楽への補助金カットです。大阪市は文楽協

会への補助金を昨年度より 25％削減した 3900万円とする予算案を計上。協会や技芸員に対して

改革を求めています。また、公開の場での意見交換を求め、応じない場合は予算案の支給を凍

結、全額カットする考えを示しています。 



 話題に上っている文楽協会とはどのような組織なのでしょうか。 

 

池末：文楽協会の歴史を振り返ってお話ししましょう。 

 

 文楽は大夫、三味線、人形が一体となった芸術です。成り立ちは江戸時代初期にさかのぼりま

す。幕末に植村文楽軒が大阪で始めた一座が最も有力で中心的な存在となり、文楽は人形浄瑠

璃の代名詞となりました。  

 明治時代の終わりごろからは、歌舞伎と同じように松竹が文楽の経営権を持つようになりました。

ところが戦後、経営が難しくなり、松竹は 1962年に文楽の運営を手放します。それを引き継ぐため、

国、大阪府、大阪市、NHKなどが相談して、1963年 1月に文楽協会が設立されました。  

 

 現在、理事方では理事長のほか常任理事が 2人、理事が 12人います。代々、近鉄の方が理事

長をしてきており、現在の山口昌紀理事長は近畿日本鉄道の会長です。事務方の幹部には府・

市の OB の事務局長、制作公演課長、近鉄から派遣された次長兼総務課長がいるほか、総務課

に 2人、制作公演課に 7人がいるという体制です。  

 

－文楽協会はどのような機能を担っているのでしょうか。 

 

池末：設立当初は、文楽の公演全般にわたる機能を持っていました。公演のプロデュース、大夫

や三味線・人形を担当する「技芸員」のマネジメント・育成、舞台技術の保持・育成などです。 

 

 

府と市の特別参与として、文化行政の見直しにかかわる池末

浩規氏  

 

 

やがて 84 年、大阪市中央区に国立文楽劇場が完成します。それを機に、東京、大阪で上演する

本公演のプロデュース、舞台技術の保持・育成などの機能は、劇場を運営する国の外郭団体（現

在は独立行政法人）の日本芸術文化振興会に移りました。  

 

 その後は、文楽協会の機能は小さくなり、地方公演や特別公演のプロデュース、技芸員の報酬

管理などにとどまっています。地方公演や特別公演は全体の 2 割程度です。それも、地方の劇場

側が企画するケースが多い。  

 

上山：その結果、文楽協会の役割はかなり小さくなりました。今やっていることは劇場からお金をも

らってくる技芸員に報酬を渡すための契約事務と給与事務、電話による地方公演営業、あとは技

芸員のサポート程度です。経験の必要な業務もありますが、要は、派遣会社に近い。文楽の維



持・発展を図る“協会”の機能からはほど遠い実態です。 

 

長年、赤字を補助金で補填してきた 

 

－その文楽協会に対しては、長年、補助金が提供されてきました。 

 

池末：設立以来、国や府、市などが補助金・助成金を提供してきました。2011 年度の補助金額は

国が 8000万円、府が 2070万円、市が 5200万円です。 

 

 一方、大阪市は橋下改革で「特定の団体に対して、連綿とお金を入れ続けて良いのか」という問

題意識を持ち始めています。2 月から文楽と大阪フィルハーモニー交響楽団についての検討作業

に着手し、そして、3 月に「文化助成のありかた検討会議」が設立されました。私はそのメンバーの

1人として、関係者へのヒアリングやデータによる事業分析を行いました。  

 

 芸術文化は大阪の都市魅力を高めるためには不可欠です。ただし、芸術団体が市民などに支

持され、競い合って切磋琢磨する状況にあるのが望ましい。行政の役割はそのための環境整備

や事業助成にとどめるべきです。  

 

－現在、文楽協会の収支はどのような状況ですか。 

 

池末：毎年、多額の補助金、助成金を前提に運営している状況です。 

 

 文楽には大きく分けて本公演、地方公演、特別公演の 3種類があって合わせて年間 230日程度

の公演です。そして合計約 25 万人を集客しています。本公演には文楽劇場で上演する大阪公演

と国立劇場（東京都千代田区）で上演する東京公演があります。それぞれで、解説が付く入門編

の鑑賞教室も催しています。  

 

 本公演は国の独立行政法人、日本芸術文化振興会が興行主です。本公演での文楽協会の役

割は劇場から技芸員の報酬を受け取って、各自に渡すだけです。企画や集客などの工夫は一切

しない。そういう意味で先日の JR 大阪駅でのプロモーション活動は画期的でした。また、技芸員

の報酬は公演の収支状況や観客動員数とは無関係です。つまり本公演の良し悪しと協会や技芸

員の収入は全く関係がないのです。  

 

 一方、地方公演と特別公演は文楽協会がプロデュースします。特別公演からは 1億円弱の収入

があって、1000 万円程度の黒字が出ています。地方公演は 1 億円強の収入に対して 3000 万円

ほどの赤字です。しかし、この赤字分は芸術文化振興基金助成金、放送文化基金助成金で補填

されます。  



 

出所：討議資料「人形浄瑠璃文楽の現状と課題」（2012年 7月 3日）  

 

そのほか、技芸員の養成費、文楽協会の職員の人件費などの経費は、特別公演からの利益、国

や大阪府、市の補助金で補填しています。また、補助金・助成金という名目以外にも、青少年向け

事業を中心に年間 1200万円強の「委託事業」費が大阪市から文楽協会に支払われています。 

 

－補助金カットは「文化軽視」だという批判を呼んでいます。 

 

上山：芸術・文化には高尚なもの（ハイアート）と大衆的なもの（ポピュラーアート）とがあります。前

者はビジネスべースではなかなか成り立たないが、文楽は大阪発祥では唯一のハイアートです。

大阪府、市とも大切に思っている。文楽自体の価値をさらに高め、都市魅力の創造にも役立てて

いく方法を見つけたいと考えています。しかし、今の仕組みのままでは単に公演をやるだけです。

工夫や努力へのインセンティブが弱い。現にお客があまり来ていません。 

 

大阪公演の観客動員率は 5割 

 

－現在のままでは都市魅力の創造には結びつかないということでしょうか。 

池末：残念ながら、観客動員率は、大阪公演が 52％、大阪鑑賞教室が 77％と大阪では低水準に

とどまっています。これに対して東京公演は 83％、東京鑑賞教室は 89％です。 



 

出所：討議資料「人形浄瑠璃文楽の現状と課題」（2012年 7月 3日） 

 

上山：ちなみに、文楽協会は公益財団法人です。府や市が直接運営しているわけではない。府や

市の立場でできることは、補助金の上げ下げぐらいです。 

 

池末：今、直接的に論争の的となっているのは補助金のカットや執行停止という「補助金問題」で

すが、その奥にあるのは、大阪を代表する文化として文楽を都市魅力の創造にどう結びつけてい

くかという「都市魅力問題」。さらには、今後、誰がどのような形で保護と振興のバランスを取り、文

楽の未来を創っていくのかという「文楽持続性問題」です。これらは混同されがちで、問題の理解

を妨げる原因となっています。  

 

－動員率が低い理由は何ですか。 

池末：東京が年間 156 公演なのに対して大阪は 220 公演もあります。しかも東京は総席数が 570

席に対して大阪は 753席もあります。東京では日によってはチケットが取りにくいようですが、大阪

では空席が目立ちます。 

 

 実際には大阪のほうが東京よりも動員観客の実数は多いのです。大阪での「都市魅力問題」に

こだわらず「文楽持続性問題」のみを考えれば、大阪公演の回数を減らして、需要の多い東京公

演での上演数を増やすといった工夫も必要でしょう。大阪としては複雑な心境ですが。 

 

上山：日本芸術文化振興会や文化庁は伝統文化を保護・保全することを最大の使命と考えてい

ます。保護・保全を支える手段として「活用」、つまり「上演」があるという位置づけです。だから、

少々空席があっても大した問題ではないのです。現在のように淡々と事業を続けつつ、文楽という

伝統芸能を維持できればそれで良しとする考え方です。 

 



 また、そういうスタンスだから大衆受けしない演目などもやっていこうと考える。ところが、大阪府

や市は文楽にも都市魅力の創造に貢献してもらいたい。そういう立場からすると、文楽劇場がガ

ラガラでは困るのです。  

 

－観客動員率が低ければ、当然、その分、収支にも響きますね。 

 

上山：同じ文化でも博物館や美術館のようなハコモノの場合、入場者が少なくても、それほど目立

ちません。 

 

 一方、オーケストラや文楽のようなコンテンツの場合、入場者が少ないと空席が目立ちます。そ

して、美術館とは違って演奏や上演をする都度に人件費がかかります。飛行機の座席やホテル

の部屋と同じで、ひとつでも多く埋める努力が必要です。  

 

池末：空席をなくす努力は必要ですが、一方ではいくら努力しても文楽全体を黒字事業にすること

は難しい状態です。というのは、現在、文楽全体で年間 9 億円程度の収入に対して、6～15 億円

の赤字が出ていると推測されます。 

 

 今後、仮に全公演のすべての座席が埋まっても赤字は消えません。なぜなら、チケットが安く、1

等席でも 4000～6000円ほどですから、歌舞伎の半分から 3分の 1程度なのに対し、かかるコスト

が高い。1体の人形を動かすのに 3人の技芸員が必要です。1回の公演では 82人の技芸員全員

が動きますから、“生産性”が非常に低いアートといえます。  

 

 チケット代を今の 4 倍にすれば赤字から脱却できるといった話を聞いたことがありますが、値上

げとなるとよほど工夫しないと観客は減るでしょう。しかも、コストは今後もっと上がっていく見込み

です。たとえば人形を操る糸にクジラのヒゲ、三味線のバチに象牙など、手に入りにくい希少な材

料を使っています。こういったことを合わせて考えると、文楽の経営自立は難しく、保護・保全の対

象であり続けるでしょう。  

 

－そんな中で、大阪市が補助金をカットすると文楽が生き残れなくなりませんか。 

 

池末：いいえ、文楽にかかわる組織は文楽協会のほかに、日本芸術文化振興会、そしてその元に

は文化庁があります。先ほどお話ししたように、今の文楽協会の機能は限定的で、そして大阪府

市がそこに出している資金ももともとそれほど大きくない。仮に府市が協会に出す補助金がゼロに

なったてもインパクトは限定的です。 

 

 実際、大阪府が文楽協会に対する補助金は、1996年までの 5200万円から段階的に減り、2011

年には 2070万円になりました。しかし、たまたま国の文化財保護強化方針によりほぼ同額分補助



金が増えて従前どおりの収入が保てています。なお国は 8000 万円を出しているうえ、劇場も独立

行政法人日本芸術文化振興会が維持しており、文楽は実質的に国の保護下にあります。万一、

大阪市からの補助金 5200万円がゼロになっても文楽がなくなるようなことにはならないでしょう。  

 

劇場には橋下市長の「つぶやき」が張り出されている 

 

－橋下市長は観客動員を高める方法や文楽協会、技芸員にインセンティブを与える仕組みづくり

など文楽界の改革の方法について、協会や技芸員らと直接話したいという意向で、公開の場での

会談を求めています。しかし、非公開を希望する協会や技芸員側との調整はついていません。 

 

上山：橋下市長は市政運営に当たって公開原則を貫いてきました。文楽だけ非公開でやるのは政

治家としては難しい。 

 

 

府と市の特別参与である池末氏（右）と、同じく府・市の特別

顧問である上山信一氏 

 

 

 

池末：文楽協会側は、技芸員はカメラや記者の前で話すのに慣れていないから「恐い」という感覚

があると言っています。公開の場で「突き上げられる」ことを恐れているのだと思います。劇場の舞

台裏に行くと、橋下市長が「ツイッター」でつぶやいた言葉が紙にプリントされて張ってある。だから

橋下市長の一言一句を、技芸員の皆さんは知っていて、ちょっと警戒しているわけです。 

 

 しかし、今年 5 月には、やはり事業見直しの対象となっている大阪市音楽団が公開で橋下市長

との意見交換会を開いています。その時は市長は団員の話を聞き、議論を交わし、「持ち帰ってま

た意見をください」というやりとりをしていました。極めてまっとうな意見交換会でした。技芸員の

方々はこの際きちんと話をした方が良いと思うのですが…。  

 

－そもそも、大阪都構想において、文化行政はどのような位置付けの問題なのでしょうか。 

 

上山：橋下市長は府知事の時代から、文化行政は重視してきました。文楽やオーケストラへの補

助金カットのニュースに対しては文化軽視だという批判がよく出てきますが、橋下市長はむしろ逆

に、文化行政は非常に重要という意識を持っています。しかし、行政の支援のあり方については

問題が多いと考えています。橋下市長は文化には、集客力を発揮して大阪の街として魅力を引き

上げる役割を期待する。しかし、これまでは、府や市は特定の団体に対して毎年、まとまった額の

運営補助をしてきました。しかし、このやり方では、既得権益となりかねない。そこで特定団体向け



の継続的な運営補助金は見直すとしています。  

 

 こうした現状を踏まえ、府市統合本部の「文化助成のありかた検討会議」では大阪府・市の文楽

協会への支援については、組織補助を廃止し、個別の事業を助成する制度に変えることを決めま

した。また、府市 OBの継続雇用も不要としました。しかし、経過措置として、2012 年度は費目上、

運営補助となる助成も認め、文楽協会の内容説明次第で最高 5200 万円の支援もあり得るとしま

したが、その後その額は市長との議論を経て、部局判断により前年度比 25％減の 3900 万円とな

りました。  

 

－助成に競争の仕組みを入れたり、集客の実績を問うというやり方は理屈では理解できても、現

場などからの反発は大きいでしょうね。 

 

上山：行政としては観客が来ていないような事業に漫然と補助金を投入し続けるわけにはいかな

い。これは文化でもイベントでも福祉でも同じです。うまくいっていない事業はなんらかの改革案を

考えていただかないと困るのです。 

 

 文化事業の場合、文化の保護・保全という美しい名目の下で、長年、当然のように補助金や助

成金をもらってきました。そのため、補助金の額を減らすというと、各団体よりもファンやその周り

のいわゆる“文化族”から強い反発が起きています。「聖域を侵すな」「保護しなければ死んでしま

う」とも主張される。しかし、批判しているのは直接かかわっている人たちよりも、取り巻きの人た

ちや評論家、そして“文化人”たちです。 

 

 だから、今回の文楽のように、少しでも問題を指摘すると、「君は文化が分かっていない」と批判

される。最後は、有識者を動員して「文化弾圧だ。ファシズムだ」と批判されます。 

 

 しかし、橋下市長は、府知事時代から、この構造を問題視し、芸術・文化に積極的にメスを入れ

てきました。  

 

 

 

大阪市の中心部にある国立文楽

劇場。動員数の引き上げが課題に 

 

 

 

 

 



－具体的にはどのような改革を進めたのですか。 

 

上山：例えば、上方のお笑い文化を象徴する施設のひとつに大阪府立の上方演芸資料館（ワッハ

上方）というものがあります。ここに府は年間 4億円を支出していましたが、入館者数は約 5万人、

収入は約 5000 万円にとどまっていました。大阪府知事時代の橋下氏はこれを問題視し、経費削

減のために通天閣に移転すると発表したのです。それに対して家主の吉本興業は、落語や漫才

を公演する「ワッハホール」やレッスンルームを自主運営とし、残りの約半分を占める展示室や収

蔵庫などの家賃を年１億円とした上で、管理を請け負うことになりました。 

 

 2011 年度からは、大阪センチュリー交響楽団（2011 年 4 月から「日本センチュリー交響楽団」に

名称変更）への補助金を打ち切りました。大阪にはもともとセンチュリーに加え、大阪フィルハーモ

ニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団（大阪市港区）、大阪交響楽団（堺市堺区）と 4 つ

もオーケストラがありました。大阪に 4 つのオーケストラが必要なのかという声は出ていました。そ

こで大阪府は、センチュリーに対して自立を求め、補助金を段階的に減額しました。その結果、セ

ンチュリーが人件費削減・広報活動・スポンサー集めに奔走して、新たな支援企業を得ています。  

 

 文化行政にかかる補助金・助成金は、府や市の全体予算から言えばわずかなものです。けれど

も、このまま何も手を着けなければ、各団体が補助金に依存する既得権益団体になってしまう。

やがて努力を怠りレベルも落ちていくかもしれない。橋下市長は文化行政を重視するが故に各団

体の自立が重要ととらえています。文化団体に限らず、よりよい事業にするための工夫を拒んだ

り補助金を出す行政機関の長との対話に応じない団体があるとしたら、税金を使った補助金は出

せない。橋下市長はあえて不人気を承知で文楽協会への補助金カットをやっているのです。  

 

（構成：小林佳代）  

 

  

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、日本公共政策学会理事等を兼務。著書に『大阪維新―橋下改革が日本を変える』

（角川 SSC 新書）、『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。 

 

池末 浩規（いけすえ・ひろき） 



パブリックパートナーズ代表取締役 大阪府・市の特別参与 

東京大学法学部、米スタンフォード大学（物理学）修士課程及び、ラトガーズ大学（メイソングロス

芸術大学院）の修士課程で視覚芸術を学ぶ。マッキンゼー社ではコンサルタントとして、新規顧客

の長期総合プロジェクトや業績回復プロジェクトなどを中心に担当。現在はフリーランスでコンサ

ルティングに取り組む一方、クラブイベント、ファッションショーなどパーティーフォトグラファーとし

ても活動中。 

 

 

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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総合トップ ＞ 政治・経済 ＞ コンサルタントが見た“大阪都” 

 

病院統合は府・市の縦割り、学閥構造への挑戦 

年間 200億円もの税金を投入する意義への疑問も 

2012年 7月 24日（火） 大嶽 浩司、上山 信一  

 

 現在、大阪府と市の統合本部は「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。そこではマッキンゼー社出身の経営コンサルタントたちが各事業の

生産性、経営形態な どの評価を行っている。これまではモノレール事業（第 2回、第 3回で掲載）

について考察した。  

 

  府と市の統合を議論する中で、自然と出てくるのが両者の持つ 8つの公立病院の統合だった。

大阪には府立病院が 5 つ、市立病院が 3 つある。中でも、施設が老朽化し、建て替えが決まって

いた市立住吉市民病院をどうするかは目前の課題だった。（1）平松邦夫前市長の時代に作られ

ていた現地での建て替え案（2）1.8km ほど離れた距離にある府立急性期・総合医療センターに移

設・機能統合する案――を検討した結果、5月の府市統合本部で統合することが決まった。  

 

 今後は府立病院、市立病院の法人本体の経営統合や府域全体の官民の医療資源の有効活用

について議論を進めていくことになる。  

 

 前回に引き続き、府と市の特別参与として、府市病院の経営統合案をまとめた大嶽浩司・自治

医科大学准教授（経営コンサルタント、医師）と統合本部の改革全般をガイドしている上山信一氏

（慶応大学総合政策学部教授、大阪府・市の特別顧問）に登場していただき、公立病院事業の改

革について、議論のポイントなどを語ってもらった。（聞き手は、伊藤暢人）  

 

－目前の課題として取り組んだ市立住吉市民病院と府立急性期・総合医療センターの統合は

2015年度までに進める予定ですね。また、市立 3病院を運営する大阪市病院局を 2014年度まで

に「地方独立行政法人」とし、2015 年度までに府立 5 病院を経営する独立行政法人の「大阪府立

病院機構」と経営統合する予定です。 

 市立病院、府立病院の統合作業を進めていく上で、両者の対立に直面することはありますか。 

 

大嶽：職員にとっては統合したら府と市のどちらがイニシアチブをとるのかといった不安はやはり

あるようです。府は、自分たちのところこそ広域でやってきた。市は府の一部だから吸収するという



思いがあるし、市は市でこれまで立派な実績をあげてきており自分たちのところをベースにしたい。

府と市の職員にはプライドやメンツを超えて、住民のために協働して欲しいのですが、現状はこれ

からといったところです。 

 

 

大阪府・市の特別参与を務める大嶽浩司・自治医科大学准教授 

 

 

 

 

 

 

 

－病院というと学閥がつきものです。大阪の病院にもありますか。 

 

上山：関西では学閥意識が強いですね。東京にも学閥はあるけれど、都内に医大が 13 もあるせ

いか、色合いは薄まります。それに比べて大阪の公立病院では大阪大学医学部と大阪市立大学

医学部の影響力が非常に強い。府立病院は主に阪大系、市立病院は主に市立大系です。さらに

京大や私学の近畿大、関西医大、大阪医大も加えると 6つの学閥があります。 

 

－なるほど。そういう構造になっているのですか。今回、市立住吉市民病院と府立急性期・総合医

療センターが統合するということは、大阪市立大学や阪大からすると、医者を送り込めるポストが

減ってしまう懸念もあるのですね。 

 府と市、大学同士がそれぞれの思惑を抱える中で、市立住吉市民病院と府立急性期・総合医療

センターの統合プランを作ったわけですが、現場ではどんな駆け引きがありましたか。 

 

大嶽：府立の急性期・総合医療センター側は、この機をとらえて、長年の課題を解決したいという

思いがあるように感じました。 

 

 今回の住吉市民病院との統合プランでは産科で 47 床増床する計画です。もともとの大阪市の

単独建て替え案では 35 床でしたから、ずいぶん増えました。増えたのは、急性期・総合医療セン

ターには産科を強化したいという思いがあるからです。  

 急性期・総合医療センターはもともと「大阪府立病院」でした。けれど、全部で 5 つある府立病院

の機能を分化する段階で、産科と新生児科の部分は切り離し、母子保健総合医療センターに移し

たのです。そういう経緯があって、「今の自分たちには産科の機能が不足している」という意識が

根強いのだと思います。  



 

時間切れを防ぐため、前倒しで進める 

過去の経緯を覚えていて、不足していると感じているところを統合プランに盛り込もうと。 

大嶽：企業だったら組織が改変されたり、人事異動があったりして、30 年も過去の経緯を引きずる

ことは少ないでしょうけれど、府立病院の場合、組織はあまり変わらないし、人もあまり動かなかっ

た。“思い”を脈々と持ち続けてきたのだと思います。 

 

 しかし病院側が産科を強化したいと思っても、本当にそれだけのニーズがあるかはまだ分かりま

せん。5 月に発表したのは概算で出した統合プランですから、実際の計画を練っていく段階では、

きちんとした数字を精査し直すことになります。  

 

 

大阪府・市の特別参与を務める大嶽氏（右）と同じく府・市

の特別顧問を務める上山信一氏 

 

 

 

－病院の再編でも様々な思惑が交錯するのですから、今後、府と市の法人を統合するのも簡単

ではなさそうですね。 

 

大嶽：組織統合に向けた基本方針を公式文書にする過程では、どういう言葉を使うかでいろいろ

なやりとりがありました。 

 

 結局、「府市病院の一体経営により、大阪全体の医療資源を充実する」という理念を掲げ、「大

阪府域全体で最適となるよう医療資源を有効活用」「新たな大都市制度における公立病院として

適切な役割を担う」「非公務員型の地方独立行政法人として、効率的な運営を行うとともに、法人

経営の自立性を高める」「医師、看護師などの柔軟な人材確保体勢を構築し、診療機能の強化を

図る」と書きました。  

 内容は同じことでも、表現へのこだわりがあり、こういう形でまとめるまでにずいぶん時間がかか

りました。  

 

－どんな表現にこだわりがあるのですか。 

 

大嶽：例えば、府立病院側は「広域医療」という言葉を使いたいようでした。民間病院もたくさんあ

り、各市の公立病院もある中で府が自ら病院事業をやるには大義が必要です。広域という言葉を

付けないと、公立病院は府の仕事ではなく、市がやればいいじゃないかという話になってしまうと



いう感覚なのだと思います。 

 

文言の一つひとつでももめるという状況では、統合に向けた作業はとても時間がかかりそうです。

スケジュール通りに進めるのは大変ですね。 

上山：2015 年 4 月に向けて統合を進めていきたい我々と、職員とでは、時間に対する感覚が違う

かもしれませんね。公務員は定年まで 30 年、40 年と働く。一方、現在の市長や知事の任期は 4

年と決まっています。行政パーソンたちに早く進めようというインセンティブは働きにくい。時間切

れになっては困るので、我々はとにかく前倒し、前倒しでことを進め、成果を出すようにしていま

す。 

 

赤字は脱しているものの、“健全経営”とは言い難し 

－全国的に公立病院は非効率で大赤字を抱えているイメージがあります。大阪の場合はどうなの

でしょうか。 

 

大嶽：大阪の公立病院は近年、赤字を脱却したところです。 

 まず府立ですが、2006年の法人設立時に 65.7億円あった不良債務は、2010年度末ですべて解

消しました。2010 年度の府立 5 病院の医業収益は 533.5 億円。一般会計から繰り入れる運営費

負担金（約 116 億円）などを含めた収入は 706.5 億円。一方、医業費用を含めた支出は 673.2 億

円。差し引き 33.3億円の黒字でした。  

 

 一方、大阪市立の方も 2006年度に 128億円あった不良債務は 2010年度で解消しました。市立

3 病院の 2010 年度の医業収益は 345.8 億円。一般会計繰入金（約 102 億円）などを含めた収入

は 44４.9億円。支出は 404.5億円で、差し引き 40.3億円の黒字でした。  

 

 

出所：第 12 回

大阪府市統合

本部会議資料

「府市病院経営

統合について」  

 

 

 

 

 

 



このように、府立病院も市立病院も、見た目は黒字を計上しています。しかし、いずれも毎年 100

億円もの一般会計、つまり税金からの繰り入れを収入として計算した上での黒字です。民間のよ

うに“健全経営”と言えるレベルではありません。府立も市立も患者数は多くて大規模で高度な医

療を提供していて、収益力は高い。実質赤字の原因は端的に言って人件費です。職員の数が多く、

給料がめちゃくちゃ高い。それで赤字になっている。公立病院は民間ができないことをやっている

なら赤字も許せるでしょうが、大阪の府立病院や市立病院は単に健全経営できていないのです。

この状況は同じ公立でも、地方の公立病院が赤字であるのと理由が全く異なります。  

 

 地方の公立病院の事情を説明しましょう。医療は設備投資にコストがかかります。設備投資をし

た後も、医者や看護師、技師らが手をかけてこまめに患者を見ていかないといけない。労働集約

型の産業です。そのため規模の小さな地方の公立病院は非常に効率が悪くて赤字になりやすい

構造です。  

 

 それから現在の診療報酬体系は、高度な医療機器を使うと、高い料金が取れる仕組みです。と

ころが、地方の公立病院では、高度な機器はあまり入れる余裕はありません。「胸が痛い」と言っ

てきた患者に対しては、聴診器を当てて、心電図をとって、薬を出して…と初期的な診察をするし

かない。すると、収益力は非常に低くなってしまいます。おまけに地方では患者数も少ないので、

地方の公立病院は赤字経営が増えているのです。  

 ところが、大阪の公立病院の場合はこれらの理由は全く当てはまりません。 

 

上山：大阪市立の方は、特にカネを稼がない医者がものすごく多いですね。若い頃は現場で医者

をしていたけれど、どこかの段階で“オカ”に上がっちゃったような。 

 

大嶽：そうなんです。僕は、医者は現場で患者を治してこそ価値があると思っているのですが、大

阪の公立の場合は、現場に立たない医者がずらっと組織の上の方にいっぱいいるんです。 

 

現場に立たない医者が組織の上にいっぱいいる 

 

上山：市立病院には副院長が 4～5 人いるケースもあります。ほかにも市や府の組織内に、医療

行為をしていない医師がいっぱいいる。そういう医療行為をしない医師たちが、医師の高い給与

体系の中で組織の上位に上がっていく。 

 

大嶽：普通の病院を知っている立場からすると、大きな違和感を受けました。 

 

－人件費が高いというだけでなく、公立病院には無駄な経費も多くかかっているのでしょうね。 

 



上山：その点は昔より良くなっていて、特に府立病院は 2006 年に独立行政法人化したので、院長

は経営者的な立場で病院経営を見るようになっています。 

 

大嶽：ある府立病院の院長は診療科ごとに収益の数字を出し、成績の悪い科の医長を呼び出し

て、理由を問いただしたりしています。そうすると、「誰々君が、指示に従わず、費用のかかる手術

をしているからです」という話になって、今度はその担当者を呼び出して戒めたりしている。 

 それに比べると、市立病院は今のところ院長に経営責任がないので、やや緩いかもしれませ

ん。  

 

－20 年後、30 年後を考えていくと、日本の人口は減少するわけですが、そういう中で大阪の病院

はどうあるべきなのでしょう。 

 

上山：大阪は大都市圏ですから人口はそんなに減らないんです。むしろ高齢化で医療ニーズは増

える。しかも高度医療を手掛けるいい病院が大阪には多いので、患者さんが電車に乗って遠くか

らどんどん来る。 

逆に言うと、言い方は悪いかもしれませんが、ビジネスチャンスは豊富だと。 

上山：豊富ですね。やろうと思えばいくらでも仕事は増やせます。ただ、公立病院として、それをや

るのがいいのかどうかはまた別問題です。 

 

 医療というのはパイの奪い合いです。人口に対する疾病の発生割合は決まっている。決まった

大きさのパイを色々な病院で分け合う中で、公立病院の取り分が大きすぎれば、民業圧迫につな

がりかねません。府域全体の医療資源の中で、公立病院の位置付けや果たすべき役割を明確に

していかなくてはならないのです。  

 

大嶽：一般的に、公的サービスと民間のサービスがある場合、民間の方が良質だけれども少し料

金が高く、公的の方は質もそこそこで料金は安いというすみ分けができていることが多い。最低限

のサービスを受ける必要がある人に向けて、公的サービスを用意しておくというパターンです。 

 

 ところが日本の医療の場合、診療報酬体系は府立であろうが市立であろうが民間であろうが、ど

こでも一律です。これは国際的には非常に珍しいケースです。  

 

上山：将来的には府立・市立の病院の民営化もありえると思います。また、大阪市立大学の附属

病院との関係の見直しもありうるでしょう。しかし、今の段階では、既存の施設はとりあえず公立病

院として存続させる前提で、いかに効率化し、府立と市立を統合し、改革するかという課題に取り

組んでいます。 

 



大嶽：米国では大学に売却するという例もあります。大学の付属病院にする形です。 

 

上山：将来的には大阪府立や市立は、国立がんセンターのように超高度化する方向もあり得ます。

道州制もにらみ、関西全体の難病に対応するような病院ですね。 

 

高齢化で大阪の医療ニーズは増えるものの 

－府市病院統合のロードマップでは、市立 3 病院を 2014 年度までに独立行政法人化し、2015年

度までに府立 5 病院を経営する独法と経営統合する方針です。そして府市で合計約 5300 人いる

病院職員はすべて非公務員とすることになっています。独法化や統合の段階で、職員をどうスリ

ム化するかも重要なテーマとなりそうです。 

 

大嶽：具体的な話はこれから進めていきます。ただ看護師や技師は手に職を持っているし、普通

の公務員と違って、役所への帰属意識があまりない。その気があれば、民間も含めて、よそへの

再就職を考えるかもしれません。一定の配慮も必要でしょう。優秀な若手医師の確保も重要な課

題です。 

 

上山：病院事業は府と市でやっている業務があまり変わらない。法人の統合というのは改革のチ

ャンスです。仕事のやり方も大きく見直せる。組織のスリム化や市の職員、府の職員、病院に勤め

ている医者や職員のマインドを変える上で、とても大きな意味があると思います。 

 

 

病院経営統合問題が目に見えて動き始めたのは市立住吉市民病院の建て替え問題からだった 

目前にあった住吉市民病院の建て替え問題についても、政権交代したからこそ、統合が出てきた。

府市統合本部としては、具体的な成果として、すごく大事にしたいプロジェクトです。その意味でこ



の住吉市民病院のケースは府市全体の統合のさきがけともいえる事例です。  

 

  

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、日本公共政策学会理事等を兼務。著書に『大阪維新―橋下改革が日本を変える』

（角川 SSC 新書）、『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。 

 

大嶽 浩司（おおたけ・ひろし） 

自治医科大学地域医療政策部門准教授、医師、大阪府・市の特別参与 

東京大学医学部卒業。日本、米国、オーストラリアで臨床医として勤務した後、米シカゴ大学ビジ

ネススクールにて経営学修士取得。マッキンゼーの経営コンサルタントを経て、大学病院や高度

医療機関の経営改革を手掛ける。2011年より現職。 

 

 

 

  

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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総合トップ ＞ 政治・経済 ＞ コンサルタントが見た“大阪都” 

 

老朽化した病院の建て替えに、無理やり黒字化するプランを描いていた 

府市統合で、必要な病院の維持と投資効率を見直すことがやっと可能に 

2012 年 7 月 17 日（火） 上山 信一、大嶽 浩司  

 

 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。前回、前々回はモノレール事業について考察

した。  

 

 そのほかにも、統合と改革の対象となる事業は数多いが、その 1 つに、府立と市立の公立病院

事業がある。5 月末、府市統合本部は病院事業の改革の方針を発表した。それによると市立 3 病

院を運営する大阪市病院局を 2014 年度までに「地方独立行政法人」とし、2015 年度までに府立 5

病院を経営する独法の「大阪府立病院機構」と経営統合する。また府立病院や市立病院で働く医

師、職員ら約 5300 人は非公務員化されることになった。  

 

 また法人の統合に先立ち、2015 年までに老朽化している市立住吉市民病院（住之江区）と近く

の府立急性期・総合医療センター（住吉区）に機能集約して新病棟を同センター敷地内に建てるこ

とも決めた。  

 

 今回は府と市の特別参与として、府市病院の経営統合案をまとめた大嶽浩司・自治医科大学准

教授（経営コンサルタント、医師）に登場していただき、公立病院事業の改革について、議論のポ

イントなどを語ってもらった。（聞き手は、伊藤暢人）  

 

－今回は 5 月末に発表された大阪府市公立病院の経営統合についてお話をお聞きします。まず、

府と市を統合する「大阪都構想」において、病院事業はどのような位置付けにあるのかを教えてく

ださい。 

 

上山：府と市の統合を考えた時、病院事業は真っ先に検討すべきテーマの1つでした。なぜなら患

者からみたら府立か市立かはどうでもいいのです。現在、大阪には府立病院と市立病院が両方

で 8 つあります。それぞれ立派に役割を果たしていますが、互いの近所に病院があっても、お互い

バラバラにやってきました。経営統合して適正配置すれば機能もアップし、無駄も省けます。 



 

 公立病院統合のポイントは 3 つあります。第 1 には病院を経営する法人の統合です。理事会や

事務部門を 1 つにする。そして大阪全体の観点にたって公立病院の役割を見直す。  

 

 第 2 に病院そのものの再編。たとえば府立病院 X と市立病院 Y が近所にあって、同じ機能を持

つならば、ひとつに統合して強化するといった選択がありえます。  

 

 第 3 に民間も含めた府域全体の医療資源をどう有効活用するかという点です。過疎地と違って、

大阪はむしろ医療の供給過剰地域です。大学付属病院、民間病院、クリニックなどいろいろある。

大阪の医療ニーズがどれだけあって、民間、大学病院もたくさんある中で公立病院の果たすべき

役割を考え直す。大阪都が誕生して都立病院になった時、都の医療政策で都立病院はどのよう

な役割を果たすべきか。もしかしたら不要かもしれないという検討です。  

 

医師の言葉がわかるコンサルタント経験者を迎えた 

 現在、大阪府と大阪市の担当部門から成る病院タスクフォースチームがこうした 3 層にわたる、

複雑なテーマを検討しています。しかし医者は技術屋の たるもので専門用語がいっぱい出てく

る。行政学では「情報の非対称性」というのですが、医者にしかわからないこと、政治家や行政マ

ンには判断できない事柄も出てきます。そこで、大嶽さんに特別参与として参加してもらうことにし

ました。  

 

 大嶽さんは臨床医として勤務する傍ら、シカゴ大学のビジネススクールで MBA（経営学修士）を

獲得し、マッキンゼーで経営コンサルタントをやった経験があります。都内で病院改革をやったこ

ともあり、現場の実務にも詳しい。医者と議論し、屁理屈が出てきたら論破してもらうのに格好の

人材です。  

 

目前の問題が住吉市民病院の建て替えだった 

 

 

 

 

大阪府・市の特別参与 大嶽浩司さん 

 

 

 

大嶽：3 層のうち、本当は も話し合いたいのは第 3 番目にあたる大阪全体での医療資源の有効

活用についてです。でも、そういう大きなテーマを議論するには時間がかかる。また府と市というカ

ルチャーの異なる 2 つの組織が一緒になろうという時に、公立以外の病院を含めたあり方論や、



いきなり理想論を語り合ってもうまくいきません。 

 

 一方、知事と市長からは目の前の現実問題として、老朽化した市立住吉市民病院（大阪市住之

江区）の建て替えをするべきか否かという問題提起がありました。この問題は非常に具体的で、府

と市が一緒になって解いていく試金石ともなるテーマです。そこでまずはこの課題をクリアしようと

考えました。  

 

－大阪以外の地域に住んでいる読者にとっては、大阪の公立病院がどういう状況にあるかがわ

かりません。まず、どういう病院があるかから説明してもらえますか。 

 

上山：大阪には府立病院が 5 つ、市立病院が 3 つあります。 

 

 大阪府は 2006 年に直営をやめて、独立行政法人の大阪府立病院機構を設立しました。府は同

機構を通じて現在、5 病院を経営しています。急性期・総合医療センター（大阪市住吉区）、呼吸

器・アレルギー医療センター（羽曳野市）、精神医療センター（枚方市）、成人病センター（大阪市

東成区）、母子保健総合医療センター（和泉市）と機能ごとに分かれています。  

 

 一方、大阪市立の 3 病院は大阪市役所による直営のままで、市役所内の病院局が運営してい

ます。高度医療を提供するという位置付けの病床数 1063 床の総合医療センター（大阪市都島区）、

淀川以北をみる総合病院の十三市民病院（大阪市淀川区）、南部医療圏の総合病院で病床が

157 しかない小規模の住吉市民病院があります。  

 

 このうち、住吉市民病院は 1950 年の開院で、施設が老朽化しています。耐震強度も低く、2015

年度中に耐震化が必要とされていました。  

 

 実は大阪市はダブル選の前の昨年 5 月に、産科や小児科に特化した 120 床程度の新病棟に建

て替える基本構想を公表し、2012 年度予算に基本設計の費用を盛り込む予定でいました。  

 

 しかし、昨年 11 月、橋下徹市長が就任します。そして市立 3 病院と府立 5 病院の経営統合を目

指す方針を発表したため、計画を見直す必要が生じていたのです。  

 

 

 

 

 

 

住吉市民病院 



－建て直し計画案を取りやめ、統合する方向で考え直すことにしたのですか。 

 

大嶽：いいえ、 初から統合と決めていたわけではありません。しかし、昨年、市が発表した建て

替え案は費用も大きく、需要に比べてずいぶん背伸びして作ったものだといわれていました。少な

くとも現実に即した案を作る必要がありました。そこで近所の府立病院との統合案のほか、現地で

の建て替え案なども含めて、複数の選択肢を分析・検討しました。 

 

バラ色の未来を描いて黒字になるプランを無理に作った 

－背伸びというのはどういう点ですか。 

 

大嶽：平松前市長のときに市役所が作った建て替えプランでは、分べん件数を 1000 件、病床数を

120 と設定していました。しかし、現在、住吉市民病院が取り扱っている分べん件数は 726 件です。

子供を産む数が減っている今のご時世に、それほどたくさんの産婦さんを連れてくることは難しい。

また公立病院を拡大することで、頑張っている民間病院を圧迫することにもなりかねない。 

 

 1000 というのは無理をした数字だということは、プランを作った市の担当者もわかっていた。ただ、

そうしないと収支が取れない。  

 

 病院の建設には非常に大きな設備投資が必要です。レントゲンだの CT（コンピューター断層撮

影装置）だの、高額な設備・機器を導入しなくてはならない。医療 IT（情報技術）システムも構築し

なくてはならないし、給食用のお釜だって買わなくてはいけない。規模が小さな病院では、黒字化

が難しいのです。  

 

 昨年、市が作った建て替えプランでは、57 億円の費用がかかると見込んでいました。病床稼働

率 90％で試算した場合、1000 件のお産を扱っても、初年度は約 1600 万円の赤字。7 年目からよ

うやく黒字化するという見込みになっています。  

 

 赤字を垂れ流し続けるようなプランでは、当然、市民の支持は得られません。議会を通すために

は、黒字になるようなプランを作らなくてはならない。それにはこれくらいの分べん件数が必要だと

いう逆算で作ったのが当初の建て替え案でした。リサーチをして、「1000 件ぐらいの需要がありま

す」というのではなかったのです。  

 

上山：それで今回は現状の患者数に即した現実的な建て替え案を作ってみたのです。病床数は

80 床程度、分べん件数は 750 件と設定した。これだと、建て替えにかかる費用が約 45 億円。同じ

く病床稼働率 90％で試算して、初年度は約 7000 万円の赤字。7 年目から 4000 万円の赤字に縮

小する。赤字はずっと続くわけです。 

 



 一方で住吉市民病院からわずか約 1.8km の距離に府立急性期・総合医療センターがあります。

病床数は 768。高度救急救命センターもある、とても大きな病院です。そこで、建て替えをやめて

府立の方を拡張する、つまりこの 2 つの病院を統合したらどうかと考え、プランを作成しました。  

 

出所：第 12 回大阪府市統合本部会議資料「府市病院経営統合について」 

 

大嶽：これは府立の方に産科と小児科の新病棟をつくるというプランです。入院患者数が 100 人

強増えるぐらいなら、CT も食事用のお釜も、今あるものをちょっと融通すれば何とかなる。設備投

資が非常に少なくて済むのです。こうしてプランを作ってみたところ、費用は 30 億円に抑えられ、

初年度から約 4000 万円の黒字になるという結果が出ました。 

 

 しかも、府立急性期・総合医療センターには救急救命センターもあって、様々な領域の専門家が

います。分べん時、いざという時には、その部隊の力を借りることもでき、医療の質と安全性が格

段に向上します。住吉の建て替えをやめてそこに機能を統合すれば、一等地にある住吉市民病

院の跡地の有効活用も可能です。つまり、安全という面でも、経営効率という面でも、非常に良い

ことが分かったのです。  

 

 5 月 29 日に開かれた府市統合本部会議でこれらの案のメリット、デメリットを説明し、知事と市長

は、現地での建て替えはしない、統合するという判断をされました。  

 

「なくてはならない病院」だったか 

－あえてお聞きしますが、市が当初、作成していた「建て替え案」にメリットはあったのでしょうか。 



 

上山：職員にとっては建て替えの方がメリットがあったでしょうね。長年、住吉市民病院に勤めてこ

られた方々には愛着があるでしょう。事務職員やコメディカルスタッフの待遇も良いので今からよ

その病院に移って、新しい風に吹かれるのはしんどいという思いがあるでしょう。 

 

 住吉市民病院に通い慣れた患者さんの中にも、同じ場所で新しい病院ができることを望んでい

た人もおられたでしょう。わずか 1.8km の距離ですが、遠くなるのはイヤだという方はおられるはず

です。  

 

出所：第 12 回大阪府市統合本部会議資料「府市病院経営統合について」 

 

－住吉市民病院は一部の住民にとって、なくてはならない病院だったと言えるのでしょうか。 

 

大嶽：400m しか離れていない民間の総合病院が、昨年末に 400 床もある 12 階建ての新病棟を建

てたばかりです。そこでほとんどまかなえます。ご存じのとおり医療の料金は全国統一で民間でも

公立でも患者の負担額は同じですし。 

 

 さらに、住吉市民病院は地域医療を担う病院として、盤石の体制とは言いきれない部分もありま

した。例えば小児救急は火曜日と金曜日の週 2 日しか受け付けていません。夜中にも仕事ができ

る若手の医師の人数が限られているからです。  

 

 また、日本では10万件のお産で4～5人のお母さんが亡くなります。つまり、世界でもかなり医療

の水準が高いのです。住吉市民病院は、これまで少ない医師数でこの高い水準の医療を提供し



てきました。つまり、医師個人の頑張りに依存してきた。しかし、この規模で今後もやっていけるか

というと不安をぬぐいきれません。  

 

－公立病院こそ夜間救急に貢献すべきだと思うのですが。 

 

大嶽：住吉市民病院に限りません。市立の総合医療センターは 1000 床もあり、高度な設備も整っ

ているし、それを扱える医者もいっぱいいる。だけど、重症の救急搬送は原則平日の 9 時～17 時

の間しか受け付けていません。 

 

病院の稼働率を引き上げれば、患者さんにもメリット 

－それは急患になるのですか。普通の飛び込み患者と同じような気がしますが…。 

 

大嶽：民間病院でもよくある話です。僕がある病院の経営改革を手伝っている時に、収益力の高

い病院にしたいというので「患者さんが困っている時に助けたら、ロイヤルカスタマーになりますよ」

という話をして、救急を強くしようとしたのです。ところが職員の多くは夜中に働くのを嫌がる。 

 

 本当は、良い設備があって、それを扱える医者がいるなら、24 時間、365 日、稼働率を上げて、

どんどん患者さんを治療していけば、患者さんはあり難いだろうし、病院側の収益も上がります。  

 

 

 

 

大阪府・市の特別顧問を務める上山信一さん（左）

と、同じく府・市の特別参与の大嶽浩司さん  

 

 

しかし公立病院の場合、病院経営が赤字でも、給料は同じように出る。誰も困らない。職員は公務

員のメンタリティーで働いていますから、夜間休日の救急をとるインセンティブがないのです。この

ため急患をどんどんとるようなやる気のある医師は、働きがいのある民間病院に出てしまう。要す

るに日本の多くの夜間や休日の重症救急医療は官でなく民が担っているのが現実です。  

 

 そうは言っても、住吉市民病院が長年、地元に根付き、多くの患者さんを救ってきた病院である

ことは間違いありません。愛着を持って通い続けていた患者さんも少なくないでしょう。  

 

 そういう事情を考慮しつつも、松井知事や橋下市長は「この地域は民間病院も充実している。こ

こに市立病院がないと地域医療が担えないという状況ではない」として、近所の府立病院と統合と

いう結論を下したのです。  



 

（構成：小林佳代）  

 

  

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、日本公共政策学会理事等を兼務。著書に『大阪維新―橋下改革が日本を変える』

（角川 SSC 新書）、『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。 

 

大嶽 浩司（おおたけ・ひろし） 

自治医科大学地域医療政策部門准教授、医師、大阪府・市の特別参与 

 

東京大学医学部卒業。日本、米国、オーストラリアで臨床医として勤務した後、米シカゴ大学ビジ

ネススクールにて経営学修士取得。マッキンゼーの経営コンサルタントを経て、大学病院や高度

医療機関の経営改革を手掛ける。2011 年より現職。 

 

  

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。 

 

  

日経ビジネスオンライン会員登録・メール配信 ― このサイトについて ― サイトマップ ― お問

い合わせ  

日経 BP 社会社案内 ― 個人情報保護方針/ネットにおける情報収集/個人情報の共同利用 ― 

著作権について ― 広告ガイド 

             日経ビジネスオンライン SPECIAL は、日経 BP 社経営情報グループ広告部

が企画・編集しているコンテンツです。 
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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” 

 

運賃、混雑、終電の早さ…、不満解消への取り組み進まず 

赤字だから天下りが必要というあきれた役所の論理 

2012年 7月 3日（火） 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。前回に引き続き、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。  

 

 大阪府が出資する「大阪高速鉄道」が運営するモノレール事業は、路線の延伸効果で毎年利益

が出るようになり、負債の削減も進んでいる。しかし、改善すべき問題が数多くあった。（聞き手は

伊藤暢人）  

 

－モノレールの乗車人員は 2010 年度で 1 日あたり 9 万 9721 人。2008 年度の 10 万 616 人がピ

ークでしたが、その後も高い水準が続いています。乗客は今のサービスに満足しているのでしょう

か。 

 

有馬：利用者調査をみると、不満として挙がるのは「運賃が高い」「終電が早い」「ラッシュ時の運

転本数が少ない」といった点です。しかし、モノレール会社は、これらにはほとんど対応できていま

せん。特に苦情がすごいわけでもないのですが、ダイヤの見直しなどはしていません。 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 



上山：あと延伸についても「環状線」と名前がついているぐらいで、もともとは環状の構想があった

のに、実現していない。「門真市」駅以南への延伸がこの会社の今の最大のミッションだと思うの

だけど、そういう切迫感はありません。 

 

 むしろ 1 円でも多く、1日でも多く借金を返すことを最大の使命と考えてきたようです。そして現に

一時は 650 億円あった借入金残高を、2012 年度末には 255 億円にまで減らしてきた。12 年間で

400 億円も返済したのはすばらしい。しかし、借金返済と将来投資を同時にやっていくという企業

経営では当たり前の発想がない。この会社の経営は役所の発想そのものです。民間企業なのに

行政改革ばかりやっていて成長戦略を考えていない。また地域の発展に貢献するという発想も足

りない。  

 

 モノレールの場合、負債を自己資本で割った比率は 4.7 倍に下がっている。阪急（単体ベースで

6.6倍）、近鉄（同 6.6倍）、南海（同 5.2倍）と比べても低い。現在価値とキャッシュフローを見れば、

今から借金して新事業に取り組んでも全く問題がないのにね。  

 

有馬：延伸については下部のインフラ整備に大阪府がお金をかけられないので、自分たちだけの

判断では延伸できないという理屈です。確かにこの会社の判断だけでは延伸できないのですが、

大阪府にもっと働きかけても良かったでしょうね。 

 

上山：「大阪府にはお金がないから無理」ということで思考停止していてよいのか。PFI（プライベー

ト・ファイナンス・イニシアティブ）による資金調達の検討をすべきです。交通問題の解決にもつな

がる延伸を通じて、自社の成長戦略を考えることと、400 億円の負債を早く返すことのどちらが大

切かを徹底的に考えた形跡がないのが問題です。外郭団体は本来、役所と同じ大所高所でもの

を考えることができるのが利点のはずなのに、この会社はさえない民間企業と同じで節約だけを

追求してきた。 

 

有馬：運賃も初乗りが 200 円、最高で 540 円。モノレールとしては標準的だけど私鉄と比較すると

明らかに高いですね。 

 門真から空港へ行こうとしたら、モノレールに乗るしかありません。門真に本社があるパナソニッ

クの社員などは相当使っています。アンケートを見ると乗客はとにかく運賃が高いと口をそろえて

いる。しかし、これしかないから乗っているのです。その結果が利益につながっている面はありま

すが、延伸できないなら値下げして利用者に還元するという策も考えても良かったと思います。  

 

「累損があるから役所が関与する」という大阪府の主張 

 

－先日、夕方のラッシュ時に大阪モノレールを待っていたのですが、なかなか来ない。終電も早い

ようです。大都市部でこれだけの輸送人員を抱える路線なのに、なぜなのでしょうか。 

 

上山：うーん。実はダイヤをどう改善するかという問題も大きいのです。 



 

有馬：例えば、阪急電鉄で「蛍池」駅に 0時 44分に到着する電車があります。ところが、モノレール

の蛍池駅の終電は 23 時台に終了してしまっている。放射線状の鉄道をつなぐ環状線としての役

割が果たせていません。 

 

 ラッシュ時の混雑緩和も課題です。「万博記念公園」駅のすぐ東側の線路は環状線、彩都線が

同じ路線を共用している。ラッシュ時は、環状線の門真市行きと彩都線の「彩都西」行きとが交互

に来るダイヤになっているので、それぞれ 7分強に 1本という運転本数になります。彩都線はほぼ

座れるぐらいに空いているのに対し、環状線はギューギューに混んでいるというアンバランスな状

況が続いています。  

 

上山：環状線、彩都線に分けて、それぞれに対処すべき問題もあるはずですね。 

 

有馬：民間企業であれば、セグメント別の利益率を見て、どう対応するかを考えるのが普通です。

ところが大阪高速鉄道では環状線、彩都線と路線別に分けた数字は「計算していない」と言う。 

 

 あちこちつついて、何とか出てきた数字を見てみると、環状線は利益が出ているけれど、彩都線

は大幅赤字であることがわかった。こうした実態を良く見ずに、環状線も彩都線も同じ運賃で、同

じ本数を走らせていたというのは問題でした。  

 

 

 

路線別の収支 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、大阪高速鉄道はコストを適正化し、出てくるキャッシュをどう使うかを考えなくてはいけませ

ん。値下げをするのか、延伸するのか。そして、府が所有する大阪高速鉄道の株式を民間に売却



する（民営化）のか。  

 

－トップの 3 人を府の OB や出向者が独占してきました。それがこの会社の体質改善を遅らせた

のではないでしょうか。そもそも外部から経営陣を招くという発想はなかったのですか。 

 

有馬：過去にも何度か民営化や、民営化までいかなくても民間の血を入れて経営改革を進めるべ

きだという話は出たようですが、その度につぶれてきました。大阪府は「過去の累積損失があるか

ら、それを消すまでは府が面倒を見なくてはいけない」という主張をしていました。 

 

上山：役所はどこでもそのへ理屈をこねる。例えば役人の出向や天下りをやめて民間人に経営を

任せようと提案すると、必ず「累損があるような会社の社長には、民間の人は来てくれない」とか、

「民間出身の経営者だと年収が 3000 万円ぐらい必要だ」といった話を持ち出してきて必死でつぶ

しにかかる。そして「役所の OB なら 900 万円で済む。出向ならタダだ」と主張する。これは一種の

開き直りですね。 

 

 この会社の場合は少し違いますが、外郭団体をつぶれない程度の赤字に保っておくというのは、

役人が天下り先を維持するためにやる常とう手段です。ひどい例になると、不必要な施設に追加

投資して赤字を生み出し、いつまでも自立させない。少額の赤字の団体は、天下りの経営者が細

く長くまったり過ごすのに最適です。今のトップ 3 人には決してそういう意図はないけれども、この

会社が赤字を解消してしまうと天下りの“存在証明”ができなくなるのも事実です。  

 

役所がいつまでも関与し続けることには問題がある 

 

有馬：大阪高速鉄道はキャッシュを生み出し、利益を出し、投資家が収益性の参考にする

「EBITDA（利払い・税金・償却前利益）」も高い水準になっている。そこで、なぜ、10 年以上過去の

損失の記録でしかない遺物である累損を引っ張り出してきて「府が経営陣に人を送り込んでモニ

ターしなくてはならない」となるのか。我々、経営コンサルタントからすると、「訳がわからない」とい

うのが本音です。 

 

－一連の事業評価の結果、これからモノレールはどうなっていくのですか？ 

 

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 

 

 

 

 

 



上山：今回の調査・分析を報告した時の松井一郎大阪府知事の判断は明快でした。「至急、延伸、

そして完全民営化を検討しろ」というものでした。門真市駅から南に路線を延ばし、近鉄線などと

の乗り換えができるようにする。地域を便利にして利用客を増やす。 

 

有馬：延伸にかかる費用は約 800 億円。この 10 年で負債を 400 億円減らす力があったのですか

ら、大阪府とともに負担すれば十分可能な数字です。 

 

上山：過去 10 年、全国の自治体で問題になったのは、ムダな公共投資とか、破綻した第 3 セクタ

ーなどの事例です。大阪高速鉄道の場合はちょっとそれとは違う。ちゃんと利益も出していて、借

金も減っていて、良くなっている。しかし、それを民間がやっていればもっと早く黒字化し、あるいは

延伸投資をしたり運賃が下がっていたはずです。これはオポチュニティーロス（機会損失）の典型

例です。 

 

大阪市が大株主の地下街でもノウハウが不足で 

 

－役所がいつまでも関与することでオポチュニティーロスが発生している事例はほかにもあるそう

ですね。大阪市が大株主の「大阪地下街」もその 1つと聞いています。市が地下街を運営している

というのも、少し意外な感じがします。この会社の調査・分析も有馬さんがご担当されたんです

ね。 

 

有馬：大阪市が 50.3％を出資する「大阪地下街」は、「ホワイティうめだ」（同市北区）を始め、梅田、

難波、天王寺など大阪中心部で 5 つの地下街を運営している不動産会社です。かつては業績も

良い優良企業でしたが、過剰人員や運営上のまずさで行き詰まってきました。 

 

 実は、JR大阪駅、地下鉄梅田駅周辺の地下街は権利が複雑です。百貨店やファッションビルの

下はそれぞれのビルに属しています。それ以外のところで「大阪地下街」がホワイティうめだを運

営しています。  

 

上山：この会社は大阪市役所にとっては従来からとても“おいしい”天下り先でした。会社を設立し

たのは 1956年です。当時は民間に十分な投資資金力がなかったので、役所が地下街を整備する

意味があったのでしょう。しかし、今は維持管理だけです。テナントマネジメントのノウハウもない。

市役所が株式を持つ意味はありません。 

 

 これは公共インフラ事業の経営の原則ですが、建設投資が終われば民営化してよいのです。例

えば、2004 年に東京の営団地下鉄が民営化して東京地下鉄、通称「東京メトロ」になりました。新

しい路線を整備する時には、低利で資金調達したり、土地の権利関係を整理したりで役所がやる

意味がありました。しかし、新線を整備せず、もはや既存路線を運営するだけならば、民営の方が

効率的です。  

 



 「大阪地下街」も同じです。地下街を作るところでは役所が投資するのはよい。しかし、完成後の

運営は民間のプロがやればいい。株式を早く売却すれば良かったのに、天下りポストを維持する

ためにズルズルここまできてしまった。  

 

上山：これについても橋下徹市長に報告したところ、やはり「株式を売却し民営化すべき」という意

見でした。役所がいつまでも関与する必要のない事業の典型です。 

 

（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  

 

  

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。 

 

 

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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