
2014 年７～１２月の主な論文・記事 

 

１．論文・執筆記事  

 

（1）「大阪の維新改革を検証する」  

（『地方行政』2014 年 12 月 1 日、12 月 8 日、12 月 15 日、時事通信社） 

 

（2）「日経 BP ガバメントテクノロジー」連載：『上山信一の続・自治体改革の突破口』 

・「各地の観光集客戦略、7 つの改善ポイント」（2014 年 7 月 10 日） 

・「オープンデータからオープンガバメントへ」（2014 年 8 月 11 日） 

・「医療は、成長産業になれるか（前編）」（2014 年 9 月 10 日） 

・「医療は、成長産業になれるか（後編）」（2014 年 10 月 10 日） 

・「大阪はこの 6 年で変わったのか？ 橋下・維新改革の 6 年間を評価する（1）」 

（2014 年 11 月 10 日） 

・「大阪はこの 6 年で変わったのか？ 橋下・維新改革の 6 年間を評価する（2）」 

（2014 年 12 月 10 日） 

 

（3）「日経ビジネスオンライン」連載：『上山信一の“あまのじゃく”改革談義』 

・「リニアを作るカネで JR 北海道を救済すべきだ」（2014 年 7 月 19 日） 

・「やっぱりリニアはいらない」（2014 年 8 月 22 日） 

・「橋下・維新改革の 6 年を振り返る 1 いいことも悪いことも大阪から始まる」 

（2014 年 10 月 24 日） 

・「橋下・維新改革の 6 年を振り返る 2 大阪再生の進捗度」（2014 年 11 月 10 日） 

・「大阪都構想は東西ドイツの統合みたいなものである」（2014 年 11 月 21 日） 

・「さぁそろそろ次の総選挙の準備を始めるか」（2014 年 12 月 17 日） 

 

 

(4) その他の執筆記事 

・「How Can We Convert Health Care from Public Cost to Growth Industry?」 

（『Japan Spotlight』Nov&Dec,2014、国際経済交流財団） 

 



2．コメント引用  

 ・「中央公会堂魅力アップへ」（毎日新聞、2014 年 7 月 11 日） 

・「日本の美術館」（朝日新聞 GLOBE、2014 年 11 月 16 日） 

 

 

3．名前のみ掲載  

・「will be アカデミー2014 開催レポート」（club willbe、2014 年 8 月 30 日） 

・「口腔の健康へ最新医療学ぶ」（荘内日報、2014 年 10 月 5 日） 

・「この十年を振り返って」（日本玩具博物館開館 40 周年記念誌、2014 年 11 月 10 日）） 

 

 

4. 書評 

・『組織がみるみる変わる 改革力』（『地方行政』2014 年７月 7 日号、時事通信社） 
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( 2 )日経 B P ガバメントテクノロジー連 載  

 

 

 

 

 

 

 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2014-7-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第148回 各地の観光集客戦略、7つの改善ポイント―102カ国を訪問した目線から 

 

 どこの自治体も昨今は観光集客を重要政策に掲げる。しかし、実際に現地に行くと残念な

ケースがままある。筆者はたまたま旅行が趣味で世界 102 カ国（もちろん日本は全都道府

県訪問）を旅してきた。また幾つかの市町村の観光政策に助言もしてきた。そこで今回は体

験的意見を述べたい。 

 

（1）市町村を超えた観光Webサイト 

 多くの自治体は、市町村単位で、しかも市町村名を冠した観光協会のサイトで情報発信す

る。しかし、顧客目線に立つと見どころは市町村域を超えることが多い。場合によっては、よ

く知られた観光地名と市町村名が一致しない。 

 

 そこで隣接市町村での合同サイトの提案である。例えば山梨県では富士河口湖地方の 5

市町村を中心に「富士五湖ぐるっとつながるガイド」を運営している（運営主体は一般社団法

人富士五湖観光連盟）。 

   ※「富士五湖ぐるっとつながるガイド」のサイト 

     http://www.mt-fuji.gr.jp/etc/kyogikai/ 

 

（2）空港連絡鉄道やバスにフライトナンバーを付ける 

 独ルフトハンザ航空などは空港から乗り継ぎの列車にもフライトナンバーを付けている。

鉄道を乗り継いだ最終目的地がフライトの行き先となる。日本でもやれないか。 

 

 例えばニューヨーク発羽田経由横浜行きのフライト（JR の「成田エクスプレス」を活用）、サ

ンフランシスコ発関西空港経由京都行き（JRの「はるか」を活用）などが組めないか。都市名

を売る宣伝効果もあるのではないか。 

 

（3）無料で旧市街を案内するツアー 

 アゼルバイジャンの首都バクーでは毎日、旧市街の観光案内所で決まった時間に無料の

ガイドツアーをやっている。もちろん英語のツアーもある。予約は不要、案内所に立ち寄っ

た人が気の向くままに参加すればいい。 

 

 これに引き換え、日本の多くの自治体の無料ツアーは数日前の予約が必要、人数などを



細かく書いてファックスが必要など、手軽さに欠ける。 

 

（4）セグウェイの貸し出し 

 バルト 3国のエストニアやラトビアの首都では、旧市街地でセグウェイが借りられる。日本

では公道を走れないから同じことは無理で規制緩和が必要だ。だが、それを待たずとも広

場などで貸し出せないだろうか。 

 

 かつて帯広市は、公道では規制対象としてつくれない屋台村を、私設の駐車場でやって成

功した（北の屋台）。安全策を講じた上で同じような知恵が考えられないだろうか。 

 

（5）イラスト地図はやめよう 

 多くの自治体が観光地のイラスト地図を配っている。散策用にどうぞという配慮はありがた

いが、十中八九、使い物にならない。地図とは名ばかりで距離が正確でなかったり細い通り

が省略してあったりして使えない。 

 

 地元民の目線で楽しく書いても、初めて訪問するよそ者にはさっぱり理解されない。地図

は正確なものを配るべきだ。ちなみに店や旅館の案内パンフも同じ問題がある。きちんとし

た地図を使う運動をすべきだ。 

 

（6）共通入場券は 2日間有効にすべし 

 お寺や美術館などを複数巡ると安くなる共通割引セット券を出している自治体があるが、

たいていが 1 日券だ。午後に着いて回り始める人には不便だ。フィレンツェやパリなど欧州

では最低でも 2日間有効の券が多い。当日限りとする理由について、「翌日に他人に譲渡し

て使われるリスクがあるから」などといういかにも役所風の反論に接することがあるが、木

を見て森を見ずで愚の骨頂だ。 

 

 共通券の目的は、外から来た観光客の滞在時間を少しでも延ばし、食事や買い物、ひい

ては宿泊需要を喚起することにある。そのメリット（外部経済効果）に比べれば、他人への譲

渡による不正入場のリスクなど看過して余りあるものがある。もともとキセルで入場されても

追加コストが発生するものではないし、旅人がほかの旅人に譲渡する可能性はそもそも低

い。 

 

（7）タクシー運転手に声がけを頼む 

 観光タクシーの仕組みは各地にあり、観光ガイドができる運転手さんも増えた。しかし大

半の運転手は、お客に名所を聞かれても自信がなさそうだ。これについては米国ミネソタ州

ミネアポリス市に見習いたい。 

 

 同市では多くのタクシー運転手が空港から乗った旅行客に「うちの町の美術館は最高だよ、

ぜひ行くべき」と声がけをする。それだけ充実した内容の美術館なのだが、日頃からタクシ

ー会社に展覧会の案内を流したり、気を使ったりしているそうだ。 

 

 考えてみれば、現地の事情通としてタクシー運転手に旅の情報を求める旅行者は多い。



なかでも空港から市内に向かうお客は上客である。彼らに接する運転手は観光地の営業マ

ンである。最新のイベント情報を提供しよう。また、展覧会などにも招待すべきだ。 

 

 いまどきの観光客は公式の観光情報に頼らない。ガイドブックや雑誌の記事も疑っている。

むしろ運転手や地元民のホンネ情報を求めている。だとしたら正しく旬の情報を彼らに提供

するべきだ。 

 

 

 

─◆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            

2014-8-11 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第149回 オープンデータからオープンガバメントへ 

 

 ビッグデータが話題になるにつれ、オープンデータ、つまり政府や自治体が保有する情報

の公開と利用促進が進められている。だが、公開され利活用されるべき政府の資産はデー

タだけではない。不動産、人材、事業、さらには資金調達ですらオープン化が可能だ。今回

は筆者が提唱する「オープンガバメント」の考え方を紹介する。 

 

●オープンデータが真価を発揮するのは他の情報との組み合わせから 

 

 各地の自治体や省庁がオープンデータを提唱し、現に公開を進めている。だが、だから急

に何かができてきたという目覚ましい成果はまだ見えない。特に自治体の場合は、今のとこ

ろ理念先行で観光案内や防災のアプリ開発への応用などが中心だ。ある自治体は市が設

置する公衆トイレの位置情報を企業に提供しアプリ開発につなげたと説明しているが、実需

があるか疑問だ。 

 

 だが、現在作業中の個人情報保護法の改正が進めば、従来はマクロ統計でしか得られな

かった住民の生活情報などが、個人の属性を反映したビッグデータ情報として提供されるだ

ろう。医療・介護分野などでも過去の検診データやレセプト（診療報酬明細書）データを解析

することで、例えば意外な副作用のリスクを検知したり、特定の疾病の発症パターンを予測

したりといったことができるようになるだろう（プライバシーへの配慮の仕組みの整備が前提

だが）。 

 

 ポイントはデータの組み合わせである。単に政府が出したデータを眺めていてもビジネス

にはならない。企業が持つ購買履歴などと組み合わせたときにオープンデータは真価を発

揮する。 

 

●すぐにでもやるべき「オープン・スペース」 

 

 各地で小中学校が廃校になっている。劇場や NPO センターにしている例もあるが、わず

かだ。多くは放置され、あるいは競売を待って閉鎖されたままだ。利活用が進まない理由を

役所に聞くと、「指定管理に出す予算がない」という返事が返ってくる。しかし、利活用の基本

は定期借地借家契約である。後者の場合、防災拠点として残す場合も多い。 



 

 だとしたら、少しでも家賃を稼げる方法を考えるべきだ。例えば耐震補強やエレベーター

設置など最低限のインフラ投資をして、あとは安く民間団体に貸せばよい。各教室を企業の

事務所にするもよし、コールセンターもよし、アートセンターもよしである。千代田区の「アー

ツ千代田3331」（ http://www.3331.jp/ ）などの成功例に学ぶべきだ。 

 

 ここでのポイントも、やはり公的用途と民間用途の同居である。アーツ千代田 3331の場合

は、体育館は地域の講堂として残し、隣接する公園も残し、教室のひとつを自治会などの打

ち合わせの場所に提供している（いずれも千代田区立）。公的な用途と共存することでギャ

ラリーなどの客層が広がり、また信用も増す。 

 

●地域と役所をつなぐ「オープン・ピープル」 

 

 米国の消防署を見学したときに驚いたことがある。5 人で会議をしていたが、常勤職員は

一人だけであとはコンサルタント、設備業者、住民ボランティア、住民消防団員だった。これ

で正式な役所の会議である。民間に隠すとか公平を期して見せないといった懸念は誰も抱

かない。議事録はオープン、いろいろな代表者が来ているから逆に公平という考え方だ。 

 

 日本の役所でも現業部門に取り入れたい考え方だ。具体的にはボランティアや企業から

の出向者を増やし、権限を与える。ボランティアにも人を見て責任ある仕事を任せるといっ

たことだ。今の時代、優秀な元会社員が地域に戻っている。彼らの手を借り、また逆に職員

は休日などにNPOなどに参加し、住民ニーズを肌感覚で理解するべきだろう。 

 

 以上、データ、スペース、ピープルの 3つのオープン化を進めていただきたい。 

 

 

 

 

─◆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            

2014-9-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第150回 医療は、成長産業になれるか 

     ――患者と保険者をどう動かすかが鍵（前編） 

 

 「医療健康」分野は、先進国経済に残された数少ない成長分野である。だが個人としては

狭義の医療、つまり治療や薬はなしで済ませられればそれに越したことはない。だから需

要を喚起して育てられない点で特殊な産業である。また医療は経済全体から見れば成長分

野だが、財政からみると問題分野である。医療費の半分は公費でまかなわれ、多くの自治

体が国民健康保険の赤字の穴埋めに呻吟（しんぎん）する。つまり医療産業の成長は必ず

しも個人には歓迎されず、財政を確実に圧迫する。 

 

 かくして日本では政府が「医療は成長産業」と唱える一方で、自治体は「超高齢化社会の

到来を前にいかに医療費を抑制するか」を必死で考えている。したがって、どうすれば財政

を痛めつけずに医療を成長産業として育てるかは難題である。そんな中、製薬企業が数多

く集積する大阪では昨年度、大阪府と大阪市が合同で医療戦略会議を設置してこの問題に

ついて考えた（議長は筆者）。以下ではこの会議での討議を通じて筆者が感じたことを紹介

したい。 

 

【発見1】 医療の消費（需要）は、人口の高齢化と技術革新を背景に、おのずと拡大する。つ

まり医療は放っておいても成長する産業である。だが現在のような治療と投薬中心の医療

のままでは患者と政府の財政負担が増すばかりである。単なる量的拡大（成長）は健全で

はなく、また持続可能ではない。 

 

（解説）たとえば大阪府の医療費は年間3兆円弱にも上る。この約4分の 1を大阪府が負担

する。加えて各市町村も国民健康保険の赤字を補填する。医療費は本人と保険でまかなわ

れるがそれだけでは足りず、実質的に約半分は自治体が負担する構造だ。今後、医療技術

が発達すると高齢化が進み、病気を抱えながら長生きする人が増える。すると医療費はど

んどん増える（2025 年の公費負担は現在の 1.7 倍という推計）。医療は成長産業だと手放し

では喜んでいられない。 

 

【発見 2】 医療を産業として育てるには、その内容を従来の治療、投薬中心の狭い意味の



「医療産業」から、健康増進、予防、早期発見、重症化予防等を中心とする「健康医療産業」

へと「リストラクチャリング」する必要がある。 

 

（解説）病気になったら治療と投薬は不可避だが、患者の真のニーズは極力、病気にならな

いこと、仮に病気になっても重症化を回避し、早く日常生活に復帰することである。したがっ

て従来の治療と投薬をなるべく抑え、病気になる前段階の健康増進、予防・予知、そして重

症化予防（介護、リハビリなど）中心へと医療サービスの内容を転換する必要がある。典型

分野はサプリメントなどによる栄養補給や運動指導による予防や健康増進である。あるい

は病気の早期の予知と発見のための検診事業や人間ドック事業である。最近ではワンコイ

ン（500 円）での血液検査、PET（陽電子放射断層撮影）診断、あるいは遺伝子解析サービス

なども伸びている。そして万一病気になっても重症化を防ぐリハビリや介護も伸びている。 

 

【発見 3】 高齢者向けのリハビリやデイケアサービス、介護・生活支援などは、重症化を予

防する効用が大きい。特に高齢者が寝たきりになるのを防止する意義は大きい。だが、現

行の医療・介護の関係者にはその意識が薄い。自治体が中心になってこれらのサービスに

投資すべきである。 

 

（解説）医療が発達すると寝たきりで長寿を全うする人が増える。しかし、生活の質（クオリテ

ィ・オブ・ライフ）が低いため本人は幸せではなく、本人や家族の医療介護費の負担がかさ

む。また財政負担も増える。自治体は、寝たきり防止をはじめとする重症化抑止のための各

種サービス（たとえば筋力維持のためのデイケアサービス、負担を下げるための生活支援、

転倒防止工事、骨折後のリハビリなど）を重症化予防のための公的な先行投資と位置づけ

て積極投資すべきである。そのコストは巡り巡って医療介護費の抑制をもたらす。また、本

人のクオリティ・オブ・ライフの向上に直結し、健康寿命の増進に貢献する。 

 

（後編に続く） 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第151回 医療は、成長産業になれるか 

――患者と保険者をどう動かすかが鍵―― （後編） 

 

 政府は「医療は成長産業」と唱える。一方で、自治体は「超高齢化社会の到来を前にいか

に医療費を抑制するか」を必死で考えている。このギャップをどう埋めるのか。いかにして

財政を痛めつけずに医療を成長産業として育てるか。前回（発見 1～3）に引き続き、大阪府

と大阪市が 2013 年に設置した「医療戦略会議」（筆者は議長）での討議を手掛かりに考えて

いきたい。 

 

【発見 4】 治療、投薬中心から健康維持、予防、重症化抑止中心に医療の内容を変えていく

には、新たなサービス供給だけでなく、健保組合や自治体などの保険者が本人の行動様式

や生活態度の転換を促す仕組みをつくる必要がある。例えば早期検診を拒んで病気になっ

たら全額自己負担とするなどのペナルティを課したり、レセプト（診療報酬明細書）をチェック

して重症化予防のための積極的な保健指導や通院勧奨をしたりするなど保険者による積極

関与が有効である。 

 

（解説）日本の医療保険制度は、病気になり高度なサービスを安く受け始めてから、やっとそ

の恩恵を感じる仕組みになっている。その結果、国民の間には無意識のうちに「病気になっ

ても保険で治せる」という考え方が浸透している。また、予防のための運動や健康増進にお

金を使う重要性が十分には認識されていない。ひいては健康増進に関わる産業（サプリメン

ト、機材、栄養食品等）やスポーツもあまり育っていない。医療費抑制の観点からもこれらの

医療周辺、あるいは医療以前のサービスの成長を支援するべきである。 

 

【発見 5】 予防、診断、重症化抑止を医療産業の新たな成長分野に育てるためには現在、

極端に医師に集中している「医療行為」をアンバンドル（分解、整理）し、訪問看護師、リハビ

リなどの専門家、各種技師等に、より大きな権限と責任を委ねていくべきである。そのことで

医師が、より高度で先端的な医療に専念できるようになり、医療全体の質も向上する 

 

（解説）日本の法律では海外では看護師等に委ねられている軽微な診断や治療まで全て医

師の仕事とされている。この規制を緩和すれば医師の雑務が減る。また、看護師等の地位

や報酬も上がり、人員不足等の問題の解消にもつながる。時代にそぐわず、また、一部で

は既得権益化した医師の業務の見直しが急務である。 



 

【発見 6】 超高齢化時代になると医療産業の様々なサービス提供者間の連携が必須となる。

なぜなら後期高齢者は複数の病気を抱えがちである。合併症や副作用を監視するために医

療機関や薬局との間の連携が必要になる。また、介護と医療、医療とリハビリ等の連携も必

須となる。 

 

（解説）これまでの医療は新たに発生した急性期の患者の治療が基本で、あとは通院で日

常の維持管理をする程度でよかった。だが超高齢化時代にはこのパターンにとどまらない

様々なニーズが発生する。たとえば寝たきりになった後期高齢者の在宅医療、訪問看護、

看取り、さらに転倒からの回復のためのリハビリ、日常生活の介護、食事サービス、家事サ

ービス、さらには認知症の診断や予防など多種多彩である。しかもこれらのニーズが個々

の患者について同時多発的に発生する。こうなると、例えば複数の診療科から複数の薬を

もらう患者が被る副作用などのリスクが出てくる。様々なリスクの回避と重症化予防のため

には介護と医療、リハビリと医療などの各種サービスの担当者の間の連携が必要となる 

 

【発見7】 これからの医療産業は ICT産業でもあり、ICTへの投資が不可欠である。 

 

（解説）「発見 6」で述べたように、従来、患者と一つの機関や施設の間で閉じていたサービ

スがそこだけでは完結せず、今後は他のサービスとの連携の中で展開されるようになる。

そうなると個々の患者ごとの検査、治療、投薬等の体系的な記録が必要となる。電子カルテ

やレセプトでも一部は代替可能だが、患者ごとに全ての情報を一元化する必要がある。わ

が国にはこういう仕組みはなく、乳幼児については母子手帳が、また一部の自治体に介護

手帳の仕組みがあるくらいである（佐渡市などでは自主的なシステムが構築されているが、

まだまだ試験的である）。かたやデンマークなどでは全国民の幼少時からのデータを蓄積し、

治療や予防に生かしている。わが国でも早晩、患者情報を ICT で共有化する仕組みなどの

情報装備への投資が必要となる。また、そこから得たビッグデータを薬や治療の質の改善

に役立てることも可能である。 

 

 以上、2回に渡って 7つの発見に即して問題提起してみた。なお、今回のもととなった大阪

府市の医療戦略会議のサイトは以下である。 

  http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/iryosenryakukaigi/ 
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第152回 大阪はこの 6年で変わったのか？ 

     ――橋下・維新改革の 6年間を評価する（1） 

 

 大阪の橋下改革に関しては、さまざまな報道がされてきた。最近は、大阪都構想をめぐっ

ての市長と大阪市会（市議会）の対立劇がよく報道される。国政レベルでも維新の党に注目

が集まる。「橋下徹氏はいろいろやっているようだが、その成否はよくわからない」と思って

いる人が多いだろう。 

 

 筆者は、橋下氏が大阪府知事に就任した 2008年以降、今日まで大阪府の特別顧問を、ま

た 2011年 12月からは大阪市の特別顧問も兼ねてきた。この間、ほぼ毎週大阪に通い、知

事と市長に助言してきた。その経験を基に今回から 5回の連載を通して、この6年間の大阪

の改革の棚卸しをしていく。 

 

●なぜ大阪の改革はわかりづらいのか 

 

 橋下改革、そして大阪の改革は 2008年に始まった。それから 6年以上がたった。しかし、

何がどう進んでいるのか、他地域の人々にはわかりにくい。理由はおそらく 3つだろう。 

 

 第1に、「大阪市を廃止して府と統合し大阪都をつくる」という都構想があまりに斬新過ぎて、

ピンとこない人が多い。英国スコットランドの独立運動が最近ニュースになったが、日本で

は自治体の形をここまで大きく変えた例がない（少なくともこの 100 年ほどの間は）。だから

イメージがわきにくい。 

 

 第2に、橋下氏が国政政党の代表であると同時に、大阪市長であるため、わかりにくい。 

 

 第 3に、府議会と市議会での野党と首長（そして大阪維新の会）のバトルが激しすぎる。特

に最近は不信任や署名、住民投票など、普段は耳にしない特殊な手法ばかりがニュースに

なる。多くの市民には、もはや状況のフォローができなくなっている。 

 

 だが、この 6年で大阪の街は着実に変わり始めた。議会で都構想の審議がいくら難航して

も、また、地下鉄、水道、ゴミ収集など大阪市の現業事業の民営化が市議会で何度も否決さ

れても、役所の中では市長、知事の指導のもとで行政改革や政策の見直しがどんどん進ん



できた。 

 

●橋下改革は行政改革・地域改革・国政改革の 3要素からなる 

 

 橋下改革は、実はいわゆる行政改革にとどまらない。この改革は、実は行政改革、地域改

革、そして国政改革の 3要素（レベル）から成る。しかも、それぞれのレベルで、同時多発的

にいろいろなことが起きている。 

 

 第1のレベルが行政改革、つまり大阪府庁と大阪市役所の改革である。中身は、財政再建

の努力や行政評価、補助金の見直し、あるいは企業誘致のための新政策、教育改革などい

ろいろだ。対象の項目名自体は他の自治体と大きくは違わない。しかし、改革のスケールの

大きさと進め方の斬新さ（あるいは早さ、強引さ？）は、全国初あるいは前代未聞である。例

えば、公務員の人事評価を絶対評価から相対評価に変え、大阪市営バスの赤字を一掃した

が、いずれも前代未聞の大改革である。 

 

 第2のレベルは、府と市が連携して大阪の地域全体を変える地域再生運動である。これに

は、府・市の共同事業（大阪観光局による外国人観光客誘致など）もあるし、首長が国に働

きかけるもの（関西空港と伊丹空港の経営統合、国家戦略特区の推進など）もある。 

 

 第3レベルが、国政への問題提起である。例えば、就任間もない頃、橋下知事（当時）は国

直轄事業負担金の見直しや、全国学力テスト（全国学力・学習状況調査）の市町村別成績の

情報公開などを、国土交通省や文部科学省に迫り、最終的にそれらを実現した。また、大阪

都構想を実現するための自治法の改正を政府に働きかけ、実現させた。 

 

 このように、橋下改革は、普通の自治体の行政改革では収まらない次元で展開している。

だからわかりにくいのだと思う。 

 

 次回以降では、具体事業の改革の中身を解説していく。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第153回 大阪はこの 6年で変わったのか？ 

     ――橋下・維新改革の 6年間を評価する（2） 

 

 大阪の改革は難航しているように見える。地下鉄やバスの民営化は条例案を何回出して

も様々な理由をつけて市議会が拒否する。都構想も否決された。橋下氏が改革の目玉だと

宣言したことがなかなか実現しない。だが、進まない案件は、市議会や府議会の野党の反

対による。議会の承認が不要な市バスの経営改革では積年の赤字を一気に解消し、路線の

抜本再編までやった。 

 

●府市合同で改革を評価 

 

 府と市は、2014年3月から8月にかけて合同で、この6年間の行政改革（以下「維新改革」

という）の進捗を評価した。 

  ※報告書の全文は以下を参照 

  http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15336/00161971/5_shiryou2-2-kaikakuhyouka.pdf 

 

 この6年間に府市が取り組んだ改革項目の数は、大阪府が87、市は100にもなった。中に

は全国初のものも多い。以下で特徴的な取り組みを紹介する。 

 

（1）積年の懸案の解決 

 2011 年秋の市長と知事のダブル選挙を経て、府市の足並みがそろった。また、国との政

治折衝力も増して、積年の懸案がいくつも解決した。例えば、高速道路の淀川左岸線の建設

が決定され、ミッシングリンク問題に解決のめどが立った。また、関西国際空港の赤字問題

も、国との折衝を経て、関空会社と民営化後の伊丹空港の経営統合でひとまず解消した。そ

して米フェデラル・エクスプレスのハブ拠点や国内 LCC（格安航空会社）の誘致につながっ

た。 

 

 市から府への WTC（ワールドトレードセンター）ビルの譲渡や、府と市の信用保証協会の

統合も実現した。また、医薬品・医療機器の審査などを行う独立行政法人である医薬品医療

機器統合機構の関西支部（PMDA-WEST：Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）の

誘致にも成功した。 

 



（2）都市再生のための資産の組み替えと投資の決断 

 維新改革では予算の節約や人員の抑制といった従来の手法を超え、府と市の不要資産を

成長のためのインフラ投資に振り向ける動きが始まっている。 

 

 その典型が、泉北高速鉄道などを保有する大阪府都市開発株式会社（OTK）や、伊丹空港

の大阪国際空港ターミナル株式会社の株式売却である。府は売却資金、合計約 423 億円を

北部の北大阪急行電鉄や東部のモノレールの延伸に振り向ける予定だ。また、大阪市の柴

島浄水場の規模縮小や余剰地の公園などへの用途転換、森ノ宮・京橋・OBP（大阪ビジネス

パーク）の再開発などが決まった。さらに、凍結されてきた中之島の私立近代美術館（仮称）

の建設が決まったほか、大阪市の天王寺公園のリニューアル（慶沢園、美術館、動物園を

含む）が始まった。 

 

 また 2015年春には、府立中之島図書館の表玄関が 80年ぶりに一般入館者に開放される。

同館は 1904年に建った重要文化財だが、長年、利用者は裏口からしか入れなかった。隣接

する大阪市の中央公会堂との連携も始まった。また、公会堂ではおしゃれなレストランの公

募誘致も始まった。大阪では府市の財源不足のために将来投資が一律に凍結されていた。

それを精査し、戦略的意義のあるものには思い切って投資することにした。 

 

（3）住民サービスの根本的見直し 

 図書館や文化施設などの住民サービス施設の設備更新や接客改善も始まった。例えば老

朽化した公共施設のトイレの改修や洋式化、JRや私鉄よりも早かった地下鉄の終電時間の

延長、駅売店の民営化などが実現した。さらに大阪市は、区役所に予算と人事の権限を移

譲し、区の独自予算による地域特性に合わせた事業が始まった。 

 

 大阪の維新改革といえば大阪都構想や教育委員会改革などの制度改革がよく報道される。

しかし、地道な市民サービスの改善や遅れているインフラ整備など手堅いところの改革も始

まっている。 

                                                   （続く） 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

( 3 )日経 ビジネスオンライン連 載  



 

 

リニアを作るカネで JR 北海道を救済すべきだ 

東京・大阪間は国費で中央新幹線を作れ 

2014 年 7 月 18 日（金）  上山 信一  

 

 

 3 年ほど前から JR 北海道でトラブルが続出している。JR 北海道の利用者は不安でたまらな

いだろう。脱線、出火、検査データの改竄など次々に不祥事が発覚し、今やひんぱんな運休

が当たり前になっている。 

 まるで、ダメになっていく企業のモデルのようだ。新聞報道によると、原因はずいぶん根強

い組織の問題にあるようだ。また、そもそも投資資金が大幅に不足しているという指摘もあ

る。 

 一方で目を南西に転じれば、同じJR の名を冠しながら景気の良い話題ばかりの企業もある。

言うまでもなく、JR 東海だ。超ドル箱路線の東海道新幹線を擁し、そのうえで、約 9 兆円もの

投資が必要なリニア新幹線の開業に向けても着々と布石を打っている。 

 JR 北海道と JR 東海は、言うまでもなく、27 年前までは国鉄という同じ組織に属していた。し

かし、今やくっきりと明暗が分かれてしまった。この 2 社が、もっと言えば今の JR7 社が、別々

の組織になったのはもちろん国鉄民営化のいきさつによるのだが、そろそろあの民営化の見

直しが必要ではないか。明らかに今の JR 北海道はおかしい。だが、その経営状態の奇妙さ

とは別の奇妙さが、JR 東海にもある。 

リニアの原資は実は国のカネ 

 JR 東海は、国や自治体の力を借りることなく、自腹で約 9 兆円を調達・投資してリニア新幹

線を作るという。 



 リスクをとって投資し、自社をより大きく成長させようと考え、行動するのは民間企業だから

当然のことだ。投資は必ずリスクを伴う。成功すればさらに成長のチャンスに恵まれ、もしも失

敗したならば自力でなんとか再生を図らなければならない。JR 東海は、勇気ある決断を下し

つつあると言える。 

 ただ、そのリニアの投資の原資はいったいどこから来ているのか。 

 JR 東海が約 9 兆円を投資できる体質なのは、ひとえにドル箱の東海道新幹線を持っている

からだ。独占事業者としてのアガリがあるから、リニア新幹線に投資できるのである。ちなみ

に東京―大阪間において、旅客の新幹線のシェアは 72％に対し、航空は 19％に過ぎない

（2010 年度、国土交通省 HP）。 

 しかし、その東海道新幹線を作って育てたのは誰かというと、民間企業の JR 東海ではない。

民営化前の国鉄、そして日本国政府だ。JR 東海は、国に作ってもらったドル箱装置で稼いだ

金で極端に儲けた結果、リニア新幹線をつくろうとしているわけだ。 

 元来、東海道新幹線は JR 東海のものではない。国家の財産であり、我々国民のものだ。国

土交通省はそれをすっかり忘れてしまっている。情けない。たしかに今の政府にはカネがな

い。また、何でも民の力でやった方がよいという風潮である。だから JR 東海が「自力でやりま

す、民間ですからリスクもとります」と言ってきたときに、国としても「それは違うだろう」とは言

いにくい。 

 しかし、もともと国が JR 東海を儲けさせていることを忘れてしまってはいけない。JR 東海は

普通の企業ではないのだ。ましてや、リニア新幹線の建設には賛否両論がある。 

 新幹線をはるかに上回る投資、３倍の消費電力で時間短縮効果がわずかに５割では費用

対効果が低すぎるという。一方、賛成する人は、それは我が国が誇れる技術だからと言うが、

それは、リニアを単なる民間企業の経済行為としてではなく、国家戦略と捉えているからだ。

この辺りの感覚は、政府より国民の方が優れている。つまり、リニアは国家プロジェクトなの

だ。 

新幹線のあり方は国家戦略 

 新幹線、とりわけ東京と大阪を結ぶ東海道新幹線は、国にとって重要なインフラである。こ

れの増強や代替路線の計画を立てることは、どうみても国家戦略の課題である。こんな大事

なことを単なるイチ民間企業に任せていいわけがない。 



 国家戦略という視点からみたリニア計画のおかしさは枚挙にいとまがない。リニアは東海道

新幹線と構造上の互換性がない。つまり災害時に東海道新幹線の車両を中央（リニア）で迂

回させることができない。しかし、もともと、東海道新幹線が老朽化し、また、災害に備えるた

めに中央新幹線を作る計画だったはずだ。 

このままでは世界の 3 バカ公共事業に 

 それがいつのまにかリニアという全く別の物を通す話になってしまった。現状ははっきり言っ

て、JR 東海の幹部を中心とする一部の意思決定者と、恐らく一部の政治家が「ただやりたい

から」作るという構図にしか見えない。そもそも、東海道新幹線の座席利用率は 03 年の 66．

2％をピークにずっと低下傾向が続く。JR 東海のいう「輸送能力の増強」が必要という根拠は

みあたらない。 

 しかもリニアの技術は世界最先端でもなんでもない。ドイツなど各国が実用化は無意味と判

断して開発をやめた、いわば”70 年代の夢の残像”ともいうべき過去の遺物なのである。それ

にこだわり、さらに投資までするわが国は、ここでも新たなガラパゴス現象を生み出しつつあ

る。 

 このままではリニア新幹線は、英仏のコンコルド計画やフクシマ原発と並ぶ戦後最悪の世

界の 3 バカ公共事業のひとつになる（ちなみにコンコルドは 1976 年から 2003 年まで就航した

が採算性は悪く、最後は炎上・墜落事故もあり打ち切られた）。 

東海道新幹線の座席利用率の推移（％） 

 
出所：JR 東海、年度 



私の提案 

 筆者はこう考える。 

 リニアはやめる。かわりに国が全額を出資して整備新幹線として、いざというときの迂回路

としても機能するように長野と奈良を通る中央新幹線を整備すべきだ（東名高速に対して中

央高速があるように）。災害対策線として機能させるためには、開業時から東京と大阪を結ば

なくてはならない。 

 JR 東海のリニア計画のように、東京―名古屋だけ先に開業し、その先はしばらくお休みと

いったわけの分からない計画は許されない。もしかしたらあれは、後々JR 東海が、東京―名

古屋は開業したものの予算が尽きたので国に補助を出させるための伏線なのではないだろう

か。 

 あるいはリニア誘致を巡って奈良と京都を仲たがいさせ、それで名古屋以西への延伸は尚

早でしょうという世論を誘導したいがための作戦ではないか。ともかく、名古屋―大阪間の延

伸にどうせ国費を使うなら、最初から国費を使うべきだ。 

 ちなみに国は 40年も前に整備新幹線の営業最高速度を時速 260キロと決めたっきり、見直

そうとしない。だが、今の新幹線の技術では 350～400 キロ超の運転は可能だ。政治と行政の

怠慢が整備新幹線の高速運転を妨げている。 

 これからやっと実用化段階のリニアを世界に輸出する夢を語る暇があったら、さっさと新幹

線の最高速度の規制緩和をすべきだ。 

 そして東海道を含む国内の新幹線網の更なる高速化を国策で決める。インフラの更新を兼

ねて設備改良に投資し新幹線網の進化の実績を世界にアピールすべきだ。 

 こういうことこそが骨太の国家の成長戦略ではないか。ちなみに中央新幹線の最高速度が

350～400 キロになればリニアと、それよりも安くて安全な中央新幹線の所要時間差は僅かに

縮まり、リニアがいかに無駄使いかが歴然とするはずだ。 

第二次国鉄改革が必要 

 もっとも、JR 東海としても民営化した以上、今さら儲け過ぎだとそしられ、せっかく楽しみにし

ているリニア新幹線を一方的に国に取り上げられるのは不本意だろう。民間企業としてのア



イデンティティに関わる問題だからだ。だが、私はそのアイデンティティのあり方そのものも国

家が問い直す、つまり、第 2 次国鉄改革が必要な時期だと考えている。 

 考えてみれば国鉄の分割民営化から27年も経っている。制度にほころびが出るのも当然だ

と思う。たとえば JR 東海が自前の資金だけでリニア新幹線を実用化できるほど潤っているの

なら、安全のための資金にすら不自由している JR 北海道に融通するべきだ。 

 JR 北海道の経営課題はいろいろあるようだが、倫理や人材の問題だけでなく、金がないこ

とも大きい。一説によると 350 億円ほどの金があれば、路線は補修できるようだ。一方、この

金額は、JR東海からみればたいしたものではない。JR東海は 2556億円もの純利益をあげて

いる（2014 年 3 月期）。 

 東海地方の住民は、なぜ我々の地域の鉄道会社が北海道の鉄道会社を助けなければなら

ないのかと思うかも知れない。だが、JR 北海道は圧倒的に旅客より貨物の会社である。重い

貨物を運ぶから、線路は早く傷み、補修が必要になる。そこで運ばれる貨物は食料などで本

州に送られている。東海地方の住民とも無関係ということはない。 

 それでも東海地方の民間鉄道会社たる JR 東海は、なぜ我々が JR 北海道を、と思うかもし

れない。しかし、それは、その疑問の前段階に立って考える必要がある。国鉄は 1980 年代の

経済情勢や金利水準などのわが国の事情に則して、地域分割して民営化した。当時と今で

は状況が違ってきている。 

 また、最初から JR 北海道や JR 四国が苦戦するのは目に見えていた。その支援のために

経営安定化基金を置いたが、低金利の今、たいして頼りにできない。 

 要するに、民営化からもう四半世紀も過ぎた。今ややり直しをするのは当然ではないか。そ

の改革の要綱の第一は、東海道新幹線を JR 東海から別会社に切り出すことだ。運営はもち

ろん民間企業がやるべきだ。 

インフラは国営化せよ 

 しかし、インフラは政府のものだから、きっちりと政府のものとし、正当な利用料を取る。つま

り、インフラは国営化する。逆民営化だ。 

 そこからあがった利益は経営安定化基金を経由して JR 北海道・JR 四国などの補修にあて

る。それが間接的には JR 貨物の支援にもつながる。そして、中央新幹線の建造にもつぎこ

む。 



 整備新幹線ではスピードが遅いというなら、上限を時速 260 キロとしている時代遅れの全国

新幹線鉄道整備法を全面改正すればいい。私の中央新幹線のアイデアは、東京―大阪を、

伊那谷や奈良を経由して時速 350 キロで結ぶというものである。 

JR 東海は単なる運営請負会社のはず 

 そうやって作った中央新幹線の運営は、もちろん民間に任せても良いだろう。コンペを経て

JR 東海が担うことになってもよいが、もしかしたら、JR 東日本と JR 西日本が勝つかもしれな

い。民間企業なのだから、競争すべきだ。 

 現時点でも、JR 東海は単なる運営請負会社にすぎない。ところがそこが、ゼロからインフラ

を作るというのが今のリニア計画だ。おかしいと思わないのだろうか。 
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やっぱりリニアはいらない 

時代遅れ 「もっと高速化」の実態 

2014 年 8 月 22 日（金）  上山 信一  

 

上山：実は先日、橋山禮治郎さんの御著書『リニア新幹線 巨大プロジェクトの真実』

（集英社新書）を読み感銘を受けました。改めてお伺いしますが、今のリニア計画にご

賛成ですか？ 反対ですか？ 

橋山：もちろん、私は反対です（笑）。 

そもそもなぜ、反対なのか？ 

上山：私も反対です。なので、本来は対談にならないのです（笑）。リニアは十分な国

民的議論がないまま、急に建設が決定されました。この対談では、反対のための反

対ではなくて、反対するだけの十分な理由があるのだということをもっと明確にしてい

きたいのです。そこで、最初に JR 東海はなぜリニアを造ろうとしているのかを、公開

情報で改めて確認しておきます。以下は JR 東海のサイトからの引用です。 

<（前略）東海道新幹線は、開業後 48 年が経過しており、鉄道路線の建設・実現に長い期間を要することを

踏まえれば、将来の経年劣化や大規模災害に対する抜本的な備えを考えなければならない時期に来てい

ます。 

このため、その役割を代替する中央新幹線について、自己負担を前提に、当社が開発してきた超電導リニ

アにより可及的速やかに実現し、東海道新幹線と一元的に経営していくこととしています。 

このプロジェクトの推進にあたっては、安全・安定輸送の確保と競争力強化に必要な投資を行うとともに安

定配当を継続する健全経営を確保します。 

そのうえで、まずは東京都・名古屋市間を実現し、さらに、経営体力を回復させたうえで、速やかに大阪市ま

で実現することとしています。> 



出典：「超電導リニアによる中央新幹線の推進」 

(東海道旅客鉄道株式会社サイト：企業情報・事業紹介より)（改行は引用者が行った） 

上山：いかがですか。この説明は？ 

リニアは災害対策には不向き 

 
橋山禮治郎（はしやま・れいじろう）  

1940 年生まれ。千葉商科大学大学院客員教授。米アラバマ大学名誉教授。専門は政策評価、

公共計画、経済政策。日本開発銀行（現・日本政策投資銀行）調査部長、日本経済研究所専

務理事などを歴任。大平内閣の「田園都市国家構想」立案に参画したほか、運輸政策審議会、

産業技術審議会、経済審議会など委員を務める。著書に『必要か、リニア新幹線』（岩波書店）

『リニア新幹線 巨大プロジェクトの真実』（集英社新書）など。 

橋山：まず“大規模災害に対する抜本的な備え”を言うのであれば、これは国策です

からまず国が提起すべきでしょう。そして、いずれにせよ、リニアではだめですね。た

とえば、東南海地震が発生したときに、リニアには期待できません。災害発生時には、

人よりも物資の輸送が先決です。東日本大震災を思い出せば分かります。 

上山：リニアは大深度地下を通るので、物資輸送には不向きですね。地上の鉄道の

ように途中で補給もできません。 

 

 

橋山：しかも、リニアの車両は新幹線の線路を走れないので、東海道新幹線のバック

アップとしても機能しません。 

むしろ東海道新幹線を改良せよ 



上山：本当は、従来の新幹線方式で、長野を経由する中央新幹線を造ればいいだけ

ですよね。JR 東海は「東海道新幹線の“経年劣化”に対応するためにリニアなんだ」と

言いますが、よくわからない。それならますます代替路線にもなるふつうの中央新幹

線を建設すべきです。そして、同時に東海道新幹線の改良にお金を使うべきです。 

津波に弱い東海道新幹線の一部区間を整備し、同時にカーブを直線化すれば、東海

道新幹線はもっと高速化できるのではないのでしょうか。 

橋山：東海道新幹線の建設に尽力した鉄道関係者の中には、特に新富士から豊橋

の間は早急に再整備すべきだという声があります。そのための予算はせいぜい 1 兆

円といったところでしょう。ところが、リニアの予算は 9 兆円と言われています。この建

設費は、原発 20 基分に相当する金額です。 

上山：ちなみに、リニアをやめて、従来方式で中央新幹線を造ったらいくらぐらいにな

りそうですか？ 

橋山：2～3 兆円と用地買収費ですね。 

上山：そもそも、なぜ 9 兆円もかけて“当社が開発してきた超電導リニアにより可及的

速やかに実現”する必要があるのか理解できません。リニアは時速 500 キロといわれ

ていますが、新幹線方式でも最新の技術で直線を走ればかなりのスピードが出せる

はずです。 

そもそもなぜ更なる高速化なのか？ 

橋山：従来の新幹線でも今や時速 400 キロは出せるわけです。賛否両論で最も見解

に相違がある点は、そもそも巨額のコストを掛けてこれ以上スピードアップする必要

があるのかということです。ちなみに、スピードについては、JR 東日本に含蓄のある

エピソードがあります。 

 国鉄が民営化された直後のことです。当時の会長の住田正二氏は山之内秀一郎

副会長に「スピードアップは止めろ。技術者の趣味でやることではない」と釘を刺しま

した。その後、JR 東日本は、空中権を売却してわずか 500 億円で品格ある東京駅を

復元し、皇居につながる都市空間を充実させましたが、あれがおそらく、東京オリンピ

ックの華になると思います。 

上山：JR 東海にもそのような発想が必要ですね。利用者にとっては大事なのは時速

よりもドア・トゥ・ドアのトータル所要時間です。リニアがいくら速くても、ダイヤの頻度

がまばらだと、利用者にとってはあまり意味がない。『のぞみ』が人気なのは、速さだ

けでなく、1 時間に 10 本走るなど運転間隔が短いので、駅に行けばそれほど待たず



にさっと乗れるからです。下手をすると、リニアは、コンコルドのような存在になるので

はないですか。 

コンコルドの二の舞？ 

橋山：コンコルドは通常の飛行機よりも燃費は 6 倍、料金は 4 倍、速度は 2 倍でした。

コンコルドは 16 年間頑張りましたが、事故を起こして終わりました。大きな敗因のひと

つは、競争がなかったために技術開発が進まなかったことだといわれています。 

上山：リニアという技術そのものについてはどうお考えですか。 

橋山：疑問があります。リニアは 60 年代の技術です。アメリカは 2 年間技術研究をし

たけれど、ものにならないと連邦議会が判断して早々に断念した。 

上山：一方で「日本は世界中でうまくいかなかったことを技術的に克服した」とする意

見も聞きます。しかし、鉄道というのは現場での積み重ねからなる経験工学です。先

端技術かどうかよりも、競争にさらされながら既存の技術を使いこなしつつ、現場で着

実にレベルを上げていくというのが鉄道の本質のはずです。 

 
橋山：その通りです。鉄道には長い歴史があります。今年は鉄道開通 200 年です。こ

の間、多くの国で技術改良が重ねられ、現在の安全で低コストの鉄道ができているの

です。ところが、リニアにはそういった蓄積がありません。JR 東海は“当社が開発して

きた”と言っていますが、1 社だけで全く新しい要素技術を組み合わせて走らせるとい

うのは、実はとても危険なことなんです。 

上山：リニアは、線路の上を走るのではなく、トンネルの中を浮いて飛んでいく格好で

すから、従来の鉄道とはだいぶ違いますね。 

橋山：気圧の低い上空を飛ぶ飛行機と違って空気抵抗がものすごく大きくなります

よ。 



上山：リニアには電力も相当必要ですよね？ 

橋山：JR東海は東海道新幹線の3倍程度と説明していますが、10編成が同時に走る

には、原発が 3 基必要という試算もあります。 

上山：エネルギーの消費量の問題は、もっと議論されるべきポイントですね。 

需要があるのか 

橋山：議論されていないといえば、需要についても同様です。リニアに前向きで、実験

線まで建設したドイツでも、確実な需要が見込めない、ほかの路線とのネットワーク性

がない、という理由で 2000 年にベルリン―ハンブルク間の計画を国会が中止しまし

た。 

上山：日本は人口が増えない。企業の海外進出やネットの普及などで企業の出張も

減ってきます。今後、新幹線に加えてリニアが必要なほど、東京―大阪間の移動の

需要が伸びるとは考えにくい。それでなくても、そもそも東海道新幹線は輸送能力が

余っています。グリーン車など、朝夕ののぞみですら隣の席はほぼ 9 割方空いていま

す。 

橋山：東海道新幹線の乗車率は平均で 6 割ほどです。 

上山：リニアの話からはずれますが、JR 東海には注文がいろいろあります。まず、東

海道新幹線の乗車率が低いのだから、飛行機のような柔軟な割引運賃制度を導入

すべきです。値段を高止まりさせて空気を運んでいるのは、公共交通として問題で

す。 

それから、グリーン車の各席に無料で置いている月刊雑誌で、アジアの特定の国を

批判する記事がよく出ているが、やめるべきです（笑）。特に表紙に批判的な見出しが

あるのはその国の VIP が見たら不愉快ですよ。ふつうの民間企業ならあんな失礼な

ことは絶対にやらない。ビジネス、サービスとしてみると、東海道新幹線は突っ込みど

ころが満載です。 

橋山：今、民間企業という言葉が出ましたが、株主配当という言葉は常に出るが、「お

客様」という言葉は一度も出ない。JR 東海はリニア計画について、まさに「民間企業

がどんな開発投資をしようと、とやかく言われる筋合いはない」と考えていると揶揄さ

れかねない態度をとっています。先ほどの文章にも“自己負担を前提に”とわざわざ

明記しています。しかし、民間企業ならそもそも自己負担が前提なのは当たり前です。

それでいて、実際には民鉄各社には認められない不動産取得税が免除されるうえ、

残土処理では沿線自治体に支援を求めている。 



JR 東海は特殊法人 

上山：そこが問題です。JR 東海は株式会社ですが、ふつうの民間企業ではなく法律

で指定される特殊法人の 1 つです。つまり民間企業の姿をした公的機関、準官庁でし

かない。また地域独占のインフラ事業という点では電力会社と同じなんです。それで

も電力会社はまだ、自分たちで発電所を作ったり、自力で事業を積み重ねてきた。し

かし、JR 東海は国が作った設備をあとから買い取って新幹線を走らせています。 

橋山：JR 東海は、収益の 8 割超を新幹線から得ています。自分の経営努力だけで今

の収益力を創り上げたわけではありません。“自己負担でやる”と胸を張って主張して

も、その資力を築く土台は国が用意したわけです。そもそも JR 各社はどこも、出自も

さることながら、法律で決められた公益事業会社です。だから今回のリニアも国の認

可を得る必要がある。なので、国は公共性の観点からチェックすべきです。 

上山：ところが国交省は、「JR 東海が大丈夫と言っているから大丈夫」といわんばかり

の態度です。本来なら、公共性と持続性の観点からチェックした上で認可すべきなの

に、十分な審査をしたかどうか疑わしい。また、許可に際しては民間の事業とするの

に、総理が自ら試乗してトップセールスをするなど、対外的にはあたかも国の事業扱

いです。 

橋山：はい。認可にあたっては「民間企業が自ら 9 兆円を費やすと言っているのだか

らいいじゃないか」ということになっています。株主はなぜこの状況を放置しているの

でしょう。 

上山：“自己負担を前提に”は現時点の建前で、将来、うまくいかなくなったらどうせ国

が救済してくれる、と思っているのではないか・・・と穿った見方をしたくなります。 

橋山：そういえば2013年にJR 東海の山田佳臣社長（当時）がリニアについて「絶対に

ペイしない。東海道新幹線の収入で賄って、なんとかやっていける」と記者会見で公

言しました。つまり、それまでの「リニアで十分に採算が取れる」という会社の主張が

覆された。あの時こそ、株主は声を上げるべきでした。実は、それ以前にも、葛西敬

之名誉会長は、常務時代の 1988 年にリニアの建設費について「3 分の 1 は国の金が

必要で、ナショナル・プロジェクトで推進しなくてはならない」と言っています。 

上山：当時は、建設費はいくらと見込まれていたんですか？ 

橋山：3 兆円です。今の 3 分の 1 です。 

上山：一番おかしいのは国です。もともと国交省は JR に対してはやや腰がひけてい

る。旧運輸省の時代からそうで、私鉄や航空会社なら役所に呼びつけるのに、民営



化以前の国鉄本社にはこちらから出向く傾向がありました。国鉄官僚たちも、運輸官

僚なんかより自分たちの方がエライと言ったりしていた。そういう心理的な力関係が今

も脈々と受け継がれているように思います。 

橋山：そもそも、すでに東海道新幹線のある東京―大阪間に新しい路線を造っても、3

大都市圏の人がますます便利になるだけ、つまり部分最適を追求するだけです。東

海道新幹線の開通、関西国際空港の開港で関西が再生しましたか。今度のリニアな

ら再生するのですか。 

鉄道というのは、国民全体のためにあるべきで、全体最適も考えなくてはなりません。

東京―大阪間にリニアを建設するというのは、公共事業会社としての社会的使命を

逸脱しています。 

 EU 域内は軌道幅、電圧、周波数、信号、通行方向、ホームの高さなど規格統一で

鉄道網を整備しています。ところが、我が国は、一部にだけ異端のリニアをわざわざ

導入しようとしている。国内のインフラの規格が違うといかに困るかは、すでに東日本

大震災のときに東日本と西日本で電力の周波数が違うために電力の融通ができなか

った事件で痛感したはずなのに、また同じ過ちを繰り返そうとしている。 

全国の鉄道全体、JR の再編を考えるべき 

上山：全くそうですね。自由にどこでも飛べる飛行機ですら、機材の運用は全国規模

でネットワーク化されています。それでコストを下げ安全性も担保する。LCC などは機

材まで統一化して生産性を上げている。ところが今回のリニアはあえて新方式を採用

する。このようなちぐはぐなことをやっていると、鉄道はますます飛行機に差をつけら

れます。 

上山：車両や機材の統一化はネットワークビジネスの基本でしょう。それだけではなく

て、経営面でも、私は全国的規模で鉄道の経営は考えるべきだと思います。東海道

新幹線で得た利益は、全国的視点に立って、リニアではなく北海道や四国の路線の

メンテナンスにあてるべきだと思っています。 

橋山：そのためには、JR グループは再編成しなくてはなりません。 

上山：そうです。JR 各社の第二次民営化が必要です。1987 年の国鉄民営化、つまり

第一次民営化は成功しましたが、本来なら、その数年後に第二次改革をすべきだっ

た。そしてもっと早く、90 年代に東海道新幹線の収益を使って地方の路線のメンテナ

ンスに力を入れるべきだった。ところが老朽化が進む一方です。このままでは、JR 北

海道や JR 四国の鉄道は生き残れなくなる。 



橋山：とにかく、リニアはJR東海一社の問題ではなく、国民全体の資産をどう使うかと

いう大問題です。これこそ、国民の合意を得るべく国会で慎重に議論すべきです。閣

議決定も国会承認もなく進めるのはやはりおかしいですね。はっきり国策民営プロジ

ェクトだと位置付けて、責任の所在も明確にしないといけないと思います。 

リニアは別会社でやれ 

上山：ちなみに今のまま JR 東海がどうしても自社の都合でやりたいというのなら、本

体から切り離して、SPC（特別目的のために設立する会社）でやるべきでしょう。そうし

ないと、リニアの赤字を穴埋めするために、従来路線のメンテナンスが不十分になる

リスクが払しょくできない。 

 リニアだけ別会社に切り出した上で社債を発行して、リニアマニアの大富豪に買っ

てもらう。もっとも、鉄道マニアの大富豪は出資しないと思います。リニアでは、車窓は

見えないし、電磁波は心配だし、車輪のゴトンゴトンという音がしないので、鉄道マニ

ア的には面白味がない（笑）。 

橋山：本当にそうですよ。鉄道ファンの上山さん、本領発揮ですね（笑）。 

上山：ところで橋山さんは、リニアが開通したら乗りますか？ 

橋山：乗りませんね。必要性、安全性、信頼性、満足感、余命（笑）。個人的なことは

別にしても、事業の成否はこの数年以内に明らかになるでしょう。 

上山：私は、1 度は乗るでしょうね。しかし、京阪電車中之島線も 2008 年の開通時に

は乗りましたが、それっきりです。あまり需要がないところに造ったので、当初は 1 時

間に 24 本ほどだったダイヤが 2 年半後には 18 本に、そして今や日中はわずか 6 本

にまで間引きされました。 

橋山：そのように、珍しさから一度乗った人が満足してその後は乗らなくなり、予想よ

り乗客が少なくなったら、料金値上げは避けられない。しかし、人口減少時代におい

て交通インフラは、開業後に料金改定しても収支改善はまず無理です。安いコストで

造るしかありません。東京湾横断道路は開業時の片道 4000 円が 3000 円、1500 円、

現在 800 円と現在 8 割値下げです。さらに増加した赤字分はすべて国民負担です。 

 こうやって考えると、速いからとか新しいからといった理由でリニアを支持するのは、

今の時代においては、いかにおかしなことかが分かってきます。しかし世論はなかな

かそう思わない。30 年後のリニアプロジェクトの完成と運営に責任を持つ政治家も、

事業関係者もどこにもいない。 



上山：おまけに米国などにリニアを輸出しようという国策運動まである。それを理由に

国内で実用化を急ぐという話に至っては本末顛倒もいいところです。海外が日本の鉄

道を高く評価してくれる理由は、ひとえに 50 年間無事故の新幹線と都会の過密ダイ

ヤの通勤電車の運営ノウハウです。まだ実現すらしていないリニアに世界が期待して

いるなんてことが、あるのでしょうか。 

橋山：技術は世界各国が切磋琢磨し、競って開発するときに発展し、安定し、実用化

に耐えられるものになります。ところがリニアはドイツが実用化をやめた技術です。そ

れを今になってわざわざ買いに来る国がいるでしょうか。 

上山：「リニアの輸出で国威発揚」というのは、まるでオリンピックにあやかって、一気

に東京―名古屋の建設に踏み切らせようという作戦に見えなくもない。国交省がそこ

に気付いてストップをかけてくれればいいんですけれども。 

昔 陸軍、今 原発、そしてリニア？ 

 
上山信一・慶応義塾大学教授 

橋山：私は、今の日本でそれができるのは唯一、国鉄民営化を主導した中曽根康弘

さんだと思っています。計画の凍結や断念は失敗ではないのですから、今からでも中

止を決断し、もしやるなら従来型の中央新幹線へ切り替えてほしいというのが、個人

的な思いです。今こそ、わが国はドイツの合理的政策に学ぶべきではないでしょう

か。 

上山：リニアはなまじ、新幹線という成功例があるから止められないのかも知れませ

ん。それにしても、やり始めたらは止まらないというのは、いかにも日本の悪弊ですね。



リニアも原発も、かつての日本陸軍と同じです。暴走して国を破局に導く、わが国の

悪い業（ごう）のようなものを感じて恐ろしいです。 

（構成：片瀬京子） 
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橋下・維新改革の 6 年を振り返る 

第１回 いいことも悪いことも「大阪」から始まる 

2014 年 10 月 24 日（金）  上山 信一  

 

 

 早いもので橋下徹氏が政治の舞台に登場してからもうすぐ 7 年になる。この間に、大阪都構想

をテコに一都市でしかない大阪の問題をナショナルアジェンダにし、地方政党「大阪維新の会」を

創り、それを議員数 53 名を擁する国政政党「維新の党」に発展させた。好き嫌いはあろうが、稀

にみるやり手の政治家であることを否定する人は少ないだろう。 

 筆者は、たまたま大阪生まれの大阪育ちである。10 年前に当時の大阪市助役の大平光代氏に

頼まれ、市役所の経営改革を手伝った。それ以来、故郷である大阪のまちの改革にずっと関わり、

橋下徹氏には知事就任直後から助言をしてきた（2008年から大阪府の特別顧問、また2011年か

らは大阪市の特別顧問）。 

 そこで向こう数回にわたり、すぐそばで見てきた橋下改革の実像を紹介するとともに、その評価

をしてみたい。 

大阪は衰退する地方都市の先駆け 

 大阪は日本で第 2 の大都市である。 

 しかし、大阪は同時に、衰退するわが国の地方都市の先駆け的存在でもある。多くの地方都市

は、特に何もしなければ、この 20 年の大阪と同じような衰退の経路をたどるだろう。ちなみに、地

方にとって東京は全く参考にならない。東京はグローバル経済という海に浮かぶ空母のようなも

のであり、東京の真似をしても地方の将来は描けない。 
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 その点、大阪は日本のフツーの地方都市であり、経済の大半は地場の中小企業で成り立って

いる。そんな地元経済が崩れかかっている。橋下改革（以下「維新改革」という）では、それを必死

で立て直そうとしている。そんな大阪の改革は、地方都市にとって身近なモデルになるのではな

いか。そんな思いでこのテーマを書くことにした。 

厳しい現実を直視する 

 大阪は急速に窮乏化しつつある。大阪は47都道府県中、経済、社会の指標の数々の分野でワ

ースト上位にある。次の表のとおり、とても日本第 2 の都市とは思えないほどの惨状である。 

項目 ワースト順位（全国都道府県） 

生活保護受給世帯数比率 １位 

ホームレス数比率 １位 

完全失業率 ３位 

離婚率 ２位 

結核罹患率 １位 

全国学力テスト（小学校）国語 B ３位 

全国学力テスト（中学校）国語 A ２位 

全国学力テスト（中学校）国語 B ２位 

小中学校の長期欠席者数比率 １位 

児童虐待相談件数比率 １位 

刑法犯認知件数比率 １位 

ひったくり認知件数比率 １位 

ボランティア行動率下から １位 
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注：データは厚労省/厚生統計要覧・労働力調査・人口動態調査、文科省/学校基本調査、警察庁/犯罪統

計などによる(2011 年～2013 年） 

  

大阪市はもっとひどい。完全失業率、離婚率、生活保護受給比率（世帯ベース）、ホームレス

数比率、平均寿命（短かさ）、結核罹患率、自殺率、小中学校の長期欠席者数比率、 児童虐待

相談件数（人口）比、の全てにおいて政令指定都市で全国 1 位を独占する。 

 それでも大阪は大都市である、豊かな方だろうという疑問がおありだろう。確かにかつては東京

に次ぐ所得の高さを誇った。しかし、下の図のとおり、この 20 年ほどで所得は急速に低下し、今

や全国平均を下回る。 

 

 また、人口 1 人当たりの GDP（国内総生産、ドル、購買力平価ベース）でみると大阪はもはやシ

ンガポールや香港以下である。 

 しかもこの状況はこの 10 年来、悪化する一方だ。2001 年から 2011 年にかけての実質 GDP の

平均成長率は、東京が0.22％、愛知が 0.82％、福岡が 0.85％だった。いずれも低いが、全国平均
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値（0.22％）をも含めてみんな一応プラスだ。しかし我らが大阪の数字はなんとマイナス 0.12％だ

った…。 

商都の底の浅さと人材の流出 

 なぜ大阪がいち早くだめになったのか。東京のような首都機能を持たないため、金融や研究開

発など高度なサービス業が発展しなかった。また、愛知の自動車のように強い成長産業がない。 

 繊維と家電は強かったが、斜陽業種になった。京都のような文化遺産もない。元来が集散地、

商都であり、フローの経済活動任せの街なのだが、その割に大きく、シンガポールや香港のよう

な小回りが利かない。また大阪府と大阪市に分かれ、投資も政策もバラバラだった。 

 さらに、商都に育った大阪人は自由な気風であるため、ヤバイと思ったらさっさと故郷を出て行

く。その結果、稼ぐ力のある大阪人が大量に東京や海外に流出していった。かくして、所得が下

がって社会指標が悪化すると、企業の投資が減り、負のスパイラルに陥っていった。 

 かつて 1930 年代、大阪は東京を上回る経済規模を誇った。しかし、戦後は一貫して経済的地

位を低下させ、今や社会問題が蔓延する街になった。大阪府と大阪市は、ひたすら生活保護の

支給や犯罪対策などの問題解決に追われてきた。福祉予算がふくれ上がる一方で、税収はひた

すら減少し、大企業の本社が東京に流出した。かくして 2000 年に入ると、街を建て直す元気すら

失い、知事や市長の成り手もなかなか見つからないという状況に陥っていた。 

いきなり府議会議員定数を 2 割カット 

 そんな中、2008 年の知事選挙で「どげんかせんといかん」と登場したのが橋下徹氏（当初知事、

現市長）である。やがて松井一郎氏（現知事）や浅田均氏（前府議会議長）と意気投合し、大改革

を始める。その後の八面六臂の活躍で 7 年弱にわたり、数々の施策を展開してきた。その結果、

やっと少し硬直状態を脱しつつあるというのが大阪の街の現状だ。 

 だが、大阪は人口 885 万人（うち大阪市は 268 万人）の巨大都市だ。負のスパイラルに陥ってし

まうと、その再生は並大抵のことではできない。どこかの国のなんとか創生くらいではびくともしな

い。国が小金をばらまき、首長が「笑顔があふれる楽しい街」「コミュニケーションを大切にする街」

とかのさわやかなフレーズを掲げ、改革を唱えたって何も変わらない。 

 なにせ住民にも企業にも役所の職員にも負け癖がついてしまっている。大阪の維新改革は、そ

んじょそこらの自治体の財政再建やらとは比較にならない難しさである。何せこの改革は役所の

改革にとどまらない。急速に衰退する都市の再生に挑むのである。 
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 経済問題、社会問題、そして行政能力や政治のあり方まで踏み込んで、同時に一気に解決しな

ければならない。だから橋下＆松井＆浅田トリオの維新改革は、大胆かつ前代未聞のスケール

となった。決断力のすごさは大阪維新の会が過半数を握るやいなや、いきなり府議会の議員定

数を 109 から 88 に（約 2 割）削ってしまったことから伺えるだろう。それ以来、野党とのガチンコ勝

負が続いている。 

改革の 6 割は世直し 

 政治面の動きはさておき、橋下前知事、市長、そして松井知事の行政面の手腕はどうなのか。

先般 9 月 2 日に大阪府市合同の統合本部会議が開かれた。そこで私は特別顧問として府と市の

この 6 年間の改革評価結果を発表した。この 6年間に大阪府と大阪市がやってきた改革は、主な

ものだけで 164 項目もあった。 

 そのうち、効率改革や経費削減などのいわゆる行政改革はわずか 4 割で、残りの 6 割は、イン

フラの見直し、成長戦略、そして生活保護の見直しや教育の改革など社会政策のイノベーション

が占めた。 

 やはり大阪の維新改革は異質だ。普通、行政改革といえば役所の効率化が中心だ。しかし大

阪の場合は府と市が全力を傾けて街の再生に取り組んでいる。 

かすかな好転の兆し 

 成果はどうか。うなぎ登りだった生活保護の受給者数が伸び止まった。全国最下位に貼り付い

ていた学力テストの成績がわずかながら上がり始めた。また、国を動かし、伊丹空港を民営化し

て関西空港の債務処理もできた。 

 市役所が建てた高層ビルを府が買い取って庁舎にした。市民に身近なところでは、地下鉄の終

電が 40 分も繰り下げになった。地下鉄の売店から外郭団体が追い出され、ファミリーマートとポ

プラが入った。低所得者世帯の高校生の授業料の無償化を中所得者にも拡大した。ひとことでい

うと、過去の行政改革の枠をはるかに超えた施策を進め、目覚ましい成果が上がっている。 

なぜか成果はニュースにならない 

 だが、その成果はあまり報道されることがない。いずれも他の自治体なら一面トップの大ニュー

スであり、1 つやっただけで首長は次の選挙は大丈夫といわれるほどの大きな成果である。しか

し、大阪では前代未聞の犯罪、事件、事故が続出する。そのせいか、こうした地道な努力や改革

はあまり報道されない。また、一方では、地下鉄やバスの民営化、大阪市の病院と府との統合な
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どの大型案件が目白押しである。いずれも議会で改革に反対する野党とガチンコでもめている。

これらについては、改革の中身よりも、そのもめている状態や政治的駆け引きばかりが報道され

る。 

 そのため、府民市民はもとより、全国の人たちは、大阪の改革はあまり進んでいないという印象

を持たれているように思う。これは大変残念だ。大阪では、今までの大都市にない大改革が進行

中で、すでに成果を出し、今も次々に仕込まれているのである。 

高過ぎる目標と理想？ 

 大阪の改革の成果が今一つうまく伝わらないもう 1 つの理由は、意外なところにある。それは橋

下氏個人の理想が極めて高いということである。大阪維新の会は、都構想を掲げる。大阪市を解

体し、府と合併させ、さらに道州制を実現し、国政も根こそぎ刷新したいと本気で考えている。橋

下氏のこの高い理想、切迫感に照らすと、目の前の大阪市議会とのバトルはあまりにもむなしく

ふがいない。 

 そこでつい本人は「まだまだだ」とぼやく。また、橋下氏は「慰安婦が」「集団自衛権が」「朝日新

聞が」と大阪の改革以外に批判のほこ先を広げる。 

 世の中の間違ったことが大嫌いで、気が付くと口を開かずにおれないのである。先日のヘイトス

ピーチ批判もその一例だ。普通の政治家なら黙っている話にわざわざ口を出す。知事、市長とし

て十二分の実績を出しているのに、わざわざ高いボールを取りに行ってずっこけたりする（慰安

婦発言問題）。それでファンは「けなげである。まっとうだ。断固応援する」と思う。だが、「騒がしい

やつ。大人の論理がわかっていない」と冷ややかな目線を向ける知識人も多いのである。 

 ちなみに大阪人的にいうと、橋下徹とはこんな存在である。傾きかけた商家（大阪）の跡取り（首

長）に弁護士資格を持つ若者が抜擢された。若者はあっという間に仕事をこなし、古くからの従業

員たち（行政職員や財界人など）は「ええなあ」「やるやないか」と評価している。 

 しかし本人はこの程度の改革ではまったく飽きたらない。もっと急いで、もっと根こそぎ改革しな

ければ未来はないと信じている。おまけに自分の商売（大阪の経済）だけでなく、業界全体の行く

末をも案じている。それで国のあり方だの、防衛だのにも口を出す。従業員やなじみの客は心配

顔でつぶやく。「それはあんたの仕事やない」「隠居してからやりはったら…」と。 

 しかし橋下は、大阪の改革と同時にこの国のあり方も変えないと、大阪にも日本にも未来はな

いと信じている。なぜなら、大阪問題の根っこにあるのは、行政の失敗ではなく経済の不振だか

らだ。また、個人の自立が地域の自立につながり、それで国としても自立できると考えている。 
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 赤字続きだった大阪府の実質収支は黒字に転換し、それが 5 年間も続いている。これは明らか

に維新改革の実績だし、先述したようなワースト 3 だらけの大阪から脱出できる可能性も見えつ

つある。しかし、今の改革も経済の再生なしには持続しえない。だから大阪維新と日本維新はセ

ットなのだ。 

 橋下氏を政治の道へいざない、今も府市の特別顧問を務める堺屋太一氏の語録に「いいことも

悪いことも大阪から始まる」という名言がある。日本経済の悪化と共に大阪は真っ先に衰退した。

しかし、真っ先に変わりつつもある。全国の地方創生の先駆けとして、またこれからの日本の改

革の先例として、次回からこの 6 年間の大阪の維新改革の道のりを、具体的に紹介したい。 

（構成：片瀬京子） 
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橋下・維新改革の 6年を振り返る 

第 2回 大阪再生の進捗度 

2014年 11月 10日（月）  上山 信一  

 

 大阪の外に住んでいると、大阪市長としての橋下徹氏の活躍ぶりを知る機会があまりない。

マスコミも 3年前には彼を日本の救世主のように報じたが、従軍慰安婦発言や石原慎太郎氏

との連携（日本維新の会の結成）を機に、興味が薄れたようだ。 

 最近の橋下氏についての報道内容は、もっぱら維新の党の代表としての発言を紹介するも

のが多い。そのせいか、全国の人々は、橋下氏が大阪を改革するために政治家になり、さら

に地域から日本を変えるために国政政党まで作ったという原点を忘れつつあるようだ。 

 また、東国原英夫氏の先例もよくない。宮崎県知事として業績をあげていたのに、途中で国

政や都知事選へと興味が移ろい、残念な展開になっている。彼と橋下氏は個人的にも親しか

っただけに、イメージをダブらせる人がいるのも致し方ないだろう。 

ことごとく議会と対立 

 さて、大阪の改革だが、一見、とても難航しているように見える。地下鉄やバスを民営化す

る条例案は何回出しても議会が拒否する。都構想も否決された。 

 橋下氏が改革の目玉だと全国に宣言したことの多くがなかなか実現されない。だがよく見る

と、進まない理由のほとんどが市議会や府議会の野党の反対によるものである。 

 議会の承認がいらないたとえば市バスの経営改革などでは積年の赤字を一気に解消し、

路線の抜本再編までやった。橋下改革の業績評価は、議会の承認を必要としないものにつ

いては 80～90点、そうでないものについては 10～20点というのが私の見方である。 



3つのレベルの改革 

 大阪の維新改革は 3層構造で構成される。中心となるのは市役所、府庁の行政改革や政

策刷新である。これを基層とすると、その上の中層に都構想など大阪の統治機構改革、つま

り大阪版の「この国のカタチ」を変える運動が位置する。これは国でいうと道州制の導入に匹

敵する動きで、どうしても政治的闘争になる。 

 さらにその上層に国政改革、主として中央での維新の党の活動がある。中央のマスコミの

関心はどうしてもここに集中する。一方、大阪のマスコミは中層の都構想をめぐる議会での対

立劇を中心に報じる。なぜなら基層の行政改革の話は地味だし、説明が難しいからだ。 

 

基層の行政改革を評価すべき 

 だが、住民の関心は実はこの基層の行政改革にある。何しろ市民サービスのあり方に直結

するし、街全体が疲弊しているのだから。従って、大阪維新の会や橋下、松井両氏の業績を

評価するには、基層の実績をみる必要がある。私は大阪市の改革には 2005年から、また府

の改革にはその前の太田知事の時代から特別顧問として関わり、この基層の姿をずっと見て

きた。以下ではこの部分の、この 8年の評価をしたい（ただし、特別顧問として自分自身が関

わった仕事も多い。そのことを予めお断りしつつ、データも使ってなるべく客観的に解説をした

い）。 

大阪の維新改革の 3層構造 

 
要素 内容（例） 企業改革になぞらえると 

上

層 
国政改革 

 地方分権推進 

 法改正 

 業界再編 

 規制改革 

中

層 
統治機構改革 

 府市連携 

 大阪都構想 

 業務提携 

 M＆A 

基

層 
行政改革 

 効率化（行政改革） 

 政策の刷新 

 業務改革 

 リストラクチャリング 



まずはインフラ、関空問題を処理 

 この 8年、大阪府、そして大阪市は大車輪で懸案を片付けてきた。別に今までサボっていた

わけではない。しかし、90年代からずっと財政危機で予算がなかった。 

 そこに橋下徹氏が知事として登場した。いきなり次年度の予算を組み直し、1100億円の財

源を捻出した。それ以来、大阪府では、そして W選挙のあとの 2012年からは大阪市でも、前

代未聞の大改革がずっと続いている。最初のうちはニュースになって全国に紹介された。しか

し、最近はあまりにも案件数が多く、大阪の人たちですら、フォローしきれない。分野別に棚卸

しをしてみよう。 

 まずは遅れたインフラの整備だ。大阪は東海道より南の国土軸からずれた位置にある。そ

のため約 80年前に関一市長が御堂筋を拡張し、地下鉄を通して南北軸を強化した。戦後は

北に伸ばして新幹線や名神高速とつなげた。やがて国際化の時代になって、95年には関西

新空港を開港した。 

 ところが関空会社は中曽根民活のせいで、埋め立て費用を負担させられ、巨額の借金を抱

えてきた。利益は全て利払いに消え、鳴かず飛ばずの空港だった。この問題は、大阪にとっ

てこの 20年間、のどに刺さった小骨のようなものだった。それが、国（当初は自民党政権、の

ちに民主党政権・前原大臣）との駆け引きを経て、最終的に国営の伊丹空港の資産を関空会

社に吸収（経営統合）することになった。かくして、懸案は解決した。 

「伊丹はいらない」と主張 

 これはひとえに橋下徹の政治力による。その作戦は巧みである。まず、橋下氏は「伊丹は

廃止せよ」という地元知事としてはありえない非常識発言をぶちあげた。そのことで、関空問

題を一気にローカル問題から国家戦略課題に格上げさせた。そして国交省に問題解決を迫

ったのである。 

 大阪人にとってはもうひとつ、のどに刺さった小骨があった。大阪市役所が建てて、大赤字

に陥っていた WTC（ワールドトレードセンター）ビルである。これも橋下知事の発案で、府庁が

買い取って第二庁舎にした。 

 2つの小骨が取れて、大阪の人たちはとてもすっきりした気持ちになり、やっと前向きに未来

のことを考え始めた。 



アセットの組み換え 

 松井知事はどうか。同氏はもともと電気工事会社の経営者である。その経験とセンスが丸

ごと活かされた事例が（株）大阪府都市開発（泉北高速）と、（株）大阪空港ターミナルビルと

いう、黒字の第 3セクターの株式売却だろう。知事はそこから得た資金約 423億円を、遅れて

いた北部の北大阪急行と東部の大阪モノレールの延伸に充てる計画を進めている。 

利用者目線の施設改革 

 市民生活に身近なところでも変化が起きている。松井知事は来春、府立中之島図書館の表

玄関を 80年ぶりに開けることを決めた。同図書館は、1904年に建てられた重要文化財だが、

老朽化のせいもあって、利用者は裏口からしか入れなかった。だが、知事はリニューアルす

ると決めた。加えて、隣接する大阪市の中央公会堂との連携も始まった。公会堂ではおしゃ

れなレストランの公募も始まった。さらに大阪市は、長年、凍結してきた近代美術館の建設も

決めた。 

 市南部でも変化が起きている。有料の天王寺公園（大阪市立）が来年 4月までに無料化さ

れる。敷地内の動物園や美術館ではトイレの改修や開館時間の延長が始まった。民間企業

（近鉄が落札）が公園内の空地にカフェやイベントのスペースを作ることも決まった。 

教育へのテコ入れ 

 前号でみた通り、大阪の学力は全国最下位クラスである。このままだと大阪の子供たちが

大人になる頃には、仕事を機械や途上国の人たちに奪われるだろう。自力で稼ぎ、自立でき

る市民の存在は都市の基盤である。橋下徹と維新の会ではそう考え、当初から教育改革に

力を入れてきた。 

 まず、沈滞しきった各市町村の教育委員会を奮起させるべく、市町村ごとの学力テスト結果

の公開を迫った。また、教育行政への首長の関与を条例で決めた。中学校での給食も始め

た。ちなみに東京の知識層から「お母さんの愛情の詰まったお弁当の方がよい。子供の昼食

の選択の自由を奪うのでは」などといった余計なお世話の指摘もあったが、的外れだ。 

 そもそも、大阪では朝食すらとらない（あるいはとれない）生徒が全国平均の 2倍もいる。そ

んな事情が学力にも影響している。ごちゃごちゃ議論する前に、とにかく食べさせてあげるの



が先決だ。また、私立高校にもカツを入れた。学校向けの補助金をやめて生徒の払う授業料

の支援に切り替えた（バウチャー型）。おかげで公立も私立も全ての高校同士が競うようにな

った。 

現役世代の重視 

 橋下市政のキーワードは何か。たった一つだけあげるとすれば「現役世代の重視」となるだ

ろう。こども・教育分野の重点配分予算は、2011年度に 67億円だったが 2014年度には 270

億円にまで伸びた。内容は、妊婦の健康診断の無料化や小中学校へのエアコン設置など、

現場のニーズをきめ細かく聞いて作り上げた支援策が多い。 

国の外郭団体への補助金や既得権益の引きはがし 

 こうした新施策の原資はどこから得たのか。既得権益となっていた税や水道などの公共料

金の減免の見直し、そして国の関連団体への賛助会費の見直しなどによる（たとえば、府は

かつて（社）日本観光協会に 170億円、中央労働災害防止協会に 38億円などを払っていた

が、ともに廃止）。このほかにも、トラック協会やバス協会への補助金もいったん廃止の上、事

業の再構築を迫り、その上で再開した。 

 文化事業関連では、大阪に 4つあるオーケストラのひとつである大阪センチュリー交響楽団

（現・日本センチュリー交響楽団）への補助金を段階的に廃止した。同じく大阪市音楽団も自

立民営化させた。文楽も同じだ。努力せずにもらえる補助金の仕組みを変えることで、観客の

ニーズに向き合うことと経営の自立化を促している。 

改革のスケールで他の自治体を凌駕 

 行政改革の分野では、府も市も新卒の採用試験をエントリーシートと面接中心の民間方式

に変えた。また、中途採用を増やした。さらに職員の人事評価について、府・市ともに 2013年

度から相対評価を導入したが、これは全国で初めてだ。 

 府から市町村への権限委譲も進んだ。2009年に大阪府から市町村に委譲された条項の数

は全国 15位（779個）だった。しかし、今や全国 1位（1955条項）だ。また小さな市町村につい

ては、共同で受け皿組織を作ってもらうことまでやったが、これも全国的に極めて珍しい。 



 大阪市から各区役所への権限委譲も進んだ。一般会計予算に占める区の自主事業予算の

割合が、2012年の 0.101％から 2014年には 0.338％へと 3倍になったが、これは他の政令市

をはるかに上回るレベルだ。 

期待値と現実のズレ？ 

 以上見てきたようにこの6年間、橋下＆松井氏の知事・市長コンビはずいぶん大阪を変えて

きた。その人となりや思想信条に由来して、橋下嫌いの人がおられるのは十分承知している。

しかし、自治体の経営者、そして改革のリーダーとしての手腕は相当のものといえる。住民も

毎日使う地下鉄の終電が遅くなったり、駅のトイレがきれいになったりといった身の回りの変

化を敏感に感じている。大阪人は実利的である。必ずしも橋下が大きな声でやるとは言わな

かったものの実際にやったことに結構満足し、評価している。 

 先日の読売新聞の調査で橋下徹の支持率が 56％、そして都構想への賛成が 53％という報

道があった。これはこのあたりの地元民の心情を反映したものだろう。 

 だが、当の本人は、大阪都構想や地下鉄民営化など大きな問題の解決がことごとく議会の

反対で遅れることにイライラしている。どうやら橋下本人の自己評価（「大きな改革がなかなか

進んでいない」という思い）と地元の有権者の評価（「結構いろいろやってきている」）の間には

乖離があるようだ。また、橋下・維新改革は、地元での（高い）評価と東京など地域外での（や

や低い）評価の間にも乖離があるように思う。 

 要するに、橋下・維新改革は、有権者の評価と本人の評価の間に、そして、有権者の評価と

地域外からの評価の間に乖離がある。この 2つのギャップが実像をとらえにくくしているように

思う。 

 

上山信一の“あまのじゃく”改革談義 

 この連載では、“改革屋”の元マッキンゼー共同経営者である上山信一・慶応義塾

大学総合政策学部教授が、世間の本音を代弁し、世の中に転がっているおかしなこ

とを次々と斬っていきます。 

 



http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20141119/274071/?P=1 

 

 

大阪都構想は東西ドイツの統合みたいな

ものである 

関西はまるで EU、東京＝アメリカと闘う！ 

2014年 11月 21日（金）  上山 信一  

 

 

 今回も大阪の話なのだが、私はグローバル人材（笑）なので、海外の話から始めたいと思

う。 

 欧州統合のアイデアは第一次世界大戦の後に生まれたが、実現に向けて動き出したのは

第二次世界大戦の後である。英国とドイツは 2度の大戦でナショナリズムをむき出しに、なり

ふりかまわずぶつかり合った。その結果、欧州では経済も人の心も何もかもが疲弊してしまっ

た。そのことへの反省が、戦後の欧州は 1つになろうという動きにつながった。 

 例えば、さんざんナショナリズムを煽ってきたチャーチルは改心して 1946年にUnited States 

of Europe、すなわちヨーロッパ合衆国の設立を呼びかけた。これは明らかにアメリカを意識し

た呼称で、欧州は当時から米国を仮想ライバルとしていたようだ。 

 それから約 50年後、欧州連合（EU）が誕生した。その少し前の 89年にベルリンの壁が崩れ、

翌年、東西ドイツが統一されている・・・なぜ大阪の話の前にこんなことを書くのかというと、こ

れは伏線だからである。 

関西ＥＵ説 



 さて、日本にも統一前の欧州、そしてかつてのドイツのような分裂国家、もとい、府県がある。

言うまでもなく、関西、そして大阪のことだ 

 関西、とりわけ大阪が疲弊していることはこれまでの連載で散々述べてきた。その疲弊具合

はあたかも統一前のドイツのようだ。なかでも特に疲弊している大阪市は東ドイツ、そして周り

のまだ豊かな衛星都市群、つまり大阪府は西ドイツに相当する。 

 大阪にある“ベルリンの壁”は目には見えない。しかし、市営地下鉄の御堂筋線の名前が無

意味に北大阪急行に変わる江坂駅（大阪市と隣接する吹田市の“国境”がある）あたりに、壊

さなければならない壁が確実に存在する。 

 このように、大阪は、統一前の分断国家、ドイツそっくりなのである。 

 となると京都はフランスだ。文化あふれる京都の街とパリの街の類似は誰の眼にも明らか

だ。鴨川はセーヌ川のようだ。京都人は隣国（大阪）とひとまとめに“関西”と呼ばれるといたく

プライドが傷つけられるらしいが、そのへんもフランス人とそっくりだ。自国語（京言葉）以外を

話す人を軽蔑した眼差しで見ていたり、文化文化と言う割に、お金が大好きなのもフランスに

似ている（失礼）。 

 なお、私は東ドイツ（大阪市内）に生まれたが、5才で西ドイツ（豊中市）に移住し、大学はフ

ランス（京都）に行った。その後はアメリカ（東京＆ホンモノの USA）で暮らしている。さすがグ

ローバル人材だけあって、なかなかの経歴である（大笑）。ちなみに、大阪人の気質は勤勉な

ドイツ人よりもラテン気質に近いが、関西経済の中心はどうみたって大阪である。だから大阪

はドイツなのだ。 

 滋賀はいわば、ベルギーだ。もろにフランス文化圏なのに頑張って違っているようなふりをし

ている。フランスからも同様に振る舞われている。ベルギーも滋賀も小国だが妙にビジネスが

うまい（さすが近江商人の国である）。 

バチカンは伊勢神宮だ！ 

 琵琶湖は、さながら北海だ。その向こうに福井があるが、あれはスカンジナビア半島である。

福井は県民満足度が日本一だ。3世代同居が多く、女性の社会参画もさかんだ。 

 奈良はスイスだ。海がない。十津川武士は古来、都の紛争から距離を置き、中立を保ってき

た。しかし大阪や京都に吸収されそうになった歴史もあり（明治初期には堺に吸収され堺県

の一部だった）、政治についてはいつも慎重だ。大仏の如き穏やかな表情をしていて、何を考



えているのかいまひとつよくわからない。天平の頃から国際的ではあるがなんとなく影が薄

い。 

 三重はイタリアだ。国土は南北に細長く、長靴の形をしている。イタリアにはバチカンがある

が、三重にも同様に伊勢神宮がある。こうした符合、これはもう神の采配というしかない。 

 和歌山はスペインだ。紀伊半島はイベリア半島に形がそっくりだ。それに日射しが強く、柑

橘類と魚貝類が旨い。 

 兵庫、神戸はイギリスだ。昔から貿易で外に開かれている。ここもプライドが高い。何かと

騒々しく下品な大阪（ドイツ）や古くさい京都（フランス）とは別格だと内心自負している。だから

「京阪神」というまとめ方（そもそも順番がよくない）をされるのを心の底から嫌っている。フーリ

ガンが集う甲子園球場のことはドイツに押しつけたいというのが見え見えだ。そして丹波あた

りのことはアイルランドを見るような目で見ている。 

大阪府と大阪市は分断国家 

関西は EU 

 

 何が言いたいのかというと、関西はヨーロッパのごとく多種多様で文化豊かな土地なのであ

る。しかし、その中にあって大阪だけが統一前のドイツと同じく分断国家のまま放置されてい



る（悔しい）。もともと一緒だったのに、アメリカ（東京）のせいで西ドイツと東ドイツに分けられ

たままだ（ちなみに大阪で起こる不幸は全て 400年前に豊臣家をダマした徳川、いや東京が

悪い）。おまけに比較的豊かな西ドイツを後目に、東ドイツは瀕死の状態に陥っている。 

 長い与太話はさておく。ドイツは統一されるべくして統一された。統一後は極めて調子がよく、

欧州全体はもとより世界の経済をリードする存在になっている。同様の意味で日本全体（全

世界）のためにも、わが大阪も統一されるべきである。これこそが大阪都構想の眼目である

（ちなみにここで東京を強く意識して「都」と言ってしまうのは冒頭でふれたチャーチルへのリ

スペクトであり、別に東京なんかの真似をしたいわけではない）。 

東京＝アメリカ 

 東京はアメリカだ。どうってことはない、単に地方出身者が数多く集まっているだけのエリア

である。ただその数がやたらに多いものだから、GDP（国内総生産）や人口など数字で測れる

ものだけが大きく見える。それだけなのに、自分たちは偉いとか、自分たちが世界（日本）の

中心だという勘違いをしている。歴史が浅い上に文化にもオリジナリティがなく、多様性があ

るというよりは雑多なだけのくせに・・・。 

 と、欧州人はアメリカ人を見て思っている。関西人が東京人を見て何を思うかについては、

自明に過ぎるし、繰り返しになるので記述しない。 

 ちなみに、全国、とりわけ東京の皆様におかれては、大阪都構想とか府と市の統一と言わ

れてもなんのことやらといったところだろう。しかし、関西は今、まさに 1990年代を迎えようとし

ている欧州なのである。とても今のままではおれない。大阪は統一に向けて揺れ動く以外に

手立てがないのである。 

 繰り返すが、大阪都の誕生は、ドイツ統一に匹敵する。ドイツの統一はフランスとの歴史的

融和を経て欧州の統合、EUの成立につながった。つまり、大阪がひとつになるということは関

西統一の始まりであり、日本の道州制の始まりなのだ。 

ニッポンの変革は常に西から 

 だからして、大阪都が誕生したらそのインパクトは関西全体に及び、関西州の設立は時間

の問題になる。そして全国へと波及する。 



 当然、大波は東京にも押し寄せる。それが日本の真のグローバル化の幕開けだ。日本のグ

ローバル化はやっぱり西から始まるのである。そしてアメリカ、いや東京による全国支配体制

は崩壊するだろう。いうまでもなくこれは明治維新以来のこの国のカタチの大改造を意味する。

東京の皆様はその日を戦々恐々として待っていてほしい。 

 ところで、東ドイツ（大阪市）の領内には、財政難のため噴水が止まったコンクリートの池の

残骸や、壊れた公園のベンチなど、社会主義的遺産が数多く残されている。ノスタルジックな

観光をしたければ今のうちだ。また、関西州の州都は大阪か京都かもめた結果、きっと大津

になる。ＥＵ本部もブリュッセルにある。今から大津の土地を買っておくとよいだろう。 

 それにしても大阪がついに統一され、強国になったとき、あのお高くとまった神戸がどう振る

舞うか、今から楽しみでならない。ちなみにチャーチルは、当初の United States of Europe構

想に、自国イギリスを含めていなかったが、英国は 1973年に欧州諸共同体（欧州連合の前

身）に加盟した。 

（注）欧州連合成立の立役者としては、チャーチルよりもフランスの実業家ジャン・モネが挙げ

られることが多い。1950年、フランス政府はモネ起草の「シューマン・プラン」を発表し、独仏の

石炭・鉄鋼産業を超国家機関の管理下に置き、これに他国も参加する ECSC（欧州石炭鉄鋼

共同体）の設立を提案。ECSCは 1952年に設立され、58年には領域を拡げてEEC（欧州経済

共同体）、EURATOM（欧州原子力共同体）が創設された。その後 67年には欧州共同体（EC）

に発展し、さらに 93年に欧州連合（EU）となった。 

（構成：片瀬京子） 
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さぁそろそろ次の総選挙の準備を始めるか 

大阪の改革モデルが日本を変えるはず 

2014年 12月 17日（水）  上山 信一  

 

 

 今回の衆院選は、予想どおり与党の勝利、もとい、野党の自損事故で終わった。撹乱要因

は「アベノミクス」だった。この 2年で株価は倍に、為替も４割近くの円安になった。この 2年、

国民は久々に「政治が動いたら経済が動いた」という光景を見た。忘れ物を交番で見つけた

ような驚きが投票につながったのだろう。 

 だが、冷静に数字を見つめると、7～9月期の実質 GDPの成長率は－1.9％で依然、マイナ

スだ。実質賃金は 16 カ月連続で低下（毎月勤労統計調査）し、物価は昨年と比べ、約 3％も

上がり、政府総債務のGDP比は 237％（2012年）から 247％（2014年）に悪化した。雇用は増

えたが中身を見ると正規が減って非正規が増えただけだ。 

 筆者が見る限り、消費増税の影響もあってアベノミクスの先行きはかなり怪しい。だから与

党も 2回目の消費増税は見送った。それにもかかわらず、国民はアベノミクスの継続を望ん

だ。なぜなら、まだそれが完全な失敗だとは誰も断言できず、他の選択肢も出されていないか

らである。 

次回選挙の争点は「財政再建」 

 だが今のままアベノミクス、特に金融緩和を続けたらどうなるか。マネー供給を増やすため

に今のように日銀が国債を買い続けていくとハイパーインフレになるだろう。従って日銀はい



つまでも国債を買い続けられない。しかし、日銀が国債を買わなくなって他に買い手がいない

と、国債は暴落し、金利は暴騰する。 

 こうした混乱を回避する上策は急激な経済成長を起こすことだが容易ではない（三陸沖に

油田でも発見されれば別だが）。となると、あとはひたすら抜本的な財政再建策をし、国債へ

の信認を保つしかない。一見、心地よい今のアベノミクスには当然ながら終わりがある。出口

には、成長戦略があってもなくても増税と歳出削減策が待っている。 

 すでに消費税の 10％への増税を先送りし、ムーディズによる国債格付けが下がった。新政

権はナントかバズーカだのといった威勢のいい政策は日銀に任せ、前代未聞の歳出削減策

に取り組むべきだ。 

 だが、総選挙後の総理の関心はおそらく経済よりも憲法改正に向くのではないか。また選

挙で勝ってたがが緩んだ連立与党は従来型のばら撒き路線に回帰するだろう。そんな中、も

し成長戦略が不発に終わったとしても、再度の増税先送りはやりにくい。もしかしたら次回の

総選挙は、経済大混乱のさなかに行われる可能性を否定しきれない（決して見たくはない

が）。 

 遅くとも 4年後には、いや状況次第では 2年後にも次回の衆院選がある。争点はおそらくア

ベノミクスの後始末、中でも財政再建策になるだろう。だが既得権益に支えられる自公連立

政権には実行が困難に違いない。 

 官公労を抱える民主党にも無理そうだ。となると聖域なき改革をやれる政党に期待が集ま

る。第 3極や野党再編といった徒党連合ではなく、既得権益とも官公労とも一線を画し、痛み

を伴う改革を断行する改革集団が必要とされるはずだ。 

大阪でリハーサルに励む橋下徹 

 「その日」の到来に向けて、今、西の方で必死にリハーサルを繰り返している男が、橋下徹

だと筆者は思う。今回は、投票が終わる前に早々に敗北宣言をして世間を驚かせたりしたが、

維新の党はほぼ現状の議席を維持したし、比例区ではアンチ自民票を着実に集めた。 

 また、大阪が、いい話でも悪い話でも常に日本をリードしてきたことはこの連載でも度々書

いてきた。つまり、現状の大阪の退廃ぶりは、将来の日本の退廃ぶりである。大阪市内では

生活保護世帯が世帯の約 5％を占め、これは全国平均の倍の率である。また大阪市は犯罪、

自殺、学力不足など全国ワーストを総ナメしている。こんな話を東京の人が聞いたら「あそこ

は日本ではないので・・」と他人のふりをすること請け合いの惨状である。 



 だが、今のマイナス成長が続くと全国どこも大阪みたいになる。やがて政府は大阪府や大

阪市に大阪維新の会がこの 6年でやってきた改革の経験を学びにくることになる。 

全国には報じられない橋下改革の実績 

 橋下は、どん底状態に陥った大阪をついになんとかしつつある。現役世代の支援を旗印に

高校無償化、中学校給食導入などを打ち出し、生活保護の増加にもついに歯止めがかかっ

た。また教育改革の成果が見え始め、学力テストの成績もかすかながら上がってきた。 

 行政改革でも大鉈を振るった。（1）知事時代に大阪府の財政を抜本見直しし、実質黒字化

した。市長になってからは、（2）赤字の大阪市バスを黒字化した。（3）地下鉄も合理化し初乗

り運賃を値下げした。（4）府議会の議員定数を 2割削減した。（5）大阪市の WTC（ワールドト

レードセンター）を府が譲り受け、庁舎として再活用した、（6）国と協議して関西空港の債務を

処理した。 

 ちなみに（4）の府議会議員は、現在 109人（選挙区数 62）いる。これが来春の選挙では 88

人（同 53）へ約 2割減る。（5）の WTC問題では、これを機に改革派議員が自民党を割って出

て大阪維新の会ができた。 

 （6）の関西空港の債務処理では、地元知事であるにもかかわらず「伊丹は廃止すべき」「関

空会社はいったん倒産させたらどうか」という正論を政府に突きつけ、一気にナショナルアジ

ェンダにした。その後は前原大臣に協力し、その後の伊丹空港の民営化と関空会社との経営

統合への流れを作った（ちなみに前原氏との交友はこのときの成功体験に始まると思う）。 

 これらの具体的な成果は、あまり中央のメディアでは報じられない。だが大阪人の各層の心

にずしりと響いている。お金にうるさい大阪人には市バスの黒字化と地下鉄値下げが、権威

嫌いの大阪人には府議会の定数削減が、反中央の大阪人には関空問題が、不動産好きの

大阪人には WTC問題が、心地よいくらい刺さっている。 

 だから地元の橋下支持率は、いまだに 6割近くと高い。橋下イコール過激な発言という印象

をお持ちの東京人には、この高支持率は理解不能だろう。そして、橋下のようなユニークな指

導者を受け入れる大阪人のメンタリティもまた、理解不能かもしれない。しかし、橋下は明ら

かに実績を積み上げている。改革が進み、その恩恵を市民が感じているのだろう。 

 「橋下は、政治家やタレントなんかじゃない、極めて有能な弁護士だ」と一緒に仕事をした有

能な経営コンサルタント（筆者を含む！？）は口をそろえる。労使交渉や住民の説得に長けて



いるうえ公務員の使い方がうまい。官僚任せではないが民主政権時のような無用な摩擦はな

い。官僚たちは有能な首長と大きな仕事ができる喜びを語る。 

よそ者だから改革できる 

 大阪の長い歴史を紐解くと、これまでにも町の経営が立ち行かなくなり、よそからやってきた

橋下型リーダーが大改革をやって再生した実績が何度かある。 

 まずは太閤秀吉である。秀吉は、信長が焼け野原にした石山本願寺の跡地に大阪城を核

とする城下町を建設し、その後の発展の基礎を作った。大坂は、京都と淀川でつながり、瀬戸

内海経由で西日本全域からアジアにまでつながる。その地の利に目をつけ首都とした。秀吉

は尾張出身だったが、大阪人は気にしない。大阪は全国から人材を集めてナンボの街である。

いいことをしたよそ者はすべて名誉大阪人である。 

 その後の大坂は、あの徳川支配のつまらない江戸時代にあってすら天下の台所として世間

をぶいぶい言わせた。だが、明治以降、大阪経済は再び厳しくなる。そこで困った大阪人たち

はまた逸材を東のほうからよんできた。その人の名は関一。中之島で銅像になっているこの

人を知らない大阪人はモグリだ。 

 彼は静岡生まれで現在の一橋大学で教えていたが大阪市の助役にヘッドハントされる。や

がて大阪市長になり、御堂筋の拡張や地下鉄建設を進め、大阪の都市軸を東西から南北に

付け替えた。やがて関東大震災の影響もあって、大阪は昭和初期、繁栄の極みの「大大阪時

代」を享受し、一時は大阪の GDPが東京を超えた。 

 こうして関一は、秀吉同様、インフラ整備に手を付けて街を盛り上げ、大阪の町の名を上げ

た。大阪でレジェンドといえば、この関一とランディ・バース（阪神タイガース）なのだ。 

 しかしその大阪も戦後は、阪神タイガースが優勝から遠ざかるより前に、好景気から遠ざか

り、厳しい状況下にあり続けた。その間大阪人たちは、よそからの助っ人の登場を待ち詫びて

いた。そこについに現れたのが、橋下徹である。 

 ここで賢明な読者諸氏は、「橋下徹は大阪人じゃないか？」と指摘されるはずだ。だが、先

祖代々生粋の大阪人である私から見ると、橋下の大阪弁には東京弁なまり（標準語と呼ぶ地

方もあるらしいが…）が入っていてパーフェクトでない。彼は大阪育ちだが幼少期を東京で送

り、大学も早稲田に行き、東京でテレビタレントとしてならした。それに大阪人から見ると橋下

徹は大阪人である以前に弁護士である。あんなに理屈っぽくて人々にルールを守らせたがる

人間は、私たち大阪人の同類とはとても思えない。 



 ルールを決めたがり守らせたがる一面は、全国を騒がせた文楽問題でいかんなく発揮され

た。東京の文化人たちは、まるで橋下が伝統文化の価値を理解せず、文楽を狙い打ちにした

かのような批判をするがお門違いだ。橋下は、文化活動の支援はする方針だ。だが特定の団

体の運営を継続的に支援するのはよくないと考えた。切磋琢磨しなくなるし既得権益になると

考えた。 

 そして「支援対象は団体の運営費ではなく個々の事業・イベントの実施コストとする」という

ルールを作って実行した。おまけに「自分たち政治家や公務員なんかには、支援すべき事業

なんかを選ぶ能力はない」と宣言し、専門家集団（アーツカウンシル）に支援の是非の判断を

委ねた。 

 交響楽団などほかの団体にもすべておなじルールが適用されている。実に明快ではないか。

ところが「文楽は聖域」と考える“文化族”たちはおさまらない。「道路は聖域」と考える“道路

族”と同じく全国の文化人に訴え、橋下を断罪し全国に間違った印象が広がった。 

大阪の建て直しが終わったらいよいよ日本の再生 

 さて、常に大阪は日本に先んじていることは繰り返し述べてきた。アベノミクス後の日本が今

の大阪のように荒廃することは自明と言っては過言だが、まあ、そうなるであろう。荒廃した日

本を建て直すのは並大抵のことではない。 

 リーダーには、できるなら今のうちからどこかでリハーサルをしておいてもらいたい。田舎の

町では鍛えられない。東京では大きすぎる。ならばどこがいいかというと、まさに大阪が適地

なのである。 

 大阪の立て直しは、それ自体がもちろん大きな課題であり、簡単ではない。しかし、同時に

大きな視点から見れば、それは日本の立て直しのリハーサルでもあるのだ。 

都構想は、道州制のリハーサル 

 ちなみに大阪市役所を解体して府と統合する都構想の実現は、道州制導入のリハーサル

でもある。維新の党で国政に人を送り込んでいるのも先兵派遣のようなものだ。大阪人として

は大阪が日本を改革するリーダーのリハーサル場を提供していることを全国から感謝しても

らいたいと思う（プロ野球の宮崎キャンプに相当する）。 



 橋下徹は名誉大阪人とレジェンドの称号を両取りし、さらにその先の何かを手に入れるかも

しれない。この次（第 48回）の衆院選の争点や各党の議席の結果がどうなるかは、まったくわ

からない。 

 だが私はかつて 09年、民主党政権が誕生したとき、某新聞の取材に対し、「民主党に改革

は期待できない。だが野に降りた自民党は地を這い、必死で学習するだろう。4年後に政権を

奪還したときには明らかに今よりもいい政党になっているだろう」と予言した。 

 このコメントは「悲観的すぎ、早すぎ」としてデスクのところで没になったらしいが、今にして思

えば当たっていた。だから今回の「大阪の改革モデルが日本を救う」という予想も当たりそうな

気がする。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一の“あまのじゃく”改革談義 

 この連載では、“改革屋”の元マッキンゼー共同経営者である上山信一・慶応義塾

大学総合政策学部教授が、世間の本音を代弁し、世の中に転がっているおかしなこ

とを次々と斬っていきます。 
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Finding #1 : Unhealthy Growth

Consumption of medical care will inevitably rise as the consequence of an 
aging population and technological progress. In other words, medical care 
will grow on its own without government support. However, if medical care 
continues to focus on traditional treatment and medication, the financial 
burden on the patient and the government will only keep getting heavier. 
Thus a simple growth of industry size/volume is neither healthy nor 
sustainable.

Medical expenditures in Osaka Prefecture, for example, reached 2.8 trillion 
yen in 2010. The prefectural government pays about a quarter of this 
amount, while municipalities — cities, towns and villages — must cover the 
National Health Insurance deficit of their citizens. Although medical costs are 
supposed to be covered by the patient and the insurance system, the fact of 
the matter is that local governments are responsible for half of the total 
expenditures. Looking to the future, improvements in medical technology 
mean that there will be more elderly people, many of them living longer while 
suffering from illnesses. This will accelerate the rise of medical costs (an 
estimate of the charge on public finance suggests it will be 1.7 times today’s 
level in 2025). Medical care may be a growth industry, but that is no cause 
for unconditional celebration.

Finding #2 : Needs of Shift from Remedy to 
Prevention

In order to nurture medical care as a growth industry, there is a need for 
restructuring today’s “medical industry” in the narrow sense, which has 
historically focused on treatment and medication, and transforming it into a 
“health/medical care industry” that focuses on health promotion, prevention, 
early diagnosis and preventing aggravation.

Treatment and medication are inevitable once illness sets in, but the real 

needs of a patient are to do the best to avoid falling ill, and, when ailing, to 
avoid aggravation and return to normal life as soon as possible. To this end, 
it is necessary to minimize conventional treatment and medication to the 
extent possible and to transform medical care services by placing at their 
center health promotion at the pre-illness stage, prevention, and 
prognostication and prevention of aggravation (nursing and livelihood 
support, rehabilitation, etc.). Nutritional supplementation and health 
promotion through exercise guidance are typical examples. Then there are 
medical examinations, as well as medical checkup businesses for early 
prognosis and discovery of diseases. “One-coin” (500 yen) blood tests, PET 
scans, and genetic analysis services have been growing recently, as have 
rehabilitation and nursing care to avoid aggravation in the event of illness.

Finding #3 : Leadership of Local Governments for 
Transformation

Rehabilitation, daycare services, nursing and livelihood support for the 
elderly are very effective in preventing aggravation. They are of particular 
value in preventing the elderly from becoming permanently bedridden. 
However, the people and institutions currently engaged in medical care and 
nursing are not very mindful of this. We should be making investments in 
these services with the local governments taking the lead.

Progress in medical care means that more people will live out long lives 
while bedridden. Such people are unhappy because of the low quality of their 
lives, while medical expenditures keep piling up for them and their families. 
The burden on public finances also grows. Local governments should 
aggressively invest in the various services that help stave off becoming 
bedridden and other forms of aggravation (e.g. daycare services to maintain 
muscular strength, livelihood support to ease the daily burden, retrofitting to 
prevent falls, rehabilitation after fractures, etc.) as upfront investment. Those 
expenditures will eventually wind up restraining medical and nursing 
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The medical/healthcare sector is one of the few growth areas remaining in the developed economies. For 
individuals, though, if they can live without medical care in the narrow sense — treatment and medication — all 
the better; this is an unusual industry in that it cannot be developed through measures to boost demand. 
Moreover, medical care may be a growth sector for the economy as a whole, but it is problematic from the 
perspective of public finance. Half the medical costs are covered by government money, and many local 
governments groan under the burden of deficit covering under the National Health Insurance system. In short, 
the growth of the healthcare industry is unwelcome at the individual level, and inevitably puts more pressure on 
the public coffers.

Thus, while the Japanese government proclaims that “Medical care is a growth industry”, all that local 
governments can think of is “How are we going to keep medical costs down as the super-aging society draws 
near?” Indeed, nurturing medical care as a growth industry without damaging public finances imposes a 
serious dilemma. In Osaka, where a large number of pharmaceutical firms are located, the city of Osaka and 
Osaka Prefecture came together last year to set up the Medical Care Strategy Commission to tackle this 
challenge. The following are my personal thoughts that I came away with after debates there as chairman of the 
commission.
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expenditures down the line. It will also directly enhance the quality of life of 
the individual and extend healthy life expectancy.

Finding #4 : Change People’s Behaviors

In changing the focus of medical care from treatment and medication to 
health maintenance, prevention and preventing aggravation, providing new 
services is not enough. It is necessary to create a framework in which the 
health insurance societies, local governments and other insurance providers 
promote changes in the behavioral patterns and lifestyles of the insured. 
Active engagement on the part of these insurance providers is effective, such 
as imposing penalties including out-of-pocket payment of all costs for 
illnesses that emerge after rejecting early checkups and checking 
prescriptions to actively provide health guidance and recommend outpatient 
treatment.

People realize the value of Japan’s public medical insurance system only 
after they become ill and receive its sophisticated services. As a result, the 
Japanese public is apt to be lulled into the unstated assumption that “the 
insurance system will heal you if you become ill”. The importance of 
spending money on prevention through exercise and health promotion is not 
recognized sufficiently, and businesses involved in health promotion 
(supplements, equipment, nutritional food, etc.) as well as sports have not 
enjoyed adequate growth rates as one of the important healthcare industries. 
These services on the margins of medical care and beyond should be 
encouraged to grow.

Finding #5 : Expand the Role of Paramedic 
Professionals

In order to develop prevention, diagnosis and suppressing aggravation as 
new growth areas, “medical preventive activities” — which are 
overwhelmingly entrusted to physicians (medical doctors) currently — must 
be unbundled in order to delegate authority and responsibility to nurses, 
rehabilitation specialists, technicians and other paramedical professionals. 
This will enable physicians to concentrate on more sophisticated and cutting-
edge medical treatment, thus enhancing the overall efficiency and 
effectiveness of medical services.

In Japan, regulatory requirements force minor diagnostic and therapeutic 
acts that are left to nurses and other paramedical professionals elsewhere in 
the world to be conducted by physicians. Easing restrictions here means that 
physicians will be saddled with fewer routine tasks, nurses and other 
supportive medical professionals will have their status and compensation 
improved, and the manpower shortage and other problems will be solved. To 
this end, a review of the work legally dedicated to physicians, some of which 
has become a form of vested interests, is urgently required.

Finding #6 : Service Coordination for the Patients

In a super-aging society, service coordination among the various service 
providers in the medical care industry will become a necessity. Very elderly 
people tend to have multiple illnesses, so medical institutions and 
pharmacies must work together to watch out for complications and side-
effects.

Up till now, treatment for new acute-stage patients has been at the basis 
of medical care, with daily outpatient care and maintenance all that remains 
to be done. In a super-aging society, a variety of needs that do not fit this 
pattern will arise. From medical care at home for the bedridden very elderly 
to home nursing, late-stage caregiving, rehabilitation from falls, catering and 
housekeeping services, and to cognitive impairment diagnosis and 
prevention, the needs are varied. Moreover, many of these requirements 
arise simultaneously at the individual patient level. The great fear involves 
risk, most typically the risk of side-effects and other consequences of 
receiving medication from multiple medical departments. To avoid such risks 

and prevent aggravation, there is a need for timely coordination, between 
nursing and medical care, rehabilitation and medical care, and the like. Local 
governments with their authority and resources are the most suitable 
coordinators.

Finding #7 : Investment in ICT

The future of the medical care industry lies in its development as an 
information and communication technology (ICT) industry; ICT investments 
are a must.

In the past, services for a patient have been the self-contained activities of 
a single institution or facility. As this is increasingly no longer the case, with 
services being provided in conjunction with each other, a systematic record 
of information regarding tests, treatment, medication and other relevant 
matters concerning the individual patient becomes necessary. Electronic 
clinical records and prescription can satisfy some of the needs, but all 
information on each patient must be consolidated into a single file, and we 
do not yet have a complete system for that in Japan. There are maternity 
health record books for infants and mothers, and some local governments 
issue nursing care record books. On the island of Sado in Niigata Prefecture, 
IT-based networking among institutions is established. However these are 
experimental cases. Countries like Denmark accumulate data on all of their 
citizens from birth, which are then used for treatment and prevention. It will 
soon be necessary in Japan to invest in information technology, including 
the means to share information on patients through ICT. It will also be 
possible to use the big data that will be generated for the purpose of 
improving the quality of medicine and treatment.

Suggestive Conclusions

The importance of supply-side deregulation to achieve growth in the 
healthcare industry has been widely discussed among Japanese policy 
makers. Adding to this, attention should be paid on the demand side to 
nurture growth in the healthcare industry; firstly, an incentive mechanism to 
change the behavior of the insured toward early stage checkups and 
treatment is necessary. Secondly, coordination among medical and care 
services to prevent aggravation for patients is important. Local governments 
as the biggest sponsors of the National Health Insurance system can play a 
pivotal role in these areas. 

Shinichi Ueyama is a professor at the Faculty of Policy Management, Keio 
University, and executive adviser to the governor of Osaka Prefecture and the 
mayor of Osaka City. He previously worked for 14 years as a consultant for 
McKinsey & Company.

On supply side

Role of national government

On demand side

Role of local government

-  Deregulation to achieve mixed 
billing of medical care services 
under Japanese Health Insurance 
System

-  Incentive mechanism to change the 
behavior of the insured toward 
early stage checkup and treatment

-  Timely coordination of medical and 
care services from patients’ 
perspective

-  More emphasis on non-medical 
health services such as daycare 
and rehabilitation

-  Expansion of the role of nurses and 
other paramedical staff by 
unbundling physicians’ role

Source: Compiled by Author
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