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第 121回 どうなる大阪の府市統合  

---（1）大阪府・市統合本部の役割 

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

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

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

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

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

合本部の作業の進捗を紹介していきたい。 

 

●統合本部とは何か 

 

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

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

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

務員基本条例などを議論した。 

 

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

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

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

市制度改革」である。都区制度の設計や財源調整制度を設計する。 

 

●これが本当の「事業仕分け」 

 

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

め方について知事・市長に提案をし、了承をいただいた（資料は下記リンク）。 

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

概要は以下のとおりである。 

 

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

る。 

 

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

たうえで梱包をやり直す。そして新しい組織に向けた仕分けをする。 

 

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

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



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

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

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

職員研修等）。 

 

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

も、改革案を前提に仕分けの行き先を考える。 

 

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

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

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

はあまり議論がなかった。 

 

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

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

途中の過程では現場から自由に改革案を発案してもらう。 

 

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

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

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

 

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

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

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

と統合の方針を示す予定である。 
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第120回 “成長戦略”としての「大阪維新」 

 

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

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

営化するので都庁は東京よりもスリムになる。 

 

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

を行政組織の再編、つまり行政改革の手段と考えている。これは正しくない。 

 

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

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

とにとどまらない。 

 

 もう少し詳しく説明しよう。 

 

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

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

の2つに熱心に取り組んできた。 

 

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

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

速道路も未完である。こういう状況では商都としてはやって 

いけない。 

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

ては学力テストの公表や教育委員会の改革に取り組んできた。 

 

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

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

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

有効だ。だから国とネゴシエーションし、場合によっては戦う。 

 

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

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

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

 

 具体的には 

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

う。 

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

る。またそれによって土地を有効利用する。 

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



などを削り、またサービスを向上させる。 

 

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

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

積がある。それをうまく生かせば“自然治癒力”が発揮できるのではないか。 

 

 そのために必要なのが 

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

規制緩和を迫る。 

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

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

択肢）」というユニークな地位にある。これを生かす。 

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

ド価値を向上させる。 

 

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

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

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

そう上げるだろう。 

 

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

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

らのためには今、大阪市が所有する市域の26％にも達する土地が活用できる。 

 

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

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

を「一国多制度」に変えていく突破口でもある。 

 

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

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

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

れてマレーシアも慌てて自己改革して成長した。 

 

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

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

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 
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第 119回 「維新」は単に“大都市制度“の見直しの問題なのか？ 

      ---もう止まらない「一国多制度」への流れ 

 

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

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

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

本質はそれにとどまらない。 

 

●そもそも国が地域制度を決める必要があるのか 

 

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

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

いったカテゴリーやメニューを用意することも余計なお世話である。 

 

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

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

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

 

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

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

郡がやる地域など様々だ。なぜなら地域ごとに事情が異なるからだ。 

 

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

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

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

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

障を来す。 

 

●一国多制度の時代 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

●一国多制度こそ規制緩和と道州制への近道 



 

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

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

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

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

選挙区制）を経て、政権交代を経ても光明が見いだせない。 

 

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

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

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

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

い。 

 

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

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

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

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

それでいい。無理に全国一律に道州に変えようとするから話が進まないのだ。 

 

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

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

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

 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 
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第118回 なぜ統治機構の改革が必要なのか？ 

 

 筆者が政策特別顧問を務める地域政党「大阪維新の会」では、しばしば「統治機構 

の改革」という言葉を使う。統治機構とは、議会や行政機関の組織構造や運営ルール 

のことをいう。政策の刷新や財政再建はもちろん重要だ。だが統治機構が時代遅れの 

ままでは、いくら素晴らしい政策を打ち出しても迅速な意思決定、そして確実な実行 

はできない。今回は主に大阪の事例を基に、なぜ改革には統治機構の見直しが必要な 

のか考えたい。 

 

●変革を拒む「ねじれ」の構造 

 

 昨今の日本の政治と行政の問題は、何事につけ「なかなか変わらない」、そして 

「変える場合もあまりにも時間がかかる」ことである。最近の例では震災対策。ほか 

にも消費税率の引き上げ、公務員制度改革、地域主権など、政策決定にやたら時間が 

かかる。やっと方針が決まっても、手続きが煩雑すぎてなかなか実施されない。お役 

所仕事、官僚主義の弊害は昔から言われてきた。だが、最近は度を越している。あま 

りにひどすぎないか。 

 

 原因の一端は民主党政権の能力不足にある。だが、もっと大きいのは統治機構の問 

題だ。一言で言うと今の時代に全く合わない。その典型が随所にある「ねじれ」現象 

である。 

 

 例えば衆議院と参議院の「ねじれ」である。衆議院で多数派の民主党が、参議院で 

は少数派だ。そのため法案がなかなか成立せず、国会が機能不全に陥る。地方議会に 

も「ねじれ」がある。首長と議員が別個の選挙で選ばれる二元代表制の統治機構だ。 

そのために「ねじれ」が生じる場合がある。例えば改革派の首長と守旧派議会の対立 

が起こる。なかには名古屋市のように議会の解散請求（リコール）に発展した例もあ 

る。 

 

 大阪府と大阪市の方針が一致しないという問題も時代遅れの「政令指定都市制度」 

という統治機構に由来する「ねじれ」である。大阪市には財源と権限が集中する。だ 

があくまで基礎自治体なので、福祉など目先の住民ニーズを優先する。一方、大阪府 

は企業誘致や交通インフラなど、中長期の都市の成長戦略に注目する。だが権限も財 

源も乏しい。だから投資の方向が一致しない。 

 

 このように「ねじれ」は今の日本の政治行政の随所に存在する。そのために日本で 

は変革がなかなか進まない。 

 



●右肩上がり経済の終焉で顕在化 

 

 「ねじれ」の原因となる統治構造は、昔は有効に機能していた。そもそも高度成長 

時代には利害対立があまり生じなかった。政府の予算も人員も潤沢だから、配分を巡 

る利害対立が生じたとしても時間の経過と共に薄まった。また人々は政治に安定を求 

めた。そのため、「ねじれ」が生じなかった（例えば自民党の長期安定政権、地方議 

会のオール与党体制）。だが右肩上がり経済の終焉（しゅうえん）とともにこうした 

状況は一気に融解した。 

 

 「ねじれ」を解消するには統治機構の手直し、つまり法律や条例の改正が必要だ。 

しかしその作業を行うのは当の議会である。議会自体が「ねじれ」の中で機能しない 

のだから、統治機構の近代化は一向に進まない。 

 

●奇策に見えるイノベーション 

 

 こうした状況を突破するには常識離れの手法を駆使するしかない。例えば衆参のね 

じれを手っ取り早く打破する方法として「衆参同日選挙」が考えられる。その結果、 

特定政党が両院で優位を占めれば、「ねじれ」が一瞬だが解消できる。その上で一気 

に制度改正（例えば参議院の権限を抑制する仕組みの導入）をすればいい。 

 

 大阪の“ダブル選挙”も「ねじれ」を打破する努力のひとつである。大阪の地方自 

治は、長らく府と市の「ねじれ」、そして議会と首長の方針の「ねじれ」のために膠 

着（こうちゃく）状態に陥っていた。まず、自民党の有志が大阪維新の会を作り、知 

事を代表とする地域政党を立ち上げた。そして今春の統一地方選挙では府議会と市議 

会での多数派獲得を目指した。そのうえで今秋には知事と市長の同日選を仕掛けた。 

これらに勝つことで議会と首長の「ねじれ」および府市の「ねじれ」を一挙に解消し 

ようとした。 

 

 識者のなかには、「首長政党」は二元代表制に反すると批判する向きがある。だが 

大阪維新の会は、現行の地方議会の二元代表制は有効に機能していないと判断した。 

そしてそれを一元化するために“首長政党”というイノベーションの産物を編み出し 

た。また、橋下氏は府市の首長の方針の「ねじれ」を解消すべく、あえて知事の任期 

を残して辞任し、市長選に出た。 

 

 このように大阪維新の会は、都構想の実現を目指すとともに、統治機構の改革に取 

り組んでいる。だから既成政党から見ると奇策と思える手段を次々と繰り出すのであ 

る。次の一手は何か。大事なことは何も決めない国の統治機構を変えることである。 

だが地域政党がどうやって国の統治機構を変えるのか。新たなイノベーションに向け 

た活動がすでに始まっている。 
 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 
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第117回 大阪ダブル選挙のよみ方 ---本当の争点は何か 
 

 11月27日投開票の大阪市長・大阪府知事のダブル選挙に関する報道が増えている。 

全国に与える影響が大きいといわれるが、異例ずくめの選挙戦で他地域の人たちに 

はイメージが湧きにくい。今回はこの選挙の意義を解説したい。筆者は大阪維新の会 

の政策特別顧問を務めているが、本稿では極力、第三者的な解説を行いたい。 

 

●よくある疑問（1） なぜ橋下氏は市長を目指すのか？ 

 

【答】橋下氏は地域政党「大阪維新の会」の代表である。大阪維新の会としては大阪 

都構想の実現のために大阪市長のポストを獲得したい。その上で大阪市役所と大阪府 

庁を解体・再編したい。維新の会はそのために橋下氏が市長になるべきだと考えた。 

要は個人の都合ではなく、会派の戦略による出馬なのだ。 

 

●よくある疑問（2） 大阪市長のポストは知事を辞めてまで目指すほど重要か？ 

 

【答】大阪府全体に占める大阪市の面積はわずか1割だが、GDP（域内総生産）は半分 

以上、人口は3割を占める。大阪全体の都市戦略、経済再生は大阪市の政策のあり方 

にかかっている。 

 

 ところが大阪市は広域の成長戦略にはあまり熱心でない。既成政党の発想の狭さと 

も相まって、目先の住民要望への対応に終始しがちで、次世代のための都市戦略にあ 

まり投資しない。そしてこうした状況は政令指定都市の仕組みの限界に由来する。だ 

から大阪市をこの制度から離脱させる必要がある。そのためには大阪維新の会が知事 

と市長のポストを両方得る必要がある。また議会で多数派を形成する必要もある。今 

のところ、大阪府議会は維新の会が過半数を得ている。だが市議会はそうではない。 

市長の座を得ないと市役所の改革や方針変更は期待しにくい。 

 

●よくある疑問（3） なぜ大阪府と大阪市はこれほどまでに対立するのか？ 

 

【答】「大阪府が大阪市の権限を奪おうとしている」「府庁と市役所の対立」という 

とらえ方は全くの的外れである。そもそも橋下氏はもはや知事ではない。今さら府庁 

という組織の利益を追求する立場ではない。マスコミは前知事が現市長に挑戦すると 

いう構図を指して、「府と市は仲が悪い」「府市合わせ（不幸せ）」だという。 

 

 だが、今回のダブル選挙は、府庁と大阪市役所の対立（役所間紛争）に由来する 

ものではない。これはあくまで大阪維新の会という地域政党と既存政党との戦いで 

ある。府庁と市役所の職員同士、役所同士が対立しているわけではない。 



 

●よくある疑問（4） たかが「二重行政の解消」のためになぜ統治機構の再編まで 

する必要があるのか？ 

 

【答】二重行政問題の解決のためだけであれば、都構想は不要かもしれない。また各 

種会館が府と市の両方にあって無駄だといった現象は大した問題ではない。例えば稼 

働率が高ければ両方残しておけばよい。 

 

 問題は、むしろ「二元行政」である。大阪の再生のためには関空連絡鉄道などイン 

フラへの投資が必要だ。ところが府と市で足並みがそろわない。府は全体の成長戦略 

を考え、市は目先の住民サービスを優先する。そのために投資の力点がずれる。たと 

えば空港連絡鉄道にしても、前者の発想だと理想はリニアなどでノンストップ、とこ 

ろが後者の発想だと大阪市内は沿線住民の利便を考え各駅停車でどうかとなる。 

 

 いずれも一理あり、折り合いがつかない。こうした利害の調整には2つの議会、2人 

の首長の4者の足並みがそろう必要があり、現実にはきわめて難しい。こうした問題 

は一人の首長、一つの議会で決めないと、いつまでたっても結論が出ない。 
 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 
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第 108 回 「大阪都構想」への誤解を解く（上） 

 

大阪都構想については誤解が多い。とりわけ有識者やマスコミ関係者が誤解に基づいて行う批判に

は閉口する。なかには首をかしげたくなる珍解釈もある。総務大臣や民主党幹事長などが自治体の

労働組合に配慮した発言をされるのはまだよしとしよう。問題は単なる勉強不足に由来する学者、キ

ャスター、記者の無責任なコメントである。都構想を正しく理解したうえで批判や問題提起をお願いし

たい。  

誤解その 1：「都構想は分権に逆行する？」  

 都構想では巨大な大阪市役所を解体して 9～10 の特別区に再編する。この特別区には普通の市町

村以上の中核市並みの権限を与える。旧大阪市内には東京23 区はおろか普通の市町村以上の権

限をもった自治体がたくさん誕生する。これがなぜ分権に逆行するのか。理解に苦しむ。  

 現在、大阪市には24の区役所があるが実態は本庁の窓口、出先でしかない。区長は人事異動で任

命される公務員である。大阪市役所は 260 万人の市民を擁する巨大組織だ。それを大阪市長がたっ

た一人で束ねる。実際には市長の名のもとで本庁の官僚たちが地下鉄から幼稚園まですべてを取り

仕切る。  

 大阪市役所は市の25％にも上る広大な不動産を所有し管理する。おまけに関西電力の株式を1700

億円分も所有する。まるで市長は天皇、区長は官選知事、いわば“大阪市帝国”である。ここには住民

自治はない。大阪維新はこれを解体する作業であり、国の戦後改革に匹敵する。これは大阪の街の

“民主化”、正常化である。これが果たして“分権化に逆行する”改革なのだろうか。  

 「分権に逆行する」という意見の裏には、都庁が今の市役所の機能の一部を吸収することへの危惧

があるのだろう。確かに広域行政の機能（経済政策、企業誘致、港湾、空港、交通戦略など）は都庁

に一本化する。だがその目的は国からの権限委譲、つまり分権化の受け皿づくりである。  



 国の分権改革では、道州制などさまざまな地方への権限委譲の方策が議論されてきた。そこでは

必ず受け皿となる自治体の能力不足が問題視されてきた。大阪でも今までは大阪市と大阪府の足並

みがそろわなかった。それが国に対して権限委譲を渋る言い訳を与える結果となっていた。  

 そんな不都合も大阪都の誕生で一気に解消する。いよいよ大阪が国の権限を奪取できるのだ。都

構想は「国から地方へ」という分権改革の王道をいく改革である。  

誤解その 2：「都道府県が市町村を吸収するのは自治の否定。独裁化にもつながり、危険である」  

 国が都道府県に解散を命じ、直轄管理地（天領）にしたとする。これは確かに自治の否定だろう。だ

が大阪都構想では都庁は地域を直轄管理しない。誤解その 1 で述べたとおり、旧大阪市内には特別

区ができて、そこが基礎自治体として住民自治を担う。いままでよりも小回りが利くはずだ。いったい

これのどこが“自治の否定”なのか。ここで否定されるのは大阪市役所による本庁統治の体制であり、

現行の形だけの“区役所自治体制”（官選区長による区役所行政）である。否定どころか自治がやっと

“誕生”するのである。  

 ちなみにわが国では憲法が定める民主的選挙の手続きがある。独裁者は生まれようがない。また

国と府、府と市町村という階層間の組織紛争が起きても、司法手続きをはじめとする是正手段が多々

ある。住民投票やリコール（名古屋など）、そして国と戦う自治体、県庁と戦う市町村の例も枚挙に暇

がない。紛争や対立が生まれると様々な制度がフルに機能する。「都構想だと独裁になる」というの

は全く論拠の無い無責任なコメントである。いや情緒的かつ根拠を欠いた妄想である。  

誤解その 3：「大阪府知事が大阪市長をいじめるのはおかしい。もっと仲良くできないのか？」  

 これもしばしば耳にする批判だが、大阪で起きている現象は次のとおりだ。  

（1）大阪都構想をめざしているのは大阪府庁ではない。地域政党である「大阪維新の会」である。こ

の会は大阪府議会、大阪市議会、堺市議会などの一部の議員が「大阪のためだけの地域政党を作ろ

う」と考えて自民党などから離脱して作った。当然、民主党政権や、民主党や労組が支援する大阪市

長などの政治家とは立場を異にする。そもそも政党は利害の対立を前提に生まれる。それを調整す

るのが主たる役割だ。最終的には選挙で票を獲得すべく戦うために存在する。  

 “仲良くしろ（府と市の政策調整）”だとか“話し合え（熟議しろ）”といったナイーブな助言には苦笑す

るしかない。熟議を提案される識者の先生やコメンテーターの皆さんには、「失敗への道は善意に満

ちた助言で舗装されている」「事件は現場で起きている」という 2 つの格言をお贈りしたい。  



（2）大阪維新の会の代表は、たまたま知事の橋下氏が務めている。だが“知事”の職は大阪ではよそ

の地域ほど重くない。大阪の政治、行政では大阪市長が圧倒的な権限を持つからだ。たまたま橋下

氏は目覚しい業績を挙げ、また強力な発信力を誇るが、これは例外的だ。歴代の府知事は強大な大

阪市長の権限の前でなすすべを持たなかった。  

（3）かくして大阪府庁はいわば“弱小零細会社”である。大阪維新は、たまたまそこの社長も務める橋

下氏が、志を一とする地元の議員たちと始めた草の根の“独立運動”である。地域政党をつくるという

ことは、すなわち反体制運動である。当然、中央の受けはよくない。大阪維新の本質は“地域革命”で

あり、いわば“民族解放運動”に匹敵する。中央や地元の既成勢力と対話して目的が成就できるもの

ではない。  

（4）一方、大阪市役所は、大阪の街においては最大・最強の組織であり、既成の権力の中枢に位置

する。巨大な資金力と政治力を誇る超一流企業、エスタブリッシュメントである。大阪市役所は、ふつ

うの自治体ではない。大阪市役所は、既得権益の塊を擁する利権集団である。そこに労組、市長、議

会がアリのように群がり、市民をマインドコントロールにかけ、渾然一体となって現行体制の延命を図

る。何も変えないのが彼らにとっては有利である。だから「都構想」に接しても「中身が無い」としか言

わないのである。  

（5）都構想は大阪維新の一手段に過ぎない。大阪維新は行政組織の統廃合や合併自体を最終目的

としない。国からの独立（軍事、外交、金融などを除く）を目指す地域の革命運動なのである。権力を

巡る戦いだから、敵と味方ははっきりしている。敵は霞が関と永田町、そして大阪市役所である。味

方は全国各地の地域政党、そして分権自治を目指す良識ある市民たちである。  

（6）大阪維新の会は独立のための戦いを選挙という手段で進める。勝敗は住民が決めるべきだ。だ

がもし100年前なら内戦や武力革命になっていてもおかしくない。400年ぶり、大阪夏の陣、以来の大

変動である。  

 これほどの改革を行うとすれば、摩擦や紛争は避けられない。「仲良く話し合いを」と主張する他地

域の識者の皆様には、こうした深い歴史的背景をよく勉強していただきたい（拙著「大阪維新」：角川

SCC 新書）。大阪市役所がもはや自治体の体をなさず、利権組織と化している姿に愕然（がくぜん）と

されるだろう。そして現状維持、様子見を促すご発言が既得権益勢力の擁護につながるということを

自覚していただきたい。  

（次回に続く）  

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 
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第109回 「大阪都構想」への誤解を解く（下） 

 

 大阪都構想は現行制度を根底から見直す案である。そのため、マスコミ関係者や地 

元の事情をあまりご存じない識者の方々から誤解されることが多い。前回に引き続き 

Q＆A形式で解説したい。 

 

●誤解その4 

「大阪都ができると巨大な自治体が出現する。かえって非効率ではないか」 

 

 都構想では、いったん大阪市役所と大阪府庁を合併させる。だが同時に地下鉄、バ 

ス、水道、ごみ収集などの現業部門は別法人化する。東京都のように都営で地下鉄や 

水道を直営管理する（非効率な）体制はとらない。 

 

 大阪市営バスは路線別に各私鉄に事業譲渡する。先例は札幌市である。バス路線を 

民間企業に移譲した。京都市もすでに民間のバス会社に業務委託をしている。もちろ 

ん民間に任せた上でどうしても赤字が避けられない路線には補助金を出す。 

 

 また現業部門の過剰設備は廃棄する。典型的にはごみ焼却工場である。大阪市は全 

国でも最もリサイクル率が低い自治体のひとつである。シミュレーションをしてみた 

ところ、大阪市内で横浜市並みにリサイクルが進めば、市内のごみ焼却工場が3つも 

廃止できる（森之宮工場など）。 

 

 水道も過剰設備を抱えている。これも大阪市と大阪府の経営統合で整理できる。た 

とえば大阪市営の柴島浄水場は老朽化しており、運営コストがかさむ。これを廃止し 

跡地を再開発すれば、更新費用も不要となり1000億円もの余剰資金を捻出できる可能 

性がある。 

 

 このほか、地下鉄は建設資金の償却が順調に進んでおり、民営化が十分に可能であ 

る。東京メトロにならって株式会社化すればよい。 

 

●誤解その5 

「大阪市役所を解体して8～9の特別区を置くと区議会の運営でかなりのコストが 

かかる。非効率ではないか」 

 

 そもそも議員の数が増えると無駄なコストが増えるという考え方自体が間違ってい 

る。区議会議員には数や報酬に見合った仕事をしてもらえばよい。各区の職員がいま 



までやっていた仕事を議員が担うようになる。公務員の人件費が議員の人件費に置き 

換わるに過ぎない。なお、市議会議員の数は現在89人だ。区議会ができると議員の総 

数は増える。だが東京23区のように各区で30人から50人もの議員を置く必要はないだ 

ろう。 

 

 都構想は全体として膨大な行政コストの削減効果を生み出す。加えて広域行政の推 

進による経済再生や大阪都民の所得の向上などの効果ももたらす。全体としての都構 

想のメリットの大きさに照らすと、たかが区議会8～9つの運営に要するコストなど無 

に等しい。 

 

 そもそも大阪市を解体し24の区役所を再編成することで、公務員の数を2割は削減 

できる。現在の大阪市役所は横浜や福岡に比べて人員数もコストも大幅に過剰であ 

る。これを是正するだけで1000億円以上のコスト削減が可能だ。実際には現業部門は 

別法人化するので、もっと減ることになる。 

 

●誤解その6 

「大阪都になった場合、都庁と特別区の間の財源調整がどうなるか不安だ。 

国からの交付金も減らされるのではないか」 

 

 都構想は、あくまで地域政党「大阪維新の会」が提唱している。大阪府庁、あるい 

は知事が提案する行政機構の改革案ではない。財源調整や特別区の区割りなどの具体 

的な制度設計は統一地方選挙を経て、「都構想は少なくとも検討の意義あり」という 

民意が確認できてから着手すべき作業だ。府庁と市役所が連携した検討体制をつく 

り、制度設計の専門家も交えた上で国とも協議しつつ作業を行う。そうした作業がま 

だ始まっていない段階で心配しても仕方がない。 

 

 ちなみに現行の地方自治制度や地方財政制度、地方交付税交付金制度を前提に、 

「大阪都構想では財源不足に陥る」といったネガティブキャンペーンを行う向きがあ 

る。しかし大阪都構想への移行の際には当然、国から都への権限と財源の移譲を想定 

する。それと同時におそらくは、護送船団方式で維持してきたわが国の地方自治と地 

方財政制度も終わりを告げる。 

 

 今のわが国の財政状況に照らすと、現行の制度はいずれ立ち行かなくなる。それに 

もかかわらず「大阪都構想は成り立たない」と騒ぐのは愚の骨頂である。どうせ行き 

詰まるのなら、早めに大阪側も国側も仕組みを根こそぎ変えてしまおうというのが都 

構想なのである。 

 

 全国各地に地域政党ができると当然、国政にも影響を与える。「法改正はたいへん 

だ」「総務省がイエスと言わない」といった見方は古い。政治主導で変えればよい。 

頭の隅々まで現行制度に染まってしまっている既存政党や行政学者の意見に惑わされ 

てはならない。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆─────────────────── 
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第107回 大阪維新、ONE大阪、大阪都構想への疑問に答える 

筆者は2010年9月に「大阪維新」（角川SCC新書）を出版した。その後、マスコミ関係者などから様々

なお便りやメールをいただいた。多数は賛同する趣旨のものだったが、素朴な疑問や根本的な疑問

もお寄せいただいた。この場を通じて回答を試みたい。  

問1：本当に ONE 大阪（大阪都）にしたら大阪経済は活性化するのか？  

 行政制度や公共投資のあり方を変えるだけで経済は活性化するものではない。だが現状のままだ

と大阪の衰退は深刻化するだけだ。  

 ONE 大阪に切り替えると、少なくとも 3 つの効果が期待できる。  

 ひとつは、今まで府と市がばらばらに行ってきた交通インフラなどの投資を、協調して集中的に加

速できる（なにわ筋線、淀川左岸線高速など）。  

 2 つめは、大阪市が所有する膨大な資産が有効活用できる。併せて大胆な行政改革もできる。たと

えば府と市の水道事業を統合すれば、老朽化して効率の悪い柴島（くにじま）浄水場が廃止できる

（新大阪から至近距離）。ほかにもゴミ焼却施設など統廃合できる施設が目白押しである。  

 3つめには、大阪の司令官を一人にすると、中央との政治折衝力が増す。東京や名古屋の首長と連

携すれば、政権与党に対して、都市の成長戦略を進めるうえで必須の規制改革や権限委譲、あるい

は特区指定を迫る政治力が得られる。  

問2：ONE 大阪を巡る論争は府と市のトップ同士のけんかにしか見えない。単なる権力闘争ではな

いか？  

 府と市の行政部局同士はこれまでにも協調できる点では十分に協調してきた（イベント、観光集客

など）。全国の他地域と比べても劣るものではない。  



 しかし70年代から続く大阪の経済衰退と社会不安を直視した場合はどうか。あるいは上海やシンガ

ポール、ソウルのダイナミックな都市戦略と比べるとあまりにも展開が遅い。 近は財政危機でます

ます二重投資の弊害が目立つ。今までの府市連携程度では全く不十分である。  

 府のあり方にも改善の余地はある。だが大阪市のほうは政治体質に致命的な限界がある。大阪市

政は、24区の中選挙区制で選ばれた議員（わずか3000票強で当選する人もいる）が率いる典型的な

田舎の利権政治である。古くさい選挙制度が、狭い地域の目先の利益を追求する政治家を生んでし

まうのである。  

 その結果、大阪市は潤沢な資金と資産を保有するにもかかわらず、アジアと競争する大都市として

行うべき成長戦略に向けた投資を行ってこなかった。例えば、新大阪―大阪駅北ヤード間や関西空

港へのアクセス鉄道の建設をしなかった。代わりに、人口の少ない周辺東部に地下鉄今里筋線など

を建設してきた。  

 ONE 大阪とは、狭い市域に限定した利権政治に陥っている今の大阪市役所の都市経営を是正し、

都市戦略を再構築するために必須の基礎工事かつ外科手術である。  

 なぜ府市の対話と協調ではなく、いきなり統合、都構想なのか。大阪の成長戦略への投資は歴代

首長や行政パーソン、議員がこれまで 30 年議論し続けてきた。財界も主張し続けてきた。だが総論

賛成、各論反対で、ほとんど進まなかった。これまでろくにできてこなかった大阪全体の成長戦略投

資を、たかだか 近はやりの「熟議」で打開せよというのは、無責任な傍観者のコメントに過ぎず一顧

だに値しない。  

 府も市も企業で言えば破綻会社である。統合（合併）して事業効率を上げるのは当然である。投資も

一本化する。だが企業と違って自治体は倒産しない。自発的な合併や統合は制度上も簡単ではなく、

期待しにくい。また全国一律的な市町村合併のように国が指導してやれるものでもない。そもそも国

には都市経営の洞察がない。敵対的であれ、何であれ、一方が片方に統合を迫る政治的な M＆A、

つまり選挙を経て民意を結集して行う組織統合が唯一の戦略である。  

問3：大阪市を解体してより大きな都に吸収するのは地域主権、地方分権の流れに反するのではな

いか？  

 ONE大阪では「集権化」と「分権化」の両方を同時にやる。その結果として大阪は国から権限や財源

を奪取し、自立していく。したがって、これはまさに現在の憲法の下で行う合法的かつ究極の地域主

権運動である。  



 ONE 大阪による「集権化」は、産業・交通などの成長戦略分野で必須である。これは一人の司令官

（大阪都知事）の下に権限を吸い上げ、より早く、強力に進める。これによって今まで大阪市と大阪府、

さらに各局、各部がばらばらにやっていた投資や政策を、都市戦略の観点から統合的に行えるよう

になる。  

 その過程で府庁も大阪市役所も、あり方はゼロベースで見直す。特に今の大阪市役所の中ノ島本

庁の機能は解体する。そして新たに設ける広域行政の拠点、都庁機能に集約する。これは中央にお

ける霞が関（中央省庁）の解体と、官邸機能の強化（橋本改革、小泉改革）に相当する作業である。  

 一方、きめ細かな住民サービスが必要な分野、特に福祉や教育は、市区町村に任せて分権化する。

何を重視するかは、地域の実態に合わせて住民が自ら考える。  

 すでに府は小中学校の教員人事権を北摂の市に移譲すると決めた。ところが問題は大阪市内であ

る。24 の区に人口266 万人も住んでいるが、地域住民による自治が存在しない。区役所が 24 個ある

が、実態は中ノ島本庁舎の単なる出張窓口でしかない。区長は公務員であり、優秀な公務員だが地

域の実態を知らない人物がほとんどで、3 年ほどの任期で去っていく。  

 こうした区長が率いる区の行政は、基本は本庁の指示待ちであり、かつ 24 区横並びで切磋琢磨や

競争意識に乏しい。官選知事が地方を治めた戦前の大日本帝国と同じ構造である。東京の特別区の

ように公選の区長、区議会を置き、住民自治を始めるべきだ。  

問4：ONE 大阪では中途半端。むしろ道州制を目指すべきではないか？  

 大阪再生のためには、 終的には“関西州”の広域で交通インフラなどの政策を展開すべきだ。  

 例えば港湾投資。今後は阪神港だけでなく、敦賀なども活用すべきだ。今や国際コンテナは日本海

を通っている。釜山からのフィーダーや大陸諸都市への高速フェリーなどの潜在需要を取り込むため

には、大阪の資金で日本海側の交通インフラ投資をするといった仕組みがあってよい。琵琶湖から

大阪湾に至る環境戦略も、府県を越えて展開すべきだ。関西州の仕事は山ほどある。  

 だが関西の牽引役は大阪である。そこが分断国家状態では話にならない。また大阪の経済と政治

が健全でなければ、関西州は機能しにくい。  

 EU（欧州連合）の例が参考になる。EUは独仏の融和を経て通貨統合や拡大EUの構築に至ったが、

その前提が東西ドイツの統一だった。関西州も、府市の統一と合併が政治的には先決である。  



問5：首長が議会で多数派を占める地域政党の長を兼ねるのは、地方自治の 2元代表制の趣旨に反

し、民主的ではない。独裁になるのではないか？  

 「2 元代表制の下では、首長は議会の多数派と対立関係にあるべき。そのほうがチェックが効いて

健全で民主的」という見方は一見正しそうに見える。だがそれは、いわゆる“ねじれ現象”を招き、行

政に混乱を招く場合も多い。  

 だから現実には、2 元代表制でも首長が議会の多数派の支持を得ている事例が多い。自民党や民

主党の議員が首長になる例は多い。ひどい場合には与野党相乗りで首長を担ぎ、議会に多数派与党

勢力を作って議会とのなれ合いによる談合政治に陥っている。  

 こうした実態があるにもかかわらず、これまで各地の自治行政は「2 元代表制に反する」という批判

を受けることはなかった。なぜ地域政党と首長が連携した場合には問題視されるのだろう。唯一の違

いは、既存政党の党首が首長を兼ねることはなかったという点だけだ。  

 さらにいえば、何十年も前の米国製のわが国地方自治の 2 元代表制が、実態に合った制度かどう

か、日本の民主主義の成熟に貢献する制度かどうかも怪しい。  

 2 元代表制は小さな政府、権力の濫用（らんよう）を防ぐ目的で導入されてきた制度であり、歴史的

にはきわめて古い制度である。戦後の福祉国家、大きな政府には向かない。  

 また、そもそも自治体に中央と同じような政党政治が必要か疑わしい。海外の地域政治では、政党

がそもそも存在しない例、あっても地域政党だけという例もある。  

 そもそも、地方自治制度は地域の実情に合わせて決めればよく、一国多制度がよい。わが国では、

識者や中央官僚が全国一律の自治制度を前提に、2 元代表制と 1 元代表制の是非をしたり顔で論じ

ているが、そのこと自体がナンセンスであり、かつ地方を軽視する発想の表れである。  

 今の大阪の場合は地域再生が経営課題であり、おそらく権力は集中させるべきで、1 元代表制がよ

い。そして ONE 大阪が必要だ。だが、よその地域では必ずしもそうではない。全国一律の発想、国と

相似形の発想で自治体の政治のあり方を論じること自体が、地域主権の時代にそぐわないのであ

る。 

 

 

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


















