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第154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（3） 

 

 前回に続き、今回は教育や貧困対策を中心に府市の改革を見ていく。 

 

（4）教育改革 

 大阪府・市の学力、特に小中学生の学力は全国の最下位レベルにある。橋下知事（当時）

は教育を最大の課題ととらえ、2008 年の就任直後からその改革に熱心に取り組んだ。改革

は、第 1に現場支援、第 2に学校経営のテコ入れ、そして教育委員会制度の見直しの 3段

階の領域に及んだ。 

 

 知事は、まず公立の小中学校教育の担い手である各市町村の教育委員会に学力テスト結

果の公開を迫った。「低学力は大問題」という共通認識を作り、課題の「見える化」を図ったの

である。また、教育行政への首長の関与のあり方と責任の所在を条例で定めた。現場支援

としては、教室のエアコンの設置と中学校での給食を始めた。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。このことが学力にも影響しており、まず

は食べさせてあげようと考えた。 

 

 府立高校については学区制を廃止した。また、私立高校への一律的な補助金を見直し、生

徒に対して授業料を支援する制度を始めた。そのことで、親の収入に関係なく自由に行きた

い学校を選べるようにした。こうして大阪では公立も私立も全ての高校同士が切磋琢磨（せ

っさたくま）する環境を作った。 

 

（5）現役世代への重点投資（大阪市） 

 大阪市は 2012 年度以降、子育て支援や教育予算など現役世代向けの予算を大幅に拡充

してきた。金額は、2011年度の 67億円が 2014年度には 270億円にまで増えた。中身は、

子ども医療費助成の拡充、さきほどの中学校給食、小中学校の ICT 教育やエアコン整備な

どである。 

 

（6）貧困・弱者問題への対峙 

 大阪市の西成区は日雇い労働者が多く、生活保護の受給率も高い。今回の維新改革では

「西成特区」というプロジェクト名のもとで、西成区の地域再生、弱者支援のテコ入れを始め



た。その際には府警を含む大阪府、市役所の本庁、区役所の連携体制を作った。 

 

（7）既得権益の見直し 

 大阪府は他府県と同様に、かつては社団法人日本観光協会（現・公益社団法人日本観光

振興協会）に170億円、中央労働災害防止協会に38億円など、国の関連団体への賛助金を

毎年払っていた。維新改革ではこれらを廃止した。またトラック協会やバス協会への補助金

もいったん廃止した上で事業の再構築を求め、その上で再開した。 

 

 既得権益の見直しという意味では、高齢者向けも例外とせず、全員に対して一律で行って

いた税や水道料金などの公共料金の減免も見直した。   

 

（8）文化支援の見直し 

 文化事業の支援予算も既得権益と化していた。維新改革では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）への府の補助金を段階的に廃止し、自立させた。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今までの補助金の仕

組みを変え、観客のニーズに向き合い、経営の自立化に向けた努力を促す補助制度に変え

た。 

                                                   （続く） 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第155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（4） 

 

 前回に続き、今回も大阪の維新改革の進捗を評価する。今回は行財政改革について 

報告する。 

 

（9）権限委譲  

 府から市町村への権限委譲が進んだ。大阪府から市町村に権限委譲された条項の数は、

今や全国 1位（1955条項）になった。 2009年には全国 15位（779個）だったのに比べると

大躍進だ。これは「意思決定はなるべく現場に近いところで」という考え方に基づく。小さな市

町村については、権限を委譲するために共同の受け皿組織を作ってもらうことまでやった

（例えば小中学校の教育人事権など）。 

 

 大阪市も同様である。本庁から各区役所への権限委譲が進んだ。一般会計予算に占める

区の自主事業予算の割合も増えた。2014年には 2012年比の 3倍に増え、その割合は他の

政令市をはるかに上回る。 

 

（10）人事制度では全国初の改革が多数 

 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。さらに府市ともに職員の人事評価に相対評価を導入したほか、幹部職員

のポストを広く公募した（24の区長ポストのうち 18を外部から登用）。 

 

（11）財政規律と公共事業の問い直し 

 受益者の視点から公共事業や治水戦略のあり方を見直した。具体的には槇尾川（まきお

がわ）ダムの建設を中止したほか、ダム一辺倒の治水政策を転換した。財政については「収

入の範囲内で」の原則を徹底し、もともと黒字だった市に加え、府も単年度の実質収支を黒

字化させた。 

 

（12）情報公開 

 これについては、府市ともにこの 5年間で透明性を大幅に高め、全国市民オンブズマン連



絡会議の調査ではついに全国1位となった（直近の 2010年と 2011年）。 

 

（13）国の制度の見直しの働きかけ 

 今回の維新改革では、大阪の実態に即した改革を進める途上で、国の制度のおかしさへ

の気づきが多々あった。大阪府市から国に制度の見直しを働きかけて、大阪発の問題提起

が国の政策転換につながった。 

 

 たとえば直轄交付金問題、学力テストの公開問題、関空問題、教育委員会制度などである。

なお、医療戦略やエネルギー戦略についても、府市合同で全国から有識者を集めた検討会

議を設け、大阪独自の政策を立案した。 

 

 以上 4回にわたって維新改革の内容を紹介してきたが、この 7年の間に大阪はずいぶん

変わった。多くの住民が、地下鉄の値下げや終電延長、あるいは駅のトイレがきれいになる

といった身近な変化を感じている。2014年 9月に読売新聞社が大阪市内の有権者を対象に

実施した調査では、橋下徹市長の支持率が 56％、そして都構想への賛成が 53％と過半数

を超えた。 

 

 だが、大阪都構想や地下鉄民営化など大きな問題の解決は、最終的には議会の賛成を得

なければ進まない。これらの帰すうについては、今年4月の統一地方選挙、そして5月の大

阪都構想の住民投票の結果を待つことになるだろう。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第156回 「大阪都構想」は国鉄の分割民営化以来の大改革 

 

 本コラムでも何度か触れてきた大阪都構想の住民投票が 5月17日にある。有権者227万

人を対象とする前代未聞の大規模なものだ。 

 

 大阪都構想が実現すると、大阪市は廃止され、東京23区と同様の本格的な特別区が 5つ

出来る。大阪市には 24の区役所があるが、本庁の出先でしかなかった。区長は公務員だし

区議会もない。都構想ではこれらを 5 つに集約し、特別区として市役所と同等の権限を与え

る。区長は公選で選び、区議会も置かれる。ただし、今回の住民投票では大阪府の名称は

変わらない。「都」への改名は別途法改正が必要だ。 

 

 現地は賛否両論で真っ二つに分かれている。賛成派は 269万人を擁する巨大な大阪市の

市役所の機能不全や不祥事、大阪府と大阪市の二重行政の無駄を指摘する。また最近で

は地下鉄、バス、水道、ごみ収集などの民営化案をひたすら否決し続ける今の市議会のあ

り方を批判し、もはや存在意義すら疑問とする。改革の最大の阻害要因である議会を変える

には、都構想くらいの荒療治が必要だと言う。 

 

 反対派の筆頭格は現職の市会議員たちである。今の市議会は各 24 区の中選挙区制で、

わずか4000票ほどで当選する人もいる。これが5区に統合されると広域からの支持が必要

となり、議席を失うリスクが出てくる。2世、3世の議員の場合、家業が消える。市民の中にも

反対派はいる。何も府と市を統合しなくても二重行政なら話し合いで解決すればよいという

意見や、誇りに思う大阪市がなくなるのは寂しいといった意見、市役所の財産を区役所や府

に渡すのは不安だ、公共事業で衛星都市が優先されるのではないかといった懸念が渦巻

く。 

 

●都市再生の起死回生策 

 

 10 年前、大阪市役所は職員厚遇問題に揺れた。筆者は当時の関市長と大平助役に請わ

れ、外部委員として改革に参画した。その後、2011 年冬に橋下氏が市長に就任した際に改

めて特別顧問となり、一連の改革に助言してきた。 

 

 10 年前に比べると、大阪市役所はずいぶん良くなった。とりわけ橋下市政になって懸案が



一気に解決した。年収 1000万円を超える高給取りがいると国会で批判された市バスの職員

の賃金が 2割削減され、地下鉄の終電延長や初乗り運賃の値下げも実施された。だが大阪

市の財政状況は依然、全国政令市の中でも最悪のレベルにある。また、法人税への依存度

が高い府の財政は、市よりもさらに悪く、どちらも予断を許さない。 

 

 目を街に転じれば、この 30 年来、大阪からは大企業本社の流出が相次いだ。大阪府の

GDP が全国に占める割合は今や 8％弱にまで下がった。経済の悪化とともに失業、犯罪、

自殺が激増し、大阪は今や各種指標の全国ワーストランクの上位を独占する。 

 

 このように大阪は瀕死の状態にあり、起死回生策を必要とする。したがって今回の都構想

は、単に行政サービスの提供単位を地元密着型の特別区に変えるという制度変更にとどま

らない。新たに特別区を作ることをきっかけに、自律改革ができなくなった市議会と機能不

全に陥った巨大な市役所組織を解体し、都市の健全な経営機能を回復するという意義も大

きい。 

 

 考えてみれば、わが国の改革の歴史は、巨大組織を解体する歴史だった。戦後の経済復

興は財閥解体に始まり、80 年代の中曽根改革では、自律改革能力を失った国鉄が地域分

割され、また民営化された。大阪都構想もこの系譜に連なる大改革である。今回の住民投

票で大阪都が実現すれば、全国の自治体改革に与える影響は甚大だろう。 

 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第157回  5.17ショック---大阪都構想が 全国の自治体に与える影響を考える 

 

 5月 17日にわが国では前代未聞の大規模な住民投票が行われる。“大阪都構想”の

賛否をめぐる住民投票である。対象は大阪市の全有権者、約 215 万人である。総投票

数の過半数が賛成を投じると大阪市は無くなり、東京と同様の5つの特別区に再編され

る。これは大都市地域特別区設置法の規定による住民投票である。その後の地元の議

会や首長の意思決定を必要とせず、自動的に結果が決まる。 

 

●全国への意味合い 

 

 都構想をめぐる各種報道を見ると、本件を大阪特有のローカル課題ととらえ、他地域

への影響はあまりないといった見方が多い。しかし、これは間違いだ。直接、すぐに影

響を受ける自治体はないだろうが、だんだんとボディブロー的に影響が全国に広がる

だろう。 

 

●全国の政令市への影響 

 

 今のところは他都市で「政令市を廃止して特別区にしたい」という動きはあまり見られ

ない。だが、大阪でこれが実現し、その後に予定される法改正で大阪府が「大阪都」に

改名されると、「後に続くべきではないか」という意見が各都市で出てくるだろう。 

 

 まず、最初に道府県と政令市の二重行政の総点検が本格的に行われるだろう。政令

市では特別区に見ならって区長を公選、あるいは公募で選ぶ動きが加速するにちがい

ない。また住民に近いところに決定権を与えるという考え方が広まり、市役所本庁の権

限を区役所に委ねる動きも出るだろう。 

 

●他の自治体への意味合い 

 

 影響は政令市以外にも及ぶ。まず、自分たちの地域の実態に合った自治制度を作り

たいという意見、つまり一国多制度への動きが高まってくるだろう。大阪が大阪の特殊

事情を国に訴え、新法の制定を迫り、全国一律の政令指定都市制度から離脱したとな

ると、「なぜ大阪だけなのか」というよい意味での対抗心や問題意識が各地に芽生えて



くる。「ウチにも適した制度があるのではないか」という考え方が広がるだろう。また、議

会のあり方まで全国一律で細かく規定する地方自治法の規定の緩和要望なども出てく

るだろう。こうした動きはさらに、いわゆる護送船団方式の財政運営の見直し論議にも

つながる可能性がある。 

 

●行政改革への意味合い 

 

 都構想が実現すると、大阪市の廃止を機に従来にない大規模な行政改革が始まる。

府市の施設は全て経営統合される。たとえば大学も病院も今は府と市が別個の独立行

政法人で運営しているが、大阪市が廃止されると府立一本となり、やがて機能の再編、

最適化が始まるだろう。今までにない強力で大きな規模の大学や総合病院がつくれた

り、逆に一部の施設は二重行政の観点から廃止といった流れもありうるだろう。 

 

 具体的には都構想が実現すると、まず府市の個々の事業の仕分けが行われる。つま

り（1）特別区の事業となるもの、（2）特別区が作る一部事務組合が事業主体となる事業

（ゴミ収集など）、（3）大阪府が一元的に担うものに分かれる。その棚卸しの過程で重要

性の低い事業や過去からの慣習やしがらみに基づいて実施されてきた補助金や手続

きの見直しも進むはずだ。 

 

●民営化の加速 

 

 大阪の維新改革では、地下鉄、バス、上下水道、ゴミ収集などの民営化（一部に上下

分離やコンセッション方式もある）を都構想の 3本柱の一つとして打ち出してきた。だが

市議会の反対で実現できていないものがほとんどだ。都構想が実現するとこれらの事

業は、自動的に府の事業となる。地下鉄もこれまでは 3分の 2の可決が必要なため市

議会が拒否権を発動して民営化を阻止していた。だが阻止し続けたままでいると、やが

て大阪市が消滅して府営地下鉄となる。そして府議会で過半数を得れば民営化が決ま

る。 

 

 一方、大阪市議会が存在するうちに民営化を議決すれば、地下鉄は特別区の共同出

資会社となる。おそらく市議会は後者を選ぶだろう。その他の事業についても同様だろ

う。今まで民営化に抵抗してきた市議会が特別区の共同出資事業という形態の民営化

を決議し始めるのではないか。 

 

 かくして旧大阪市では上下水道から交通、ゴミまで、都市のインフラ機能のほとんど

が民営化されるだろう。これが他の政令市に与える影響は甚大である。名古屋や東京

の公営地下鉄の民営化の議論にも火が付くし、今のところ全国であまり進んでいない

上下水道の民営化が大阪を皮切りに加速する可能性がある。 

 

●国政への影響 

 

 国政への影響も大きい。まず地方政党が自らの意思で自治体のカタチを変えたとな



ると、既存政党に対抗する地方政党が各地で出来るのではないか。またそれを母体に

国会に議席をもつ地方政党が大阪以外からも生まれる可能性がある。そして彼らが国

会でキャスティングボートを握る存在になれば、地方自治法の全面改正が可能となる。

そこから本格的な一国多制度、さらに道州制に向けて風穴が開くことになる。 

 

 このように大阪の都構想は大阪だけでなく全国の政令市、そして全ての自治体のあり

方を大きく変える可能性がある。いまのところ 5月 17日については、橋下 vs既存政党

の戦いだとか、安倍政権の憲法改正との関係などが取りざたされがちである。しかし全

国の分権改革に与える影響についてもっと議論されるべきだろう。 

 

 

 

─◆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            
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コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第158回 都構想は大阪市改革の集大成－－この 10年間を振り返る 

 

 「大阪都構想」への賛否を問う 5月17日の大阪市の住民投票に向けて、賛成・反対の

両派の主張が熱を帯びている。両者の主張を聞くと、最大の争点は「大阪市役所の解

体の是非」にあるようだ。私はたまたまこの 10 年間、大阪市役所と大阪府庁の改革に

深く関わってきた。わずか 10 年ではあるが、歴史の証人としての立場から大阪市役所

の改革を振り返ってみたい。 

 

●改革の皮切りは、10年前の職員厚遇問題 

 

 今から 10 年前、大阪市役所は職員厚遇問題（ヤミ年金、カラ残業など）で猛烈な批判

を浴びた。テレビの街頭インタビューでは「大阪市役所は大阪市から出ていけ」とまで

言い放ったおばさんがいた。当時の市役所は、それほどまでに市民から恨まれてい

た。 

 

 その後、市役所の改革は進んだのか。経費節約や採用抑制は進んだ。窓口でのサ

ー 

ビスも良くなった。しかし地下鉄、バス、水道の民営化などの抜本改革は、すべて市議

会が拒否した。全国の政令市で最悪の財政状態に照らせば、大阪市役所、いや大阪市

議会にはもはや自浄能力がないと批判されても仕方のない状況である。 

 

●変われない原因は議員の選挙制度 

 

 なぜか。原因は、選挙制度にある。狭い市内が 24 区の中選挙区に分けられ、どこの

会派も過半数が取れない。一方でわずか 3000～4000票で当選する議員がいる。2世、

3 世の世襲議員も多く、身の回りの支持者の意向にばかり忠実で政策にあまり興味が

ない。彼らは地元の利害を市役所に伝えるロビイストの仕事に徹し、そこでの影響力を

最大化することしか考えない。 

 

 その結果、議会での質疑は、しばしば総会屋とのやりとりのようになり、驚かされる。

多くの議員は、地下鉄やバスの民営化、博物館の独立行政法人化など、議員の影響力

が少しでも損なわれる改革案に反対する。旧国鉄の改革の場合は労働組合が障壁だ



ったが、大阪市役所の改革では市議会が改革の最大の障害にみえる。 

 

 だが大阪都構想が実現すると、市議会は消滅し守旧派の議員たちは議席を失う。だ

から大阪都構想は国鉄改革・郵政改革の時と同様に激しい攻防戦となる。 

 

●関市長による改革の挫折 

 

 私は東京に住んでいるが、生まれは大阪市で 20 歳まで府内で暮らした。そんな縁も

あって 10年前から大阪市役所と大阪府の改革に関わり始めた。 

 

 当初は市の助役だった大平光代さんに頼まれ、大阪市の職員厚遇問題の調査委員

会 

の委員になった（福利厚生制度等改革委員会）。当時の大阪市役所はひどかった。職

員が自分で買った背広の内ポケットに「OSAKA CITY」というネームを入れたら制服とみ

なし、市役所から補助が出た。カラ残業だけでなくヤミ年金まであったのにも驚いた。

人事課が現役職員向けの給与の一部をこっそりと（しかし組織的に）積み立て、OB に

定期的に渡していた。 

 

 そのほか年俸 1300 万円の市バスの運転手さんが 6 人もいるとか、学校給食の配送

会社が60年以上もずっと一社独占だといったニュースが世間を驚かせた。職員の大多

数はまじめで優秀な職員だったが、ヒアリングでは口が堅かった。労組を恐れていた

のである。 

 

 職員厚遇問題の根っこには不適切な労使関係があった。そこで当時の関市長は、市

役所全体の事業経営の見直しとガバナンス改革を行うと決意し、私は市政改革本部の

本部員、そして改革推進会議委員長として一連の改革の設計と実施に関わった。マッ

キンゼー時代の仲間にボランティアで参与として手伝ってもらい事業分析をした。する

と、どの事業についても他の市役所よりも 2～3 割増しの職員が配置され、人件費も 2

～3割高かった。 

 

 やがて私は関市長に地下鉄とバスの民営化を提言する。だがこの頃から関市長は改

革のやり方を巡り議会と対立し、やがて 2007 年秋の市長選挙では労組の支援を得た

平松邦夫氏に敗れた。 

 

●橋下改革で再び市役所の改革が始まる 

 

 平松氏が市長になり、私は市役所の改革から身を引く。だが 3 カ月後、橋下徹氏が大

阪府知事に当選する。私は選挙直後のNHKのスタジオで橋下氏に初めて会った。生放

送の最中に「この人はただ者ではない」と感服。その数日後、府の特別顧問になった。 

 

 2008年から 3年間の橋下改革は破竹の勢いだった。公務員制度の見直し、外郭団体

の整理、研究所の独立行政法人化、府立大学の改革など、どんどんやった。当時の橋



下氏は自公推薦の知事だったので、議会運営も円滑だった。だが大阪では港湾、地下

鉄など主要な事業はほとんど大阪市の傘下にあった。府が担当する事業と権限は限ら

れる。知事はほぼ 2年で府庁内の改革をやり終えた。 

 

 橋下氏は国に直轄事業の負担金問題の見直しや、関西空港の赤字問題の解決を迫

った。その結果、伊丹空港が民営化され関空と統合されるなどの成果が出て、国を相

手とする闘いは結構うまくいった。しかし、大阪市の平松市長（当時）と始めた府市の水

道事業の統合協議は、まったくうまくいかなかった。しだいに市と府の二元行政の構造

自体に大阪が変われない原因があると気がつき始める。そして2010年1月ごろから大

阪都構想を提唱し始める。 

 

 政治的な転機は、大阪市が建てたワールドトレードセンターを府の第二庁舎にするこ

とを巡る議会との対立でやってきた。賛成派の筆頭は、知事のほかは当時、自民党に

いた松井一郎さん（現・大阪府知事）と浅田均さん（前府議会議長）だった。そして 2010

年4月に府議会自民党は分裂し、松井さんと浅田さんたちは大阪維新の会を結成し、橋

下氏が代表に就いた。大阪維新の会は翌2011年春の統一地方選挙で躍進し府議会で

過半数を、市議会で最大多数を得る。そして同年秋のダブル選挙で知事・市長がともに

大阪維新の会という状況を築いた。 

 

 私もこの時から府と市の両方の特別顧問として、府市統合本部を舞台に様々な事業

の統合や民営化の青写真づくりを支援した。 

 

●法制化から住民投票へ 

 

 翌 2012年は衆議院選挙の年である。大阪維新の会は国政進出をもくろみつつ、大阪

にも東京と同じような「特別区制度」を導入するための地方自治法改正を政府に迫る。

その結果、「大都市地域における特別区設置に関する法律」が成立する。その後、大阪

府議会と市議会で都構想の具体的な検討がなされ、2015年3月に大阪市廃止と特別区

設置の協定書が府議会と市議会で可決された。残るは5月17日の住民投票だけという

のが今の状況である。 

 

●都構想の全国的意義 

 

 これまでわが国の政治は、どちらかと言うと地方を重視し大都市問題に目を向けてこ

なかった。だが、人口が大都市に集中し、大阪を筆頭に困窮状態に陥る大都市が出て

きつつある。また、超高齢化社会になると、内需拡大や福祉・医療の問題でも大都市の

政策がカギとなる。この 10年の大阪の動きは、大阪だけの問題ではない。大都市を舞

台に日本が大きく変わる胎動と見るべきだろう。その意味で 5月 17日の住民投票の結

果に注目したい。 

 

 

─◆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            

2015-6-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 
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第159回 あの住民投票は何だったのだろう――大阪都構想＠5.17を振り返って 

 

 5月17日、「大阪都構想が僅差で否決」というニュースが全国を駆け巡った。ほっと安

堵した表情の市民、「これで大阪も日本も終わった」と嘆く若者、ぼうぜんとたたずむ議

員・・・。今でもあの時の光景が目に浮かぶ。 

 

 識者や報道機関は、総じて「市民の安定志向が改革意欲を上回った」と指摘する。ま

た「市内北部より南部、若者よりも高齢者が現状維持志向で全体としての否決につなが

った」という総括は確かだろう。だが賛否を投じた人々の心理はもっと複雑だった。今回

と次回は現地で聞いた生の声をもとに私なりの総括をしてみたい。 

 

●さまざまな次元の判断が交錯 

 

 賛否の決め手は「大阪市を残したいか否か」ではなかった。そもそも「決め手」に欠い

たというか、シンプルな決め手が見えないままに人々は投票をしたと思われる。 

あえて言えば、多くの市民は「都構想の是非」以外の様々な要素を頭の中に詰め込み、

最後の最後に「どちらかといえば反対（賛成）」と投票した気がする。 

 

 さまざまな要素とは何か。レベル（次元）という言い方が妥当かどうかわからないが、

様々なレベル（次元）の課題について賛否の分かれ目があったと思う。 

 

 最も高次元のものは、「ここで賛成となると維新の党が勢いづき、安倍政権が憲法改

正を強行するだろう。大阪の住民投票は憲法改正の国民投票の先取りである」というも

のだろう（その信ぴょう性はさておき）。この次元の論者は、反対票を投じた知識人にと

きおり見受けられるが、関心事は大阪ではなく我が国の安全保障である。 

 

 高次元の意見で賛成派に多かったのが、「都構想のような大胆な改革ができなけれ

ば日本はもうだめだ」という見方である。これは大阪をダメな日本の象徴と捉え、それ

が都構想を機に変われば、「卓越したリーダーのもとでダイナミックな改革をやる気風

が大阪発で全国に行き渡るだろう」という期待による。あるいは、「大都市が自らの在り

方を主体的に決める本物の自治の芽生え」「地元で生まれた地域政党が国に法改正ま

でやらせ、最後に 211 万人が参加して自治体のカタチを変える都構想こそ民主主義の



極み」といった見方も高次元の判断に属し、総じて賛成派の知識人に多い。 

 

 一方、低次元の見方の典型は、「橋下は今まで無料だった地下鉄・バスの敬老パスを

一部有料化した。けしからん」という一部の高齢者の反発だろう。敬老パス関係ではデ

マも飛び交った。たとえば「市役所がなくなると交通局が民営化される。すると敬老パス

が出せなくなる」というものがあった。実際は、敬老パスの経費は交通局予算ではなく、

市の福祉予算から出ており、特別区の福祉予算に引き継がれる可能性が高かったの

だが。 

 

 もっと巧妙なデマには、「国の制度では政令指定都市だけが敬老パスを発行できる。

豊中市など周辺市にこの制度はない。大阪市が政令市でなくなるとパスは完全廃止さ

れる」というものもあった。ともかく敬老パス関係はデマも含めて、低い次元での反対へ

の投票に影響を与えた。 

 

●橋下氏に対する好き嫌い、大阪人特有の愛郷心も賛否を左右 

 

 低次元と称していいかどうかわからないが、橋下氏に対する好き嫌いも投票に影響し

た。嫌いという人の心理は「“くそ教育委員会”などの過激発言に対し生理的反発を覚え

る」「公人なのに発言に品格がない」「独裁的」「学者とマスコミをバカにしすぎる」という

批判、慰安婦発言に代表される女性観への反発など様々だ。しかし一方で、「あれくら

い過激でないと改革は無理」「権威を恐れず思ったことをそのまま言うのはむしろ政治

家としてはとても正直」「リーダーシップの鏡」「弱者に優しい」といった絶賛の声もあっ

た。橋下氏は総じて好き嫌いが激しく分かれる珍しい政治家と言ってよいだろう。 

 

 橋下好き嫌いの変化型では、「否決なら引退すると脅かすのは卑怯（ひきょう）。また

嘘を言っているのだろう」という批判もあった。そしてもちろん「橋下さんが引退すると寂

しいから賛成」と考える心理もあっただろう。 

 

 好き嫌いという意味では、実は「大阪市役所を懲らしめるべきか否か」という争点もあ

った。大阪市役所は数多くの不祥事を引き起こしてきた。今でも逮捕者が数多く、札付

きのダメ市役所である。市民の心の底には「ざまをみろ、解体されたらいい」という心理

が潜む。だが善かれあしかれ、大阪市役所は市民生活に密着してきた。それだけに

「市役所がなくなると不安」という市民もいる。 

 

 ややこしいのは大阪人特有の愛郷心と大阪市役所廃止の関係である。大阪をこよな

く愛する市民府民は多い（筆者もその一人だ）。そこに目をつけ、「大阪市役所をなくす

な、イコール故郷大阪を維新の会に壊されてもよいのですか」と愛郷心に訴える識者

（平松前市長など）もいた。 

 

 これに絡めて反対派は、さらにこう訴えた。「（みなさんの嫌いな）東京のまねをして

“都”なんて名前を付けたいんですか。そもそも住民投票で可決されても大阪都の名前

にならないんですよ」と。これに対して賛成派は、「住民投票で賛成となったら法改正が



できます。当然、大阪都になるんです」と。このあたりになるとほとんどの有権者がもう

ついていけなくなる話のややこしさだった。 

 

●議員は失職の瀬戸際 

 

 いうまでもないが都構想が実現すると大阪市議会はなくなる。議員は失職し特別区の

議員になるか、他の職を探すしかなくなる。特別区の議員になるにしても選挙区は必ず

変わる。多くの議員は今の支持者、選挙区を維持したいので都構想には反対する。 

 

 また「大阪市を懲らしめる」という有権者心理の中には、「市議会なんか廃止してしま

え」という心理もあった。特に最近は、議会が地下鉄・バスの民営化など橋下市長が打

ち出す改革案件はことごとく否決してきた。「市議会こそが大阪市役所改革の障害」と考

える人もいた。 

 

 彼らにとっては「都構想イコール市議会廃止イコール地下鉄民営化などの改革の成

就」だった。こうした動きに対し既存政党の議員は、支持者にこう訴えかけた。「都にな

ると今まで私が市役所にお伝えしていた皆さんの声が伝わらなくなります。それでもい

いのですか」と（さすがに「私の職を守ってください」と訴えた議員はおられなかった）。 

 

●大勢は都構想以外の要素で決まった？ 

 

 ここまで書いてきて読者も（実はわたしも・・）イライラし始めておられるに違いない。

「住民投票は都構想の賛否が争点だったはずだ。いったいあの都構想を市民はどう評

価したのか」と。あるいは「都構想以外の争点と言えば、これまでの改革をどう評価す

るか」ではないかと。 

 

 しかし投票日を含む 3 日間、大阪市内で数知れぬ見知らぬ人々と語った筆者の実感

は、「あの住民投票は、都構想への賛否でも、橋下改革の成果の信認でもなかった」と

いうものだ。 

 

 もちろん推進する側の維新の会も、既存政党も、選挙戦では主に都構想のメリット、デ

メリットを熱っぽく語っていた。反対派は「特別区を設置するコストがメリットを上回る」

「二重行政の是正は制度変更ではなく話し合いでできる」「二重行政はそもそもほとん

どない」「府市統合の財政効果額はわずか1億円」といった主張を展開した。これに対し

て賛成派は「二重行政のせいで大阪の停滞が深刻化した」「都構想こそ日本第2の都市、

大阪が成長する突破口」「二重行政の打破と財政再建には自治体の統合が不可欠」と

主張した。 

 

 しかし、このいずれもが市民の投票行動の決め手になったとは思えないのである。 

（以下、次回に続く） 

 

─◆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  
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大阪都構想は、制度変更ではなく革命の始まり 

大阪市 210万人の住民投票による「バタフライ効果」に注目 

2015年 2月 6日（金）  上山 信一  

 

 

 私たちの人生では、その時は気付かないが、後から振り返るとあれこそが“予兆”だったと気づ

く事件が何度か起こる。相場師は小さなニュースやわずかな為替変動に予兆を感じ、株や土地

を売買する。 

 実業界でも「ハッとしたら幸運の女神の後ろ髪をつかめ」とか「金のウサギが跳ねたら捕まえろ」

という。カオス理論でいうバタフライ効果――北京で蝶が羽ばたいたらニューヨークで竜巻が起

こる――も予兆の重要性を示す格言だろう。世の中はますます複雑化する。ビッグデータ解析も

大事だが、予兆への目配りが欠かせない。 

今年 5月 17日に注目 

 前置きが長くなったが、これからの日本の未来を占う大事な“予兆”が今年の 5月 17日に起こ

るかもしれない。都構想の是非を問う大阪市の住民投票である。多くの読者にとっては「大阪市

の住民投票」は「北京の蝶々」並みに無関係の出来事かもしれない。だがこれが成立すれば明

治以来の中央集権国家体制が変わり始めるだろう。同時に岩盤規制が崩れ始め、何十年かか

かるだろうが、現在は全国どこも同じ、画一的な街並みも変わり始めるだろう。 

 たかが大阪の住民投票がなぜそこまでの意味を持つのか？ 3回にわたって説明するつもり

だが、今回は、まず大阪都構想が IT（情報技術）化、グローバル化など経済の流れに沿った歴

史の必然だということを説明する。 



 そして次回以降、大阪の住民投票と憲法改正の意外な関連、道州制への伏線的意義、世界

的な直接民主主義へのトレンドとの関係などを解説したい。 

210万人の大規模住民投票 

 住民投票の対象は大阪市内の有権者約 210万人である。提案はシンプルだ。「今の大阪市役

所を廃止して 5つの特別区を置く。各区に東京 23区のような公選の区長と区議会を置き、市役

所の権限の多くを移す。そして地域特性に合わせた住民密着型の行政サービスを行う」というも

のだ。 

 都構想の詳細は「協定書」にまとめられ、すでに総務省は内容の有効性を認め、あとは大阪

市会（市議会のこと）で過半数を得て、さらに住民投票の有効投票数の過半数が賛成したら成

立する（大阪市会では大阪維新の会と公明党が賛成の見込みだから住民投票が実現する可能

性はかなり高い）。 

国鉄改革や財閥解体に次ぐ大改革 

 都構想が実現すると大阪市役所と大阪市会はなくなる。これが識者から荒療治だと批判され

る。だがわが国で過去に成功した改革の多くがこの手法、つまり巨大組織の分割という方法に

よる。 

 最近（といっても1987年だが）の例は国鉄改革だ。国鉄は赤字で労使紛争が絶えなかった。そ

こで中曽根康弘総理（当時）が主導し、地域分割と同時に株式会社化し、資産と債務を国鉄清

算事業団が預かった。その前は戦後改革における GHQ主導で財閥が解体された。おかげでソ

ニーやホンダなど新興企業がすくすく育った。 

 その前は戦時下での東京市の解体と特別区設置である。これは戦時体制を乗り切るべく勅令

で実施されたが、期せずして戦後の東京の復興と発展に役立った（ちなみに当時、東京並みの

経済規模を誇っていた大阪はこれを機に東京に水をあけられ始めた）。 

 現代の企業経営でも戦略上の都合による分社化が珍しくない。大阪市役所の年間予算は約 4

兆円でキヤノンの売り上げに匹敵し、社員数は約 3.5万人で東芝に匹敵する。都構想による 5

つの特別区の設置は、巨大企業を 5つの戦略子会社に分割するようなものである。 

 大企業が多角化に成功するとさまざまな事業を抱えるようになる。その時に本業と同じやり方

を当てはめると、各分野で専門企業との競争に負ける。だから分社化する。たとえば私鉄の場



合だと、安全・安定を至上命令とするお堅い鉄道事業の方針を関連事業の百貨店、スーパー、

カードビジネスに持ち込むと失敗する。だから分社化する。大阪市を5つの特別区に分割するの

もこれと同じ理屈だ。 

 大阪市は 1889年に 4つの組（注参照）が集まってできた。昔の組の零細経営では都市の近代

化ができないので、力を合わせて市役所をつくった。やがて大阪市役所は経営規模の大きさと

信用力を生かし、大阪港から地下鉄、電力事業（関西電力の前身）まで様々な都市インフラや

産業を育てた（「市営主義」といわれる）。 

 当時は国の補助金なんかあてにできないので自分で稼いで財源をまかなった。それだけでな

く生活困窮者の救済にも熱心で市営住宅や公設市場（安心して安く買える）、民生委員制度な

ど当時としては最先端のイノベーションを次々に生み出した。 

時代の流れに合わせ、役所組織も変える 

 やがて戦後になると都心には大企業が林立し住民が減り、周辺部はベッドタウン化するなど

市内は著しく多様化した。市域も広がり、市役所の組織と人員は大きくなり、やがて硬直化して

細部に目が届かなくなった。 

 それで今回、大阪府と大阪市が合同で行政組織のあり方をゼロベースで見直した。その結果、

大阪市内の港湾、地下鉄、道路、上下水道など都市インフラの整備はほとんど終わり、市役所

が巨額の予算や人材を擁して 266万人向けに全市一律で行うべき事業はもうないと分かった。 

 むしろ、民営化すべき事業が多い。そして、今後整備すべきインフラは、関空へのアクセス鉄

道や市域の外のモノレールや地下鉄の延伸など市域の外の事業が多いことも分かった。そこで

都構想では大阪市を解散し、その仕事は① 5つの特別区（福祉や教育など）、②民営化（地下

鉄、バス、ごみ収集など）、③大阪府へ移管（広域インフラ建設など）など、新体制にそれぞれ移

行させる。つまり役所の形を時代の流れに合わせて変える。 

「媒介排除」への怒涛の流れ 

 さて、わたしは“グローバル人材”なので（笑）、今回の都構想の意義を世界に向かって発信し

なければならない（再び笑）。それで真っ先に頭に浮かぶ言葉がビジネス用語の

“Disintermediation”（ディス・インター・メディエーション）”である。日本語だと「媒介排除」。もとも

と金融用語である。資金調達の世界では「間接から直接へ」、つまり銀行融資から株式調達へ

の転換が進む。昔の消費者は知識も資金もなく、自ら株式を選んでの投資はしなかった。ところ



が今では個人や個人の資金を集めた年金基金が個別企業に直接投資する。ディス・インター・

メディエーションとはこのことを言う。 

 ビジネスの世界では「間接から直接へ」の流れは止まらない。航空券もホテルも自分でネット

予約し、本や家電製品はもちろん食品までネットで直接注文する時代だ。その他、あらゆる業界

でネット化と相まって媒介型の古い業種、たとえば問屋、商社、旅行代理店、仲買などが消えて

いく。 

 こういう話が都構想にどうつながるのか？実は大阪市役所の解体も「媒介排除」の一例なの

だ。 

「中之島一家体制」の解体と住民への大政奉還 

 大阪市の場合、何が“媒介排除”されるのか。いわゆる“中之島一家体制”、つまり「市役所官

僚機構と大阪市会による支配体制」が排除、破壊される。（“中之島”は大阪市北区の地名で、

東京でいう“永田町”と“霞が関”に相当する場所）。 

 中之島一家体制は、なぜ「媒介排除」されるのか？ 

 長らく大阪の都市建設を率いてきた大阪市役所だが、近年は「中之島の中之島による中之島

のための大阪市政」と揶揄されるほど評価が下がっていた。 

 たとえば、 

① 議会が改革案を片っ端から否決する。たとえば世論調査でも財界の意見でも地下鉄とバス

の民営化に賛成する意見は多い。ところが議会は地下鉄とバスの民営化案件を過去 5回も議

論したあげくに先ごろ否決した（なお、民営化には 3分の 2の議決が必要）。 

② 職員数が通常の政令市の 1.5倍～2倍近くもいる（橋下改革でかなり減り始めたが）。合理

化が遅れた背景には組織率が 9割を超える労組が市長や議会選挙に影響力を行使した歴史

がある。 

③ 職員の不祥事が絶えない。2005年の職員厚遇問題では、カラ残業のほかヤミ年金（市役所

が OBにヤミで私的年金を支給していた！）が発覚した。最近も職員の覚せい剤使用や入れ墨

問題などの話題が絶えない。 

 中之島一家体制は「市民のカネと資産」を預かるまさに媒介者だった。大阪市の市税収入は

約 6000億円にのぼり、これが長年、余剰人員の温存や過剰な賃金（特に各種手当）、既得権益

維持のための補助金に使われてきた。 



 また 90年代、市役所の各局は思い思いの建設プロジェクトをやって数千億円を無駄にした。

2005年、職員厚遇問題が発覚したときのテレビの街頭インタビューで大阪のおばちゃんが「大

阪市役所は大阪市から出ていけ」と答えていた。これはまさに当時の市民の気分を象徴する言

葉だった。 

なぜ「都構想」と呼ぶのか 

 ところで大阪市の解体がことの本質だとしたら、なぜ都構想と呼ぶのか。東京は一足先に東京

市を解体して特別区を置いた。それと同じ都区制度を大阪にも導入するので都構想ということに

した。 

 また大阪の場合、大阪府と大阪市の力が拮抗し、長年の対立が町の発展をそぐ弊害（いわゆ

る二重行政問題、府市合わせ問題）が深刻だった。大阪市を廃止して都に統一してこの対立に

終止符を打つ意味もある。要するに都構想とは、我が国では国鉄改革以来の、公共セクターに

おける数少ない戦略的な組織再編なのだ。 

 このような中之島一家体制を放置したらどうなるか。次は 5兆円とも推計される大阪市の膨大

な資産（不動産、株式など）が危ない。本来、進めるべきリストラを怠り、税収の不足分がこれら

の取り崩しでまかなわれ、人件費や退職金、外郭団体や既得権益層向けの補助金に化けてい

くに違いない。 

都構想は制度変更ではなく、革命である 

 こうした大阪の現実を知らないマスコミ関係者や学者たちは「賛成派と反対派でよく話し合え」

だの「どんな組織でもがんばればよくなる」だの「説明が足りない」と口をそろえる。だが、考えて

も見てほしい。国鉄改革の時に労使が一体何度話し合ったのか、それで赤字が減ったのか？

都構想は、単なる行政サービスの供給体制を巡る制度論ではない。中之島一家の権益を糧に

議員を家業としてきた守旧派議員との戦いである。これは革命であり、闘争である。だから選挙

や住民投票で帰趨を決するしかない。だから 5月 17日は大阪の革命記念日になる可能性があ

るのだ。 

（注）大坂は江戸時代、天領で北組、南組、天満組の大坂三郷で構成された。

これらを大坂町奉行所が統括して訴訟と政務を担当、また三郷には郷・町・五

人組からなる町方三重の自治組織があった。大坂三郷は明治 2年に東西南

北の四大組に再編されたがこれらをもとにして大阪市ができた。 

（構成：片瀬京子） 



 

 

「そうだ、『反米国家キューバ』に行こう！」 

特別対談 上山信一×成毛眞 キューバ見聞言いたい放談(1) 

2015年 3月 26日（木）上山 信一、成毛 眞 

 
（成毛眞氏（左）は葉巻、上山信一氏（右）は蜂蜜、とキューバ土産を持つ。 写真＝鈴木愛子） 

今回から全 4回の「上山信一の“あまのじゃく”改革談義」は特別編。2月にキューバを訪れた際に感じたことを、やはり

同じ時期にキューバにいた成毛眞氏と語り尽くす企画である。成毛氏は、日経ビジネスオンラインでは「教科書を追え！

成毛探偵社」の代表として活躍中だが、週刊新潮での連載コラムのタイトルは「逆張りの思考」。上山氏のあまのじゃくぶ

りおよび、成毛氏の逆張りぶりは、テーマがキューバでも変わらないのか、どうなのか…。（構成：片瀬京子） 

成毛：キューバにはいつからいつまでいらしたんですか。 

上山：2月 13日から 19日までです。 

成毛：私の場合は途中 1週間のカリブ海帆船クルーズを挟んで 2月 6日から 16日でしたけど、参

りませんでしたか、空気が臭くて。キューバ名物のクラシックカーの排ガスなので、日本の排ガスよ

りも油っぽくて、ねっとりしていて。 



上山：私はあれ、結構好きなんですよ。 

成毛：え？ 

 

成毛眞（なるけ・まこと）氏 

成毛探偵社代表。1955年生まれ。書評サイトHONZ代表、インスパイア

取締役ファウンダー、スルガ銀行社外取締役、早稲田大学ビジネススク

ール客員教授、元マイクロソフト社長。2014年、成毛探偵社代表に就任。

（写真＝鈴木愛子） 

 

 

 

 

 

上山：あれはディーゼル車の煤煙と同じだから、鉄道好きとしては、結構いい感じ。 

成毛：あ、そうなんですか。ボクはどちらかというときれいな空気が好きなので、もっぱら海の上に

いましたが。 

上山：キューバへはどうやって入りました？ 

成毛：カナダ航空で、トロント経由です。 

上山：私もカナダ航空。食事がいいですよね。 

成毛：ええっ？ 

上山：手作り給食みたいで、大手よりいい。 

成毛：カナダ航空には、マイクロソフトがアスキーマイクロソフトだった時代にかなり乗りましたが、

必ず成田で寿司を買ってから乗っていましたけど。トロント空港のラウンジの食事もちょっと…。 

上山：確かにあれはひどかった。ノリのスープがありました。ノリと言っても海苔じゃなくて、糊の

方。 

成毛：ビーフンが溶けきった感じで。 



早めに行っとかないと、行けなくなるしね 

上山：機内サービスも昔風で、映画も故障したり。 

 

上山信一氏（写真＝鈴木愛子） 

 

 

 

 

成毛：モニタが点いたと思ったら映画もかなり古い。 

編集者：すみません、そろそろキューバの話を…。今回、どうしてキューバへ行かれたんですか。 

上山：世界は益々危険になるでしょう。だから、早めに行っておくべき国のリストが自分の中にある

んですよ。2010年にはモザンビークとコンゴに、2011年にはシリアとイランに行ったんだけど、アフ

ガニスタンとイラクには行き損ねてしまった。キューバはそのリストに入ってたんです。 

成毛：ボクも、モロッコとかネパールとか、変化率の高い国ばっかりに行ってきましたね。キューバ

も、フィデル・カストロがいなくなったらその日がXデイになって、そこから必ずアメリカ文化が入り込

んで変化するので、その変化前を見ておきたかったんです。ビフォー・アフターのビフォーを見たか

った。 

上山：そうそう、去年の 11月頃にはもう計画立てていたんですよ。そうしたら、米国のオバマ大統

領がキューバとの国交を正常化すると言い出した。 

成毛：そうですよね、いやぁがっくりしましたよ。ああ、これで Xデイが半分来たようなものだと。 

上山：周囲から「早速行くんですか」と聞かれたもんだからムッとして、「違う！オバマより俺の方が

早いんだぞ」と（笑）。 

成毛：そうです。ボクも同じことを何人にも聞かれました。でも、オバマよりボクの方が早かったとい

うことははっきり言っておきたい（笑）。 

成毛：先んじて行こうと決めて調べてみると、案外、行けるものなんですよね。日本人観光客も年

間 3000人くらいいるみたいです。 



上山：日本にはキューバやイランなど、アメリカの敵性国家に関する情報が異常に少ないんですよ。

でも行ってみたら、キューバは結構な観光地でした。ドイツからはハネムーンのカップルも来ていた

し。 

成毛：一番多いのはカナダ人観光客らしいですけどね。 

上山：ちょっと、写真を見ながら話しましょうか。そのパソコンに入っているので。ええと、あれ、スラ

イドショーになってないな。これどうやるんだ。 

成毛：こうじゃないですか。あれ？ Windowsか。もう 15年使ってないので、Windowsは使い方が分

からないです。それにしても、まだ Windowsを使っている人がいるんですねぇ。 

上山：ここ、行きましたか。 

 

上山氏が立ち寄った

バー 

（写真＝上山信一） 

 

 

 

 

 

 

 

成毛：いえ、行っていないです。 

キューバの観光資源、ヘミングウェイ 

上山：ヘミングウェイが通ったことで有名なハバナのバー「ボデーギータ」です。 

成毛：実は今回、キューバ旅行中に初めて『老人と海』を読んだんですが、つまんなかったな。 

上山：私は子どもの頃、教科書で読みましたよ。子ども心に、SO WHAT？と思ったけど。 



成毛：ヘミングウェイってアメリカ人ですよね。 

上山：シカゴ出身です。彼はここでモヒートを飲んだ。ヘミングウェイはキューバの観光資源のひと

つなんですよね。あと、革命家のチェ・ゲバラも観光資源。 

 

チェ・ゲバラ博物館 

（写真＝上山信一） 

 

 

 

 

 

 

 

成毛：ゲバラと聞いて誰もが思い浮かべるあの写真は、写真家が著作権を放棄しているんですよ

ね。だから、あの顔が印刷されたグッズが山のようにあるんです。 

上山：これがハバナの丘の上にあるゲバラの別邸です。中に入って見られます。 

ゲバラの別邸の部屋 

（写真＝上山信一） 

 

 

 

 

 

 



ゲバラも、キューバ人ではないが観光資源 

成毛：案外、質素ですね。 

上山：それから、ハバナから 290キロくらいのサンタクララの街には、ゲバラの霊廟がある。ちょうど

私が行ったとき、墓の前に現地の人がテーブルを持ち込んで兵士ともめていた。 

成毛：何のために？ 

上山：よそから来る観光バスの人たちの献花台にしたかったみたい。兵士と押し問答の末に、結局、

兵士が引き下がっていましたね。実はゲバラはキューバ人ではないんですよね。アルゼンチン生

まれで、カストロのキューバ革命を手伝って、それからコンゴを手伝って、それでボリビアへ行って、

そこで亡くなった。 

成毛：キューバの話題でヘミングウェイ、ゲバラと来たら、クラシックカーでしょう。 

上山：そうですね。本当にあちこちを走っていた。 

 

 

キューバの公道のあちこちにあるクラシックカー（写真＝上山信一、2枚とも） 

キューバには古き良き 20世紀アメリカがたくさん！ 



編集者：アメリカとの国交が途絶えてから、キューバ国内にはそれ以前のアメリカ車しかないので、

クラシックカー天国として有名ですね。 

成毛：行く前は、せいぜい全体の1～2割がクラシックカーなんだろうと思っていましたが、実際に見

てみると 6～7割がクラシックカーという印象でした。ただ、T型フォードを見つけられなかったのが

残念。 

上山：クラシックカーも中身は結構リニューアルしていた。エンジンはトヨタに替えたとか、ハンドル

は三菱だとか、ブレーキは日産だとか、いろいろ。 

成毛：そうそう。 

上山：ロシアの車もあったしレンタカーには中国車もあったし、カーマニアには楽しいと思います。

それはさておき、これは、ハーシー線の車両。革命前、アメリカのチョコレートのハーシー社がここ

にサトウキビ工場を持っていたんです。そのときの従業員用通勤電車がその後、国営鉄道に接収

されて、今も現役です。 

 

（写真＝上山信一） 

 

 

 

 

 

 

 

成毛：ああ、上山さんはかなり“鉄分”が高い感じですね。 

上山：成毛さんはクルマ派？ 

成毛：ボクは船派。今回の旅の目的のひとつに、カリブ海帆船クルーズがありました。 



上山：ちょっと、その話をしてください。 

 

 

 

 

（写真＝鈴木愛

子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次回に続く） 

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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アメリカ人がいない「アメリカ博物館」、キューバ 

特別対談 上山信一×成毛眞キューバ見聞言いたい放談（2） 

2015年 4月 2日（木）上山 信一、成毛 眞 

 

 

 
（写真：鈴木愛子） 

「上山信一の“あまのじゃく”改革談義」特別編、今回は 2回目。2月にキューバを訪れた際に感じたことを、やはり同じ時

期にキューバにいた成毛眞氏と語り尽くす。成毛氏は、日経ビジネスオンラインでは「教科書を追え！成毛探偵社」の代

表として活躍中だが、週刊新潮での連載コラムのタイトルは『逆張りの思考』。上山氏のあまのじゃくぶりおよび、成毛氏の

逆張りぶりは、徐々にヒートアップしてきて… 

（構成：片瀬京子） 



 

（写真：成毛眞） 

 

 

 

 

 

 

 

上山：成毛さんはキューバで船に乗っていたんですって？ 

成毛：帆船に 8日間乗っていました。 

上山：写真を見るとかなり立派な帆船ですね。 

成毛：スタークリッパーという帆船屋さんが持っている 3隻のうちのひとつ、スターフライヤーという船

です。帆船というと、帆が横に張られているものをイメージするかもしれませんが、これは縦に張ら

れていて、原理はヨットです。ただ、3000 トンくらいあるので、巨大です。 

3000 トンの“巨大ヨット”にみたグローバル組織 

上山：3000 トンっていうと、どれくらいなんですかね。 

 

成毛眞（なるけ・まこと）氏 

成毛探偵社代表。1955年生まれ。書評サイト HONZ代表、インスパイア取締役フ

ァウンダー、スルガ銀行社外取締役、早稲田大学ビジネススクール客員教授、元

マイクロソフト社長。2014年、成毛探偵社代表に就任。（写真＝鈴木愛子） 

 

 

 



成毛：飛鳥で 5万トンです。だから、そういう客船に比べると小さいけど、ヨットしてはかなり大きい。 

上山：これはハバナから乗るんですか。 

成毛：ハバナは大西洋側なので、カリブ海に面したシエンフエスゴからです。乗組員の出身国は 15

カ国。 

上山：グローバル組織だな。 

成毛：客は13カ国から来ていて、ドイツ人の団体客がいました。ドイツ人は帆船が好きなんですよね。

アメリカ人は 1人もいませんでした。アメリカ人のいないクルーズってこんなにつまらないのかと思い

ましたね。 

上山：みんなおとなしくて静かだった？ 

成毛：ドイツ人はドイツ人で盛り上がっているんですよ、アイネ・クライネ・ナハト・ムジークとかなんと

か（笑）。ツアーコーディネーターもドイツ人だったので、公用語もドイツ語になりかけて。じゃあフラン

ス人はどうしているかというと、明後日の方向を見ている。本当に船はどこの国でもなくて、地球そ

のものなんだなと思いましたよ。 

 
乗組員もグローバル（写真＝成毛眞） 

上山：そういう空間にいると、国民性が出ますからね。 

成毛：そこで日本人はアメリカ人に合わせようとする。だからアメリカ人のいない空間に戸惑うんで

すね。 



上山：ヨーロッパ人は、アメリカ人をバカにする点では一致団結するんだけど、それ以外の点では

「隣の国とウチは全く違います」といった感じですよね。ちなみに日本でも関西人はヨーロッパ人なん

ですよ。東京人をバカにするときはまとまるんですけれど、それ以外の点では各県はまるで別々だ

と思っている。ただ、その船に大阪人がいたら、だいぶ違ったかもしれない。 

大阪人と上海人は似ている！？ 

成毛：ああ、そうかもしれない。大阪は日本ではないとは言わないけど。 

 

上山信一氏（写真＝鈴木愛子） 

 

 

 

 

上山：京都や神戸の人は、海外に行くと「日本から来ました」と言うでしょう。でも大阪人は「大阪から

来ました」と言う。そこは上海人やニューヨーク人と似ている。 

成毛：確かに。 

上山：ところで日本人にとって、アメリカ人のいない海外は新鮮ですよね。だから、成毛さんの乗った

船もキューバもぼくらには新鮮なんです、きっと。 

そろそろ社会主義について語りましょうか… 

成毛：それは言えてますね。「今のアメリカ」が皆無ですから。ただ、コカ・コーラは売っていましたけ

ど、あるのは 50～60年前のアメリカだけですね。 

上山：だから、これからキューバに行ってみようと思う人は、キューバ観光に行くというより、1950年

代のアメリカを見に行くと思った方がいいでしょうね。あと日本には、キューバは社会主義国で、医

療と教育がタダで貧富の差がないいい国だと憧れを抱いている人が結構いますが、キューバは社

会主義国と言っても、かなり緩い。 

成毛：そうそう、社会主義国。その辺の話を全然していませんでしたね。まず、食料は配給です。1

人当たり米が何キロ、鶏肉が何キロ、卵がいくつといった感じで。医療は無料。各州に医学部のあ

る総合大学があって、そこで医療関係者が育成されています。 



 
典型的なキューバみやげ（写真＝成毛眞） 

上山：バイオ産業もあるようで、アフリカにキューバ産の薬を輸出しているとも聞きました。医者も、

留学生を受け入れるし、アフリカに派遣もしている。地域的にも、それから文化的にもアフリカの隣

ですからね。 

成毛：キューバ人が医者になると特典があって、なんと、インターネットを使えるんです。一般国民は

使えません。やっていますという人に話を聞くと、なんとかして海外にサイトを作って、自分たちはそ

れを紙で見ていると。そもそも、電波が飛んでいません。 

上山：確かに街中はもちろん、ハバナの大きなホテル内ですら、Wi-Fiはない。「セントラルホテルに

行けばある」と言われましたが、私が泊まったホテルにはない。ロビーにデスクトップが 2台だけ置

いてあって、1時間 6 ドルで使えましたが、スピードが遅い。 

成毛：Wi-Fi、使ってみましたよ。そうしたら、グーグルも使えました。だけど、スマートフォンで、GPS

を使ったアプリを立ち上げると、接続が切れます。 

アメリカ政府はキューバへの GPS装置の持ち込みを禁じているので、アメリカ側のサーバーが自主

規制しているのだと思います。google.comのアドレスを使っているとダメなんです。どうも、国交のあ

るロシア、.ruなら大丈夫みたいですね。.jpは通るのかもしれないけど、ボク、Ingressは.comのアド

レスでやっているので。 

上山：？ 

成毛：Ingressの Guardian メダルをゴールドにしたかったのに、ダメでした。 

上山：？？ 



成毛：…すみません、なんでもないです。 

ファクスを知らないフロントマン 

上山：あと夜勤のフロントマンはファクスの存在を知らなかった。送ろうとしたら、「ファクス、それは何

だ」と言われましたから。 

成毛：ただ、キューバ国民が不幸なのかというと、そうも思われないんですよね。カストロを尊敬して

いるとか、ゲバラが好きだとか臆面もなく言うし。 

上山：ボラれることもなかったし、安全ですね。貧富の差が大きいと犯罪が起こるけれど、キューバ

には金持ちがいないですから。ホテルのレストランとか外国人向けの施設にも地元の人がいない。

あれも富裕層がいない証拠です。治安も良くて、旅のストレスがない。夜はライブハウスがたくさん

あって楽しい。そして 70や 80のおじいさんが女の子をナンパしていて驚いた。 

成毛：なに、それ。そんなのあるの。でも、一般論じゃないんじゃないの。 

上山：ベレー帽を被ったおじいさんが、女性 2人連れ、3人連れがくると「踊りましょう」といって、手を

取ってフォークダンスみたいなのを踊る。その程度です。 

成毛：ああ、なるほど。 

上山：だから真剣にナンパしているわけではないんだけど、でも、順番に相手を替えてくるくると踊り

たいんでしょうね。 

成毛：そのあたりも、アメリカ文化が入ってきたら様変わりするでしょうね。 

上山：そうそう、一か所だけ、キューバの中にアメリカがありましたよ。場所は革命博物館。コロニア

ル調の建物なんですが、中はこんな感じ。この絵を見てください。 



 
ブッシュ大統領をバカにする国立革命博物館の展示（写真:上山信一） 

反米こそキューバだ！ 

成毛：あれ、ブッシュ親子。こっちはレーガン。 

上山：こうやって国立の革命博物館で堂々とアメリカをバカにしている。これは、反米がナショナルポ

リシーだからできることで、我が国では難しいと思う。キューバでもオバマとの国交回復で、もうすぐ

なくなるでしょう。 

成毛：そうでしょうね。 

上山：ただ、これはとても参考になりました。大阪が都になるという今回の革命を成し遂げたら、これ

を参考に革命博物館をつくるのもいいよなとか思ったり。 

成毛：誰の絵を描くんですか。 

上山：そりゃあ、もちろん徳川家康でしょう。僕ら大阪人は豊臣家をダマした悪いヤツという民族教

育を受けてきてますんで（笑）。 



 
（写真：鈴木愛子） 

（まだまだ次回に続く） 

 

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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キューバには wifi も紙もビニール袋もない 

特別対談 上山信一×成毛眞 キューバ見聞言いたい放談（3） 

2015年 4月 9日（木）上山 信一、成毛 眞 

 

 

キューバ談義に講じる上山信一氏（左）と成毛眞氏（右）（写真＝鈴木愛子） 

今回は、「上山信一の“あまのじゃく”改革談義」特別キューバ対談の 3回目。2月に“革命の国”キューバを訪れた際に感

じたことを、やはり同じ時期にキューバにいた元マイクロソフト社長で書評サイトHONZ代表の成毛眞氏と、語り尽くす企画

である。今回のテーマは、ずばり、食。2人のあまのじゃくぶり、逆張り思考ぶりが大いに発揮されている…のか？ 

（構成：片瀬京子） 

 

編集者：今回は、キューバの食事の話から始めていただいていいでしょうか。米や豆がよく採れると

いう話を聞いたことがありますし、バナナなど、フルーツも美味しいイメージがあります。 



成毛：食べ物ねぇ。 

上山：食事はまあ、スペインの影響を受けてますよね。米も炊いて食べる。 

成毛：ただ、あんまり美味しくなかった。パンもイマイチ。 

上山：まあ、小さな島国は世界中どこも文化も食事もダメですよね。イタリアとかスペインとか、半島

になったとたん大陸文化が煮詰まるせいか、わりと旨くなるんだけど。 

成毛：全体に味が薄い。 

編集者：味付けが薄い？ 

上山：いや、材料そのものの風味が薄い。 

ジュースも果物も 3倍希釈！？ 

成毛：ジュースも本来のジュースを水で希釈したんじゃないかと思う薄さで、それもそのはずで、果

物の味が薄い。 

上山：肥料が薄いんですかねえ。こういう本があります。『200万都市が有機野菜で自給できるわけ 

都市農業大国キューバ・リポート』（築地書館）。著者の吉田太郎さんは、キューバはソ連崩壊後の

９０年代に食糧危機に陥り、都市農業が盛んになった、日本や欧州の先を行くと、ポジティブに書い

ておられる。でも、私はなんか親から聞いた戦時中の日本と同じじゃないかという印象を受けました。

バルコニーの洗面器で野菜育てるとか。 

 どうしようもなくなって始めたのが、ハバナの都市農業。でも一周遅れが一周先に見えるっていう

か、エコが大好きな人たちから見ると、キューバは教育も医療もエコも地上の楽園のように映るんで

しょうね…。 

編集者：あぁ、楽園を求めて移住、みたいな… 

  

成毛眞（なるけ・まこと）氏 

成毛探偵社代表。1955年生まれ。書評サイト HONZ代表、インスパイア取締

役ファウンダー、スルガ銀行社外取締役、早稲田大学ビジネススクール客員

教授、元マイクロソフト社長。2014年、成毛探偵社代表に就任。 

（写真＝鈴木愛子） 



昭和 30年代の日本のような貧しさ 

成毛：肥料だけでなく、品種の問題もあるでしょうね。 

上山：ただ、今は食べ物は十分足りている。肉も果物も豊富でした。しかし決定的に足りていないの

は、まず、プラスチック。スーパーで買い物をしたらくれるような袋がない。それから紙がない。レシ

ートをくれないのは紙がないから。どこの国も頼まなくてもレシートをくれますが、キューバにはレシ

ートというもの自体がない。 

 驚いたのは、ホテルのコンシアージュに道を聞いたら、地図を広げて親切にそこに書き込んでくれ

た。当然くれると思ったらくれなかった。地図はほんの数枚しか持ってなかったみたい。 

成毛：トイレットペーパーも、ごわごわの固い紙。 

 

ある朝の成毛氏の朝食。「まずいんだよねぇ」（写真＝成毛眞） 

上山：昭和 30年代みたいなね。 

成毛：だから紙巻き煙草がないんだな。葉巻の方がずっと多いと思いますね。 

上山：葉巻は、ふつうのおばさんも吸っていましたね。 

葉巻だけはどこにも負けない 

成毛：葉巻はキューバの中では優秀な産業でしょうね。キューバは、葉巻のマーケティングがメチャ

クチャ上手いんですよ。日本で見かける葉巻も、5割近くはキューバのものだと思いますよ。 



 ブランドとしては、コイーバとかモンテクリストとかロミオ・イ・フリエタとか、いろいろあるんですが、

全部、キューバの国営企業 1社で作っているにもかかわらず、別の会社のように見せて、一番高価

なブランドはこれと決めています。 

 

ホテルのルームバー。もちろん観光客向けの価格設定。（写真＝成毛眞） 

 それがどうやって世界へ出て行くかというと、スイス経由です。スイスで、タンスみたいな大きな箱

単位でオークションにかけて、何億円という単位で売りさばくわけです。そこでしか変えない超高級

葉巻もあります。 

 これは究極のマーケティングなんですが、なんでこれを他の産業に適用しないのかと…。 

上山：たぶん、革命前の外国人の商法が残っているのでは。 

成毛：あと、葉巻の商売にキューバ人はかかわってないと思います。ヨーロッパ人がやっている。 

上山：キューバとしてはそのあたりは、葉っぱが輸出できていればいいんでしょう。 

成毛：現状で外貨を稼いでいるのは観光ですよね。それから、音楽も可能性があると思います。サ

ルサを習いにキューバへ行く女性の話を聞いたことがあります。 

上山：一日中、どこに行っても生の音楽がありますね。私、キューバは海外渡航先としては 103 カ国

目なんですが、朝からホテルのレストランで生演奏を聴いたのはキューバが初めて。朝、皿にハム

やチーズを載せていたら、横でサルサみたいなのが始まった。 

安い、上手い、強い、キューバのミュージシャン 



成毛：生演奏の方が、CDをかけるより安いんでしょうね、機材もないし。 

上山：それが、めちゃめちゃ上手いんです。 

 

ノンストップで歌い演奏し続けるキューバのバンド （写真＝成毛眞） 

成毛：そう、メチャクチャ上手い。絶対に日本でも稼げますよ。 

上山：上手いだけじゃないんですよ。夜なんか、2時間半、ずっとノンストップでまったく休まないの。

ただ、あまりレパートリーがなくて、そのせいで一番有名な『グァンタナメラ』はすっかり覚えました。

それから、カンテラを付けたら部屋が燃えたとかいう意味の、「カンテラ」というフレーズをひたすら繰

り返す歌がある。あれも調子よくて耳に残った。 

成毛：いわゆる労働歌ですね。 

上山：そして途中でアフロキューバが入って、歌手がブードゥー教みたいなトランス状態になる。リズ

ムが変わって、黒人の少年が出てきて跳んだりはねたりして踊って、めまぐるしい。普通の人も、親

戚が集まったときには必ず踊るそうです。ただ、上手い下手はあるようで、鏡を見て練習すると言っ

ていました。 

成毛：田舎の方では、黄色人種を見慣れていないようでした。じっと子どもに見られて、久しぶりの

感覚だなと思いました。 

ここまでスレていない人たちって、あとはどこに？ 

上山：大人からはチーノ（中国人）と言われましたけど。中国人は結構来ているから。 



成毛：とはいえ、ニイハオもシャチョーサンもなかったでしょう？ 

上山：そこまでスレてはいない。ぼったりだましたりもなくて、いい感じです。 

成毛：これからそういう経験をするにはどの国に行けばいいのか。 

 

キューバの青空八百屋。バナナのかけ方がかわいい（写真＝上山信一） 

上山：世界中、もう観光化されたから、ないですね。ラオスももうだめだし、ブータンも時間の問題。 

成毛：……。北朝鮮って行きました？ 

上山：いや、まだです。 

成毛：行かないとなあ。マスゲームをこの目で見たい。 

上山：あれは見たいね。画像だけ見ていると CG としか思えない。 

成毛：あ、あと、見ると言えば中国の閲兵式ね。 

上山：大人数なんでしょう？ 

成毛：人数だけじゃないんですよ、すごいのは。背の高さも手足の長さも同じ人がずらっと並んで行

進するんです。ちょっと見ますか。YouTubeに動画があるはずです。 



 

 

上山：まあ、人口も多いから同じ背丈の人を探し出すのは簡単ですよね。ああっ、この映像見るとみ

んな顔まで同じだ。訓練しているうちに、細胞組織が共鳴化して変わっちゃうのかも（笑）。 

キューバ人は情報に興味がない 

成毛：これは 2009年の建国 60周年の時のもので、今年 9月には抗日戦争 70周年パレードもある

ので、隊員たちは何年もパレードの練習をしているらしいです。 



上山：ただ、同じ社会主義国と言ってもキューバの人たちはこういう一糸乱れずなんてことには全く

関心がないだろうな。そもそも世界中の観光客があんなに来るのにそれほど気にしない。インター

ネットが使えなくても困ってなくて、音楽と身の回りの仲間で楽しく過ごしているように見える。 

成毛：ボクもそう思います。 

 

町のあちこちに観光客向け？の銅像が（写真＝成毛眞） 

上山：みんな笑顔でにこにこ。良くも悪くも商売っ気とかアントレプレナーシップはあまりない。当然、

ここでジュースとかお土産物を売るでしょうというところに何もなかったり、セカンドジョブが自由化さ

れてアクセサリーとか売ってはいるけど、呼び込みもせずに、商売っ気がなかったり。 

成毛：稼いでも使う場所がないのかもしれない。その点で、江戸時代みたいな感じです。 

上山：でもけっしてあの国は貧しいわけではないんですよね。みんな幸せそうで、乞食やストリートチ

ルドレンもいない。全員、同じくらいのレベルの暮らしにみえる。 

成毛：異臭がするということもない。もっとも、生ゴミが発生するほどものがあるわけじゃないというこ

とでしょうけど。 

成毛：これは何と表現したらいいんでしょうね。 

上山：本当に。多分、先進国の二周遅れなんだけど、社会の安定性というかマインドコントロールで

は、実は二周先を行っているということかも。 

（まだまだまだ次回に続く） 

上山信一の“あまのじゃく”改革談義 



 

 

キューバ、それはマイルドヤンキーだけの国 

上山信一×成毛眞 キューバ見聞言いたい放談 （4） 

2015 年 4 月 16 日（木）上山 信一、成毛 眞 

 

 

キューバ旅行談義、ついにクライマックスを迎える上山信一氏（左）と成毛眞氏（右）（写真＝鈴木愛子） 

今回は、「上山信一の“あまのじゃく”改革談義」特別キューバ対談の最終回。2 月に“革命の国”キューバを訪れた際に感

じたことを、やはり同じ時期にキューバにいた元マイクロソフト社長で書評サイト HONZ 代表の成毛眞氏と、語り尽くす企画

である。今回のテーマは、ずばり、「キューバって何か？」。2 人のあまのじゃくぶり、逆張り思考ぶりが大いに発揮されて、

出た結論とは？ 

（構成：片瀬京子） 

編集者：たびたび口を挟んですみません。それで結局、キューバはおすすめの旅行先なんです

か？ 



上山：絶対に一度は行ってみたいと思ったから行ったんだけど、う～ん、なかなか一言では表現しに

くい。 

成毛：そう、ボクも強烈に行ってみたいと思っていたんだけど……。 

上山：キューバ人は、外国人観光客を見慣れてますよね。それも、思い込みかもしれませんが、外

貨獲得のために政府が滞在を許している動物を見るような目でこちらを見る。特に国民が外国人観

光客向けのガイドに対する態度が「ああ、お国のためにご苦労さん」という感じなんですよね。 

成毛：それは少し日本人の中にもあるかもしれない。外国人観光客、何が面白くて日本に来て、あ

んなに買い物するのか、ボクは理解できない。 

「行ったからこそ気付く奥深さ」はない 

上山：ただ、こちらとしてはキューバに行く前の期待値は大きいわけ。革命ゲバラ、クラシックカー、

そしてアメリカの敵性国家だとか、イメージは強烈。その点で言うと、キューバはきっとテーマパーク

ですね。しかも国民全員が従業員の。 

 そう考えると京都に似ているのかな。舞妓さんもいるけど、観光客とまったく関係のないところで、

いかにも京都らしいおばあさんが普通に買い物をしていたり。 

 

社会主義らしい配給所の商品ケース （写真＝上山信一） 



成毛：ああ、営業用のキューバ人らしさ、京都人らしさではないというね。 

上山：そのせいか、抱いていたイメージの通りなんだけど、それだけ。現地に行って初めて気づく奥

深さみたいなものが全く感じられなかった。 

成毛：1 日で分かった気にはなりますよね。 

上山：歴史の浅さのせいもあるでんでしょうけどね。行ってみるまでは、なぜかハバナの街にも過度

な期待をしていた。 

成毛：なんなんでしょうね。 

上山：ハバナとかキンシャサとか、スパイがいっぱいいそうでかっこいいじゃないですか。 

キューバ人は我々を羨ましがっていない 

成毛：映画の見過ぎじゃないですか。それから、なんというか、キューバの人たちは、明らかに我々

を羨ましがっていないんです。 

上山：そうね。完全に自信のある社会主義国という感じですね。 

 

街中は馬車が闊歩していた（写真＝上山信一） 



 

チェ・ゲバラが描か

れたお札 （写真＝

上山信一） 

 

 

 

 

 

 

 

成毛：80年代、90年代の中国では、日本人が背広を着て歩いていたら、羨望の眼差しを向けられま

したよね。そういうものがないんですよ。 

上山：幸せそうなんですよね。それが情報を遮断されているというネガティブな雰囲気もなく、むしろ

世界情勢なんかにはあまり興味がなくて、みんな小さなコミュニティの中で暮らしていて快適なんだ

と思います。 

成毛：情報やお金より、家族や仲間との時間が大切。あれ、何かに似てる。 

キューバはイオンモール、キューバ人はマイルドヤンキー 

 

成毛眞（なるけ・まこと）氏 

成毛探偵社代表。1955年生まれ。書評サイトHONZ代表、インスパイ

ア取締役ファウンダー、スルガ銀行社外取締役、早稲田大学ビジネ

ススクール客員教授、元マイクロソフト社長。2014 年、成毛探偵社代

表に就任。 

 

 



上山：キューバの人はきっとみんな、マイルドヤンキーなんですよ。 

成毛：あ、そうだわ。 

上山：もちろん、マイルドヤンキー共和国にもお勉強ができる子とかはいる。でもその子たちも周り

から「そうだな、お前は昔から勉強ができたからな、がんばってくれよ」と温かく送り出されて、医者に

なったりする。 

成毛：同じ音楽を演奏し続けるのも、そうですね。思い出話に花を咲かせて、カラオケに行けば最新

ヒット曲ではなく、80 年代歌謡曲を歌い続ける。 

上山：暖かい島だから、餓死をすることもないし。 

成毛：そうなんだよな、餓死と凍死がないのは決定的。ということは、キューバ人は実家暮らしのマ

イルドヤンキーで、じゃあ、キューバはイオンモールか。 

 

温かいし、飢える心配はなさそう（写真＝上山信一） 

上山：身近にイオンモールがない地方の人にしてみれば、あれだけ話題になっているから一度はぜ

ひ行ってみたいけどと思う。 

成毛：一度行ったら、それで十分。ああ、キューバと全く同じです。中にいる人にとって、その世界が

続く限りは、彼らは幸せなんですよ。 

上山：ただ、アメリカとの国交が正常化すると、どうなるか分からない。 



成毛：どうなると思います？ ボクは意外とあっさりと普通の国になってしまうと思います。まず、クラ

シックカーには高い輸出関税がかかるかもしれませんが、クルマ好きのアメリカ人がクラシックカー

を買い占めますよね。それでもう、街の魅力は半減です。 

上山：全くそうですね。街の魅力って結局、50 年代アメリカ風の街の魅力だから、クラシックカーがな

くなると確かに半減します。あとはヘミングウェイとゲバラしか残らない。それすらなくなったら、普通

のカリブの島ですからね。 

観光で外貨を稼がないとダメ 

成毛：ただ、普通のカリブの島になるには、そこそこ時間がかかるでしょう。肥料や紙の問題もあり

ますし。 

上山：よほど観光で外貨を稼がないとダメですね。キューバはそれなりに大きい国だし、植民時代の

古い建物も多いので、維持するのは大変。 

成毛：かといって、なくなったクラシックカー分の魅力を、キューバの人たちが作り出せるかというと、

難しいでしょう。おそらくメインストリートには、今はいっさいない観光客向けのブランドショップが建ち

並びますよ。コロニアル調の建物も、一部は残るけど、ぼろぼろのものはあっさりときれいになるで

しょう。 

 

町中で見かけたクラシックカーの整備風景 （写真＝成毛眞） 



上山：実のところはキューバ名物の、ヘミングウェイもゲバラもクルマも、全部輸入文化ですからね。

だから、できるなら今のままフリーズさせた方がいいと思いますよ。ちなみに中国から見た日本の魅

力は、もしかしたら今のアメリカから見たキューバの魅力に近いのかもしれない。 

 正倉院なんて、大陸から消えてなくなったものがきれいに残されている。彼らから見たら、日本は

自国の歴史博物館なんです。同じようにアメリカにとってもキューバは、なつかしのアメリカン博物館。

しかも、自分たちが最も良かった 1950 年～60 年代の。 

「ナポリを見て死ね」と同じ 

成毛：しかし、その博物館を保つのは難しいだろうなあ。 

上山：クラシックカーみたいに外見はクラシックを保ってエンジンは入れ替えて、キューバ自体をクラ

シックカー化するんですねえ。実はそれは将来の日本の道かもしれない。関西も中国人相手のテー

マパークとして生きながらえようとしていますから。 

成毛：排ガス規制もできるでしょうね。そうしたら、空気はきれいになる。だけど、もう行こうとは思わ

ないな。「ナポリを見て死ね」と同じで、一度で十分。 

上山：そうですよね。 

編集者：おふたりにそう言われると、猛烈に行きたくなってきます。 

成毛：行くなら今のうちですよ。で、次は北朝鮮のマスゲームを目指しましょう。 

上山：早く行きたいな。 

 

（写真＝鈴木愛子） 
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住民投票間近 大阪都構想は、大都市か

ら始める国の再生戦略だ 

「政令市」という巨大で非効率な「業界」にメス 

2015年 5月 11日（月）  上山 信一  

 

5月 17日、大阪都構想の是非をめぐり、大阪市民による住民投票が実施される。この結果は、大阪にとどまらず

全国の大都市に影響を及ぼす可能性がある。ではそもそも、大阪都構想は何を目指しているのか。 

 大阪は日本第 2の都市であり、西日本の首都ともいわれる存在だ。ところがこの 40年ほど

の間に衰退し、生活保護受給率でも犯罪発生率でも全国ワーストワンに堕ちた。市役所も府

庁も事実上財政破たんし、全国のお荷物と化してしまった。 

 大阪の衰退の原因は、産業構造の転換の遅れや新幹線によるストロー現象などいろいろ

ある。しかし 90年代に府と市が無駄な二重投資を繰り返したこと、府と市が対立し、協力して

事業を行わないこと（松井・橋下体制でようやく是正）、そして市役所に自ら改革する能力がな

いこと（後述する）が大きい。 

「政令指定都市業界」の解体が始まる 

 都構想が目指す大阪市役所の分割と民営化、そして大阪都への再編は、大阪のローカル

な事件にとどまらない。「国鉄」、「郵政」に次いで全国に 20 もある「政令指定都市」という巨大

で非効率な公共事業体が“分割民営化”される大改革の始まりを意味する。 

 国鉄も郵政も戦後しばらくは全国一律型の公社形態で立派に機能した。だが巨大な公社の

形態では小回りが利かず、技術革新と民間との競争についていけない。また公社は議会の

チェックを受けるがゆえに必ず政治利権の対象となり（不採算路線の建設など）、同時に政治

力をバックに労組も経営に介入する。かくして国鉄も郵政も自律的な経営改革ができずに最



後は政府の手で分割、民営化された。次は、大阪を皮切りに全国の政令指定都市が同じ運

命をたどるのではないか。 

都構想と大都市制度の見直しは政府の方針 

 それゆえ、大阪都構想への賛否を問う 5月 17日の大阪市民 211万人の住民投票の結果

は、わが国の未来をも大きく左右すると、筆者は確信している。 

 「維新の党が勢力を増して憲法改正につながる？」「政界再編につながる？」という政局与

太話ではない（それも否定はしないが主題ではない）。これからの日本の存亡を決める大都

市のあり方が、この日で決まる。だから要注目なのだ。 

 なお、今回の住民投票については「議論が足りない。尚早だ」とか「橋下徹大阪市長の大衆

扇動だ」と批判する向きがある。しかし、大阪都構想は 2010年 1月、つまり 5年以上も前に提

唱され、その後の 2度の統一地方選挙、府知事選、市長選の争点とされた。加えて維新の会

は 2回の衆議院選挙と 1回の参議院選挙でもその意義を住民に説明してきた。 

 大阪からの要請に応じて、政府と既存政党も動いてきた。総務省は長らく大都市制度の改

訂をしてこなかったが、2012年には人口 200万人以上の大都市について政令指定都市制度

を離脱して特別区制度に移行するための手続き法（「大都市地域における特別区の設置に

関する法律」）を制定した。 

 その後、大阪府と大阪市はこの法律に従って、知事、市長と議員代表から構成される法定

協議会で特別区の具体的内容について議論を重ねてきた。そして今年 3月には府議会と市

議会がともに協定書を議決したことから法律に基づく今回の住民投票に至った。 

 つまり都構想は国の了解のもとで設計作業が進められ、手続きとしては 9割方の作業が終

わっている。いまさら「議論が足りない」とか「大衆扇動」と批判するのは、事の経緯を知らなさ

過ぎると言っていいだろう。 

大都市は地方への仕送り機関？ 

 わが国の政治はこれまで主に、都市部の富を地方に平等に分配することに注力してきた。 

 どういうことか。 

 地方は、人材と食糧を都市部に提供する。そして都市部の企業と住民は輸出産業などで稼

いだ金を公共事業や補助金、地方交付税で地方に“仕送り”として還流させてきた。 



 ところが今や国民の大半が都市部に住み、国全体の成長戦略や高齢化時代の医療・福祉

のあり方をはじめ、何もかもが大都市のあり方次第で決まる時代になった。それにもかかわら

ず政府は明治以来の中央集権と全国一律の都道府県制度のもとで大都市と地方を“平等”

に扱い、管理し、結果として大都市の国際競争力を削いできた。 

 そんな“反都市主義”の国政のもとでも、東京は首都として、また名古屋はトヨタ自動車に支

えられ何とかやってきた。しかし、大阪だけは持ちこたえられず、全国に対しても独り負けして

きた。衰退し続ける大阪の窮状を見かね、5年前、政府に対して反旗を翻したのが、橋下徹氏

らの大阪維新の会だった。彼らは大阪が衰退し続ける最大の要因は、府と市が構造的に対

立する二重行政の制度にあると分析した。 

 そして大阪市役所を廃止し、①地下鉄などの都市サービスは民営化し、②都市計画などの

広域行政は府に統合し、③教育、福祉などの住民サービスは東京 23区のような特別区に再

編する制度改革案、つまり「大阪都構想」を提唱した（詳細は拙著『大阪維新』を参照）。その

成否が今月 17日に決まるのだ。 

 大阪都構想が実現すると、大阪で一気に先進的な都市経営が始まる。東西ベルリンでは

89年の壁の崩壊後、急速に再開発が進んだ。それにも似た都市の大改造が大阪で始まる。

全国の自治体の先頭を切って地下鉄、バス、ごみ収集、上下水道が民営化される。また東京

23区に比べ人口比でわずか 4分の 1のスリムでニュータイプの区議会が誕生する。大阪発

の衝撃波は間違いなく東京、横浜、名古屋など全国の大都市に波及するだろう。 

 そして財政再建はもとより内需振興、福祉、医療、教育などありとあらゆる内政上の課題が

大都市を基軸に議論されるようになる。やがてそのうねりは、明治以来の中央集権国家の解

体や道州制の導入につながるだろう。 

「大阪市役所は大阪市から出ていけ？」 

 今から 10年前、大阪市役所は職員厚遇問題（ヤミ年金、カラ残業など）で全国から批判を

浴びた。その時にテレビの街頭インタビューで「大阪市役所は大阪市から出ていけ」と語った

おばさんがいた。それほど市役所は市民から恨まれたのである。その後、市役所の改革は進

んだのか。経費節約や採用抑制については、進んだといえる。 

 しかし地下鉄、バス、水道などの民営化などの抜本改革はすべて市議会が拒否した。つま

り大阪市役所、いや大阪市議会には改革を決断する能力がないのである。なにしろ市内が

24区の中選挙区に分けられ、どの党も過半数が取れない。わずか4000票弱で当選する議員

すらいる。 



大企業並みの巨大市役所に多数の世襲議員 

 また、二世、三世の世襲議員も多く、彼らは身の回りの支持者の意向だけを反映し、ひたす

ら自己保身に走る。市議会の影響力が少しでも損なわれる改革案にはすべて反対という立

場である。国鉄改革の場合は労組がガンだったが、大阪市役所の場合は、市議会が改革の

最大の障害なのである。だが都構想が実現すると市議会は消滅し守旧派議員たちも議席を

失う。だから大阪都構想は国鉄、郵政の時と同様に激しい攻防戦となる。 

 大阪市役所は普通の“市役所”とは全く異なる巨大独占事業体、いや化け物のような政治

的運動体である。年間予算規模は、約 3.77兆円と大きく、キヤノン、三菱電機並みである。職

員数も約 3万 8000人と多く、これまたマツダ、神戸製鋼並みである。 

 手掛ける事業は幅広く、地下鉄、バス、上下水道、港湾（大阪港）のほか病院、大学、市営

住宅、ごみ収集処理のほか幼稚園や墓地まで持つ。かつては電気事業も手掛け、これは後

に民営化されて関西電力となったものの、大阪市はまだ同社の株式を約 8.9％も所有する。 

 大阪市の事業の多くはいまだに公務員による直営が多く、民営化も外注化も遅れている。

労組の組織率は 9割を超え（そのこと自体は何ら問題はないが）、強大な労組はつい最近ま

で市長選挙に関与してきた。また過去には議員の圧力で採算のとりにくい地域に地下鉄が引

かれたがこれは旧国鉄のローカル線建設と同じ構図である。 

 その結果、大阪市は全国 20の政令指定都市の中で最も厳しい財政状況に陥り（経常収支

比率が 100を超え、税収だけで日常の市民サービスすら賄えない状態）、国からの補助金で

ようやく生き長らえている。 

都構想に秘められた国家戦略的意義 

 都構想は 3つの要素からなる。第 1は集権化。これは政令指定都市である大阪市の、都市

計画などの広域行政の権限を府に統合し、府域全体の視点に立った再開発や交通体系の

整備を進めようというものだ。第 2は民営化である。大阪市営の地下鉄、バス、上下水道、ゴ

ミ収集など都市のインフラ機能を効率的な民間経営に変えていく。 

 3つ目は分権化だが、これは巨大な大阪市役所を 5つの特別区に分割自立させ、公選の区

長と区議会議員のもとで地域密着型の教育、福祉などを行う。以上 3つは現地では「強い広

域行政体づくり」「都市経営のスリム化」「やさしい基礎自治体づくり」と呼ばれる。 

 ここで注目したいのはこの 3つの要素が秘める国家戦略への意味合いである。 



 第 1の集権化は、大阪をグローバルな都市間競争の中で国に依存せずに自立発展できる

大都市に改造することを意味する。第 2の民営化は、官業の民間開放を意味し、また PPP

（パブリック・プライベート・パートナーシップ）という政府の成長戦略に沿ったものでもある。 

 そして第 3の分権化は大阪市役所による 24行政区に対する市内一律型の中央集権体制を

打破するものだが、これは中央省庁による 47都道府県に対する全国一律型の中央集権体

制を打破する道州制の考え方を先取りしたものともいえる（下図参照）。 

 

ベルリン並みの再開発が始まる 

 第 1の要素の集権化とは、今まで府と市に分かれていた都市計画などの権限を府に集約し、

市域の外を含むグレーター大阪の広い領域を視野に入れた都市改造を行うものだ。たとえば

大阪城の近くの森之宮地区には大阪府、大阪市、UR（独立行政法人都市再生機構）、JR、国

などの老朽施設が混在する。 

 このうち地下鉄や鉄道の車庫、下水処理場、ゴミ焼却工場などは郊外に移転させ、古い建

物は整理して再開発すれば緑に囲まれた魅力的な職と住の都市空間ができる。府と市が長

年対立してきたために再開発の絵すら描けなかった地域がついに変わる。 

 新大阪駅から至近距離にある大阪市の柴島浄水場も同じだ。府と市の水道事業を統合す

れば、大幅に規模縮小できるのだが両者の対立のために放置されてきた。東京・新宿の淀橋

浄水場が廃止されて副都心になったのとは対照的である。 



 大阪市は市域の 26％もの土地を所有する。中には一等地にもかかわらず老朽化した余剰

施設が陣取る例も多い。多くはバス操車場、ゴミ焼却場、下水処理場など府や隣接市と事業

統合すれば不要になるはずの施設だが、余剰人員を温存する必要もあってずっと維持されて

きた。これらの資産も売却、あるいは企業に貸せば（無償でもよい）有効活用され、都市の成

長と雇用創出につながる。 

 こうした都市大改造の姿はベルリンに行けばイメージできる。ベルリンでは 89年に壁が取り

払われ、その後急速に東側の再開発が進んだ。今では壁の跡かたすら見当たらず欧州有数

のビジネスと観光の拠点になった。大阪にもベルリンの壁がある。大阪市が東側、府が西側

である。都構想がそれを壊すのだ。 

地下鉄は東京メトロに次いで民営化へ 

 都構想の第 2の要素は民営化である。地下鉄は新線建設のコスト負担が大きいために、全

国どこでも公営とされてきた。だが主に国が出資する営団地下鉄は、1995年から 2001年の

閣議決定を経て民営化が決まった。 

 これは、新線建設がほぼ終わり、今後はサービス改善が主眼となるので、株式会社の方が

いいという判断による。大阪市営地下鉄も同じだ。新線建設が終わったのだから民営化すべ

きだ。また、バスはそもそも会社形態が普通である。 

 しかし議会は「市民の安心安全のために公営を維持すべき」といって拒否している。だが、

自分たちの権益保持と公務員の安心安全を守りたいだけではないか。 

インフラの海外輸出にも弾み 

 上下水道については運営権を民間に譲渡するコンセッション方式による民営化が計画され

ている。これは政府の PPP推進の方針にも合致する官業の民間開放である。 

 これが実現すると将来的には大阪で水道や下水を運営する企業がよその地域の運営を請

け負うことも考えられる。全国に先駆けて大阪でノウハウを蓄積した会社が全国各地の上下

水道事業を制覇する可能性がある。またわが国は新興国へのインフラ輸出を目指している。

だが技術は優れているものの国内では市町村が経営するためフルセットでの運営ノウハウ

の提供ができない。大阪で民営化が実現すれば、そのノウハウをもとに海外展開もしやすく

なるだろう。 

5つの区の善政競争 



 都構想の3つ目の意義は、5つの特別区の誕生による住民自治の強化である。大阪市には

今まで24の行政区があった。だが区とはいっても名ばかりで区役所の予算は住民 1人当たり

でわずか 2000円弱（東京 23区は約 37万円）でしかない。 

 しかも区役所の業務は窓口、出張所の業務がほとんどで区長は公務員、かつその多くが域

外からの“通勤区長”である。区議会もないので住民の声を吸い上げる手段もない。そしてそ

もそも狭い大阪に 24 もの区があることも非効率だった（但し、市会議員の選挙区としては都

合がよかった）。 

 都構想では 5つの特別区を置き、区長は公選で選び区議会も置く。区議会議員の数は 12

人から 23人と少ない。5区分を合計した人数を今の市会議員の数の 86人に抑えるからだ。

東京の区議会に比べ、約 4分の 1のスリムな議会となる。 

 区長が公選で選ばれるようになると競争原理が働く。たとえば東京では品川区が教育改革

を始めると杉並などが後に続いた。これと同様の活力ある区政が期待できる。 

 ところで、なぜ大阪市を 5つの市に分割せずに、特別区を置くのか。それは大阪市域がこれ

まで大都市としての一体性をもって発展してきたからである。大都市は巨大な人口と様々な

都市機能が集積してはじめて競争力を発揮する。 

 都心のオフイス街や商業集積だけでなく下町の工場地帯、湾岸の港や倉庫、郊外の住宅

地などのすべてが相互依存の中で成り立っている。税収は都心で集中的に得られるが、周辺

地域あっての都心の繁栄である。だからそれぞれを独立採算の市とせず、特別区として相互

補完の考え方に沿った財政調整をする必要がある。 

特別区制度は道州制の先取り 

 巨大な大阪市役所を、強い自治権をもった 5つの特別区に分割する作業は、実は日本国に

道州制を導入する作業の先取りでもある。大阪市役所は市内の中之島地区にあるが、国の

霞が関と同様に「中之島」と呼ばれ畏怖されてきた。 

 霞が関は 47都道府県に対して地域特性を考慮しない全国一律の行政を展開してきた。そ

れと同様に、中之島も 24行政区に対して全市一律の行政を展開してきた。今回の都構想は

それに終止符を打つ作業である。 

 これまでのわが国の地方自治の歴史の中で「吸収合併」は多々あった。だが「分割自立」の

例は数少ない（明治初期に堺県から奈良県が分離独立した例などわずか）。今回の特別区

の設置は自らの手で地域の「分割自立」を図るものだが、このプロセス自体が道州制の先取

りともいえるだろう。 



賛否が拮抗 

 ここまで読んでいただいた読者の皆さんには大阪都構想の歴史的意義と全国に与える影

響の大きさが理解いただけたに違いない。だが現地の賛否は拮抗している。反対派は「制度

を変える費用がもったいない」「大阪市がなくなるのは寂しい（郷土愛）」、あるいは「賛成派が

いう成果が本当に出るのか疑わしい」といった理由を挙げる。 

 だが、日本第 2の都市が国からの資金援助でやっと生きながらえるという現状は、そもそも

持続可能でない。本来、大阪は東京と並んで国を引っ張るべき都市である。国からの補助金

に依存して目の前のささやかな平安を守っていくべきか、それとも一歩、踏み出して、自立経

営できる街に変えていくか。大阪市民は決断を迫られている。 

 

 

 

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。 



 

 

 

 

 

（４）その他 の執筆記 事   
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記事詳細　企画記事（新政策）

都構想は敵対的Ｍ＆Ａ　二重行政解消し、強い大阪を　大阪都構想を考える懇談会

から（上）
2015/05/01 05:00 東京 （共同通信）

　大阪市を廃止し五つの特別区を新設する「大阪都構想」の住民投票が１７日に行われるのを前に、都構想の意義を考える懇

談会が４月中旬、東京都内で開かれた。大阪府・市の特別顧問を務める大学教授ら３人の研究者が都構想の経緯や、全国に

与える影響を説明した。主な発言を紹介する。

▽上山信一慶応大教授

　今日は中央大の佐々木先生、学習院大の鈴木先生と大阪都構想の全国的意義について学ぶ勉強会を開催させていただい

た。ご存知の通り、５月１７日に日本最大規模と言っていいと思うが、２１５万人の住民投票が大阪市で行われる。投票自体が

ビッグニュースだ。過半数を取ったほうの案がそのまま採用され、大阪市役所が存続するか再編されて大阪府、大阪都になる

かがその日の投票一発で決まってしまう。非常に重要な局面になる。出席された皆さんの中で大阪からいらしている方もおられ

るし、大阪勤務だったという方もおられると思う。現地では当然ながら賛成派、反対派それぞれが極めて熱心に自己の意見を

主張し、非常に良い意味でも

悪い意味でも政治的な議論が飛び交っている。だが私たちは今日はできるだけ客観的、第

三者的な視点とかつ全国の視点から考えたい。現地の政治勢力の賛成派と反対派がある

意味でわかりやすい、極端な意見を述べていたりするがそれは置いて、半歩離れた立場か

ら大阪都構想がどういう意味を持つのか、さらにこれが全国的にどういう意味を持っていくか

ということを考えてみたい。

　順番としては私のほうからなぜ大阪都構想が生まれてきたのかというバックグラウンド的な

話をしたい。これが制度上どういう意味を持つかという話に移り、鈴木先生は大阪市西成区

の西成特区構想のお手伝いをされ、福祉や財政の問題に精通されているのでそのような観

点からコメントしていただく。

　最初にお断りしておくが、私は大阪府・市の特別顧問でもある。佐々木先生は３月末まで特別顧問をされていた。鈴木さんは

大阪市のほう、西成特区の顧問をしてきた経緯がある。それなので市役所の中の意思決定の動き、両首長のものの考え方と

かそういったものはじかに見てきている。一方で反対派の方からすると、賛成派に雇われた学者ではないかという批判をされる

方は当然おられる。だが今日の説明会は、現地にいてかなりの情報をそばで見てきた研究者という視点で、できるだけ偏りの

ない説明をしたいと心掛けたい。

そもそもなぜ大阪で市役所を解体しなければならないほどの大改革が始まっているのかお話したい。橋下徹氏という特殊な人

がいるので、変わったことが起きているとみる一般の方がいるがそうではない。大阪はとても特殊なことが起きていて、橋下氏

がたまたま出てきて、橋下氏じゃなくても改革者ならば思い付きそうなことを橋下氏ならではのユニークなスタイルでコミュニケ

ーションしながらやっている。これが事の本質だ。橋下現象ではない。大阪はとても厳しい状況にあり、抜本的改革をやらないと

成り立たない状態になってしまう。それほどひどい大都市があるということを皆さまに認識していただきたい。ひどい状況から橋

下徹氏が維新の会をつくり、さらにＷ選挙を経て、市長になり都構想が今ここまできているが、その間大阪は変わってきたのか

という議論が出てくる。

　東京では話題になっていないが、維新の会が一番最初に取り組んだことは府議会の定数を２割削減したことだ。国会の議員

定数をめぐる議論はよくご存知かと思うが、２割という議論は酒の席でも話題に上らない数字だ。２０％、これを一気に最初にや

ってしまったのが大阪府議会の話だ。これがもたらすポジティブ、ネガティブのインパクトは容易に想像が付くと思う。反対派は

信じられない、絶対に許せない、賛成派からするとこの勢いで大改革を全部やっていこうということになる。改革という言葉の重

み、スケールは今の大阪においては全然違う。その後、普通の知事や市長であれば４年かけてできるかできないかぐらいの最

大の争点みたいなものが大体２カ月に一つぐらいのペースで仕上がっていった。ものによっては市議会が否決するので実現で

きていないものもあるが、例えば信用保証組合の統合、これは府と市の外郭団体の統合だが、実現した。泉北高速鉄道を民営

化し８０円値下げすることも実現し、地下鉄の初乗り運賃も値下げした。かつ関西空港と伊丹空港の統合、これも大阪府・市が

仕掛けたもので、現地ではずいぶんいろいろなことが動いている。こういう実感があるわけだ。このあたりの話を少しご紹介した

い。

https://gyosei.47news.jp/


　本題の都構想だが、どういうものなのか、ご存知の方も多いと思うし後で佐々木先生が詳しく解説されるので要点だけご紹介

したい。

　実は今回の住民投票は１０年越しだ。大阪で改革が始まったのは２００４年の１２月ごろからなので、ほぼ１０年を経てここまで

きたと。橋下氏の大阪府知事就任が０８年２月だが、それ以前からの改革が実はある。当時話題になった大阪市の職員厚遇問

題が発端だ。ここで大阪市役所は信じられない、大阪市役所は大阪市から出て行けというテレビの街頭インタビューもあったり

して、市民の市役所に対する不信感が高まった。そこで改革をやったのが大平光代さんと関淳一市長。１０年前になるわけだ

が、地下鉄民営化を掲げて関市長がさらに３期目に臨むが落選し平松市長に代わる。これが実は改革前夜で、前夜でも結構、

改革をやっていた。

　ひと言で言うと、この時期進んだことは、同和問題、労働組合との不適切な関係の改革だ。この二つは関・大平時代にかなり

解決した。あまり東京では報じられていないと思うが大阪って大変だよねと言われる２大テーマの根っこがこの時代に取れてい

た。しかし議会が今と全く同じ構図で、後半になるとありとあらゆる改革案件に反対し始めた。地下鉄は大きな目玉になって、そ

れで選挙で保守勢力が勝って平松さんが当選された。その後その数か月後に知事選挙があり、そこで橋下徹氏が知事になっ

た。その間やったのは　伊丹空港はいらないという発言から始まり、関空との経営統合、ＷＴＣ（旧大阪ワールドトレードセンター

ビルディング）、これは府が安く買い取って第二庁舎にするということをやり、これで自民党が割れた。それで今の府知事の松井

一郎氏が、自民を割って出て、大阪維新の会を２０１０年の春につくった。その時から都構想が出てくる。

　橋下氏が知事になってほぼ２年たったところで府と市が一緒にやっていてもいかん、という認識に至る。平松さんは民間出身

で、最初は一緒に水道やろうとか、ＷＴＣはまさに二人でやり遂げるわけだが制度的な限界がある。知事と市長がいくら仲良く

やっても、政令市と意見の利害が一致しない分野が多いと。それで府と市は一緒にしようということで橋下、松井、プラス浅田均

氏が入ってくるが、３人が中心になり大阪維新の会を１０年につくった。１年後に統一地方選があり、そこで維新が府議会では

過半数、市議会は最大会派になるということで全国でも少し話題になり始めた。秋はダブル選挙がある。府庁は松井氏が中心

になって改革が続き、市役所で再び、再びというのは関時代のできなかった部分を再開するという形で橋下改革が始まった。国

政はご存知の通り、日本維新の会ができて、衆院選、参院選があり、そして維新の党がありということで、選挙がほぼ毎年のよ

うにあるというのが大阪維新の会の暮らしだ。選挙ごとに一喜一憂しながらここまで来た。今年の秋にＷ選があるので、５月（の

住民投票）は非常に大きな争点になる。秋に首長選挙があり、やっとしばらく選挙のない安定的な時期に入るのではないか。

　地元では橋下知事時代に大阪府の改革はかなり進んだ。その後松井さんが府知事として頑張り、橋下氏が大阪市長として

の改革、「社長」としてかなり大胆なトップダウンの改革をやった。だが地元ではニュースになったが、全国的なニュースにはほ

とんどなっていない。その後財界も入り、地域再生運動として府市の連携、さらに都構想と進んだ。このことは大阪の中で非常

に政治的な対立を生んだ。当たり前のことで、大阪市議会がなくなるわけだから大阪市議会議員は全員仕事をなくすわけだ。

仕事を失いたくない人が必死になって抵抗するのは当たり前で、議会と仲良く議論しろという議論があるが、それは無理でしょ

うと。議会をなくそうとしているわけだから。そうだよね、ゆっくり話し合おうねというわけにはならないと思う。地域再生運動とい

えばいいが、地方政治の中で見たことがないスケールの激しい戦いが起きている。さらに上位のゲームというのがあり、これは

国政レベルの戦いだが、非常に重要になったのは法改正だ。今回の住民投票は自治体が勝手にやる投票ではなく、大都市地

域特別区設置法、大都市地域に特別区を新たに設ける手続きを書いた法律、地方自治法の改正の意味を持つ法律、これを衆

院、参院で通すということがあったので今回の住民投票になっている。

　なぜ法改正ができたかというと、日本維新の会が衆院選で躍進するという気配があり、実際にパワーを持ったという、国政レ

ベルに足を掛けるということが実際に起きたからだ。この３つのレベルの３階層の動きが同時にセットで５月１７日という目の前



に来ている。

　行政改革と企業改革を両方見ている私の目線では、「行政改革」は企業に例えるとリストラとか業務改革レベルの話、「地域

再生運動」は敵対的Ｍ＆Ａだと思っている。改革しようとしない、現金をたくさん積んだまま有効にお金を使わない大阪市役所と

いう会社にテイク・オーバー・ビットをかけているというのが大阪府という状況だ。二つ一緒になってもっと強い会社になろうよ、

という話だ。

「国政改革」は業界再編に近い。政令市という業界から出て、別の

ものに自分はなりたいというＭ＆Ａプラス業界再編をはらんでい

る。全国に与える影響はここだ。政令市制度というものは全国一律

で決まっているが、そこから離脱する選択肢、これを大阪が取るこ

とができるという法律がまずできて、実際離脱するかどうかというこ

とになる。

　政令市業界は大きな構造変化がこれから起きる。大阪は名前が

都になった、横浜は今のままで良いのか、京都は府のままでいい

のか、いろいろな議論がこれから起きるに違いない。地方自治業

界にとっては何十年に一度あるかないかの非常に大きな話だ。大

阪ローカルだけの騒ぎではない。まして橋下現象なんて週刊誌が

言うような話ではまったくない。

　なぜそんなに激しいことが大阪で起きたのかというと、町の状況

が極めて悲惨だからだ。細かく申し上げないが、９６年からほぼ２０

年近くたつが、東京の所得は下がっていないほか全部下がっている。驚くべきことに大阪市はかつては東京の次に豊かな場所

だった。大阪府も全県の平均よりは上だった。ところが近年をみると大阪府は全県平均より下、大阪市は愛知県よりはるかに

下、東京にもとても追い付けない。ここまで激しく没落した。

　われわれの生活も同じで、もともと貧しければ悩まないが、豊かな生活をしていて急に収入が減るといろいろな不幸が起こ

る。自殺や離婚、犯罪に走る人もいるかもしれない。激しい下落は大きなストレスを地域全体に与える。その結果、生活保護は

大阪だけ激増して、失業率は都会なのに全国平均より高いという異常値を示している。さらに深刻なのは若年失業率が高い。

女性の就業率についても、大阪は離婚が多いが、離婚が多く仕事がないと生活保護が増えるのは当たり前だ。ホームレスも多

く、刑法犯、犯罪も多いと。貧困が根っこにある。離婚率については、これは風土やほかの要素もあるかもしれないが、それは

さておき、非常に多い。

　そういう状況の中で家の中がごたごたしていたりで、学力も非常に低いという状態だ。平均寿命から学力から何から何まで基

本的にワースト１位、２位、３位。これを並べて持っているのが日本第二の大都会、大阪だ。明らかに米国のデトロイト市と同じ

状態だ。都市の破綻といっても良いと思うが、さすがに日本なので現地に行ったら犯罪が蔓延しているみたいなそこまで目に見

える危険ではないが、データで見る限り、明らかに異常値で大阪だけが激しく衰退している。このため維新の会がここまで支持

を集め、世論調査で都構想に関して賛成の方が半分を上回るぐらいいる状況になるわけだ。

　ここが非常に重要な事実だ。改革の必要性を皆さんが感じているということだ。私も住所は東京だが、生まれ育ちは大阪なの

で過去の大阪を知っているが、見る影もないぐらい激しく変わった。この現実からスタートして今回の都構想、ある意味ではお

騒がだが、なぜ起きているかを見ていただきたい。

　それから府と市はなぜそんなに話題かというが、たかが市役所をなぜそんなに目の敵にするのか、仲良くすればいいじゃない

かという話があるが、大阪市のＧＤＰは、大阪府内の過半数を超えている。人口で見ると３割、面積はわずか１割だが、産業集

積が大阪市に偏っている。大阪府は三日月みたいな形をしていて真ん中が大阪市になる。北と南と東から（大阪市内に）通勤

してきている。府議会も府の図書館もすべて中枢機能は大阪市内にある。

　こういう状況で、大阪市という存在は地域としても役所としても非常に大きい。大阪府と大阪市の職員数の比較では、一般会

計と特別会計が両方あり、府のほうは学校の市町村、警察官、教員が全部入っているので、一見すると職員数が多いが、そう

いう方を除いた予算で見ると、一般会計と特別会計を足すとと府も市も同じぐらいの額だ。



　職員に至っては実質的には市のほうが多い。半分笑い話のようなエピソードがあるが、橋下氏が知事を辞めて市長になる時

にお好み焼き屋のおばちゃんが「ついに橋下さんもえろうなりはったな。いよいよ市長や」という笑い話がある。知事というのは

それほど誰が何をやっているか分からない存在で、市長さんというのが大阪でいうところの役所を象徴するぐらい存在感が非

常に大きい。

　ところが府も市も経済状況となると、財政的にとてつもなく厳しい。大阪府の税収を見ると、全国の都道府県の中でもだんとつ

貧乏な自治体だ。大阪市も同じで、どちらもじり貧状態だ。お金の使い道だが、大阪府も大阪市もかつてはインフラ建設など建

設事業費を９０年代には他の自治体並みだった。最近お金がなくなり、大阪市は扶助費、生活保護にお金をつぎ込み道路補修

もままならない。大阪府にいたっては建設事業費は風前のともしびのような状態になっている、インフラの維持管理すら微妙な

状況だ。

　これだけお金がなくなると、二つの財布を一緒にしないと生きていけないということが明らかだ。そういう状況の中で、合併とい

うか統合せざるを得ない。こんな合理的な背景がある。お金がないと借金が増え、住民１人当たりの自治体の借金、地方債の

残高、９３年は東京とあまり変わらなかった。府と市を足しても東京の１・３倍だった。２０１２年度は東京の３・２倍まで拡大した。

このまま放っておくととんでもない借金を背負わされる。耐えられないというのが市民の感覚だ。実はアセット（資産）はある。大

都会だから大阪市の面積の２６％を大阪市役所が持っている。というふうに土地は結構あり、有効活用されていない施設もある

が、その使い方が非常にまずい。プールを各区全部に２４カ所すべて作るとか無駄なことをいっぱいやっているので、特に大阪

市のほうの借金が激増し、２０１２年度では市の借金が市民１人当たり１００万円ぐらいに増えている。こんなものを置いておい

たら、今後どこまで（借金が）増殖するか分からない。極めて危険な存在であるというのが大阪市の今の状況だ。

　職員数も異常に多い。労使関係が非常にゆがんでいて、住民１万人当たりの職員数を見ると２０１３年の数字はだいぶん減っ

ているが、全国の政令市の中で見ると、大阪市はだんとつに職員が多い。福岡のほぼ２倍の人がいる。もちろん地下鉄が大き

かったり、いろいろなことがあるが、それを差し引いても１・３倍ぐらい人が過剰にいるという状態だ。

（大阪府と大阪市の）二重行政の象徴的な例が浄水場と大学だ。インダストリー・コスト・カーブという経営分析手法を使ってい

て、横軸が浄水場の水の生産量、縦軸が単位当たりの維持管理費だ。安い水から順番に使うので、各浄水場を箱で書いてい

るが、単位コストが安いのが三島、府と市と共通でもし一緒に使うのであれば三島から使うべきで、次は村野だ。次に黒い部分

が大阪市豊野、府の庭窪、次が黒いのが大阪市の庭窪。名前が同じなのに府と市で隣り合わせで別々の浄水所を経営してい

るというおかしさがこの表を見ただけでわかる。その横に柴島。新大阪駅の近くにある場所で、ここに大規模な老朽化した大き

な浄水場があり、大阪市は「聖地柴島」と呼んでいて一番大事だが、一番コストが高い。府と市の水が必要な量を足すと、庭窪

の真ん中に縦線を引いているが、３０６万立方メートルで足りる。本当は柴島をゼロにしてもいいわけだ。だが大阪市にとっては

柴島が命なので、ここを死守したい。府は安全のためにいろいろ考えると左の村野や三島を維持したいと、互いが設備更新を

しようとしていた。もしＷ選挙がなければ府と市を合わせて４０００億円の無駄な投資が設備更新のためにされようとしていた。



　それから大阪市立大学と大阪府立大学だが、ほぼ同じ時期に作られ、駅で言えば４つしか離れていない所にある。どちらもか

なり大きい立派な学校で、著名人もたくさん卒業している。学生数を見るとほぼ同じ、教員数もほぼ同じ。なぜか分かりますか。

相手に負けてはいけないというゲームの理論だ。大学のサイズもこのようなもので近所に建っている。両方足すとほぼ神戸大

並みの良い学校ができる。学部も市立大は医学部があり、府立は獣医、農学部があったりして両方足すとすごく良い感じにな

る。国境を挟んで東ドイツと西ドイツのように似たものが二つ分離されて、お互い相手の出身教員はあまりとらない不文律の元

に相互不可侵条約を結び、狭い大阪の中で冷戦状態にあった。それなら一緒にやったほうがいいんじゃないのという議論をこ

の４年間ずっとやってきてアンケートをとると「実はそう思っていました」と言う先生がすごくたくさんおられた。最近ではそれぞれ

の大学自体が、議会は反対かもしれないが自分たちは一緒になりたいという提言を出している状況になっている。

　一事が万事このように似たものが二つあり、無駄な投資をやっている、お互いじり貧でお金がなくて困っている、こういう状況

なので合理的に考えて一緒になってほうが良いに決まっているということになるが、問題は議会だ。一緒になるとなくなるものは

議会なので、大阪市議会は命を懸けて闘うということになる。別に議会だけが憎いわけではなく、合理的な良い町、良い都制度

をつくりたいと考えていて都構想の目的は市を解体して再編するということだ。私なりに整理したイメージがある。大阪市を解体

してどうなるかというだが、要素は三つある。一つは集権化、広域行政をするのが市と府に分散しているわけだが、これは府に

統合しましょうと。そこが道路、インフラ、土地利用を集約する。お互いけんかをしながらばらばらにやるのではなく、一緒にやる

と。これが集権化という要素で、府庁が機能を強化すると。市の土木部門とか優秀な職員がたくさんいるので、彼らが府に行け

ば府域全体で大きな仕事をやってくれると思う。もう一つ重要なのが民営化。地下鉄、水道、ごみ処理、独法化だが病院、文化

施設、博物館、美術館とかその他いろいろあるわけだが、この辺を役所が直営で持つ必要はないだろうと。一部独立行政法人

化で補助金を入れないと成り立たないものもあるが基本的には企業原則に従い、別法人にして自由になるべく独立再三を目指

す方向で動いてもらいましょうと。

　これが実現すると都庁のはるか上をいく。都庁は都バス、都営地下鉄が走っているから大阪都になっても民営化は良くないと

いうつまらない議論をする東京至上主義者がいるが、東京がそうだから大阪がそうする必要は全くない。大阪は最初から都バ

ス、都営地下鉄は持たない。完全に民営化する。水道も別法人にするということで巨大な都庁ができるというデマがあるがこれ

は大嘘だ。東京のような無様な巨大な都庁、無駄遣いの象徴のような新宿のあんなビルを持つ必要は全くない。東京よりもは



るかに先進的な都庁というものができ、その先なにが起きるかというと都営地下鉄も民営化しろ、大阪のようにスリムな都庁に

しろかそういう議論がたぶん東京都にも及ぶと思う。政令市も今回大阪が（都に）なるといろいろな影響を受けるが、東京都庁も

比較分析されるといかに無駄が多いかということがはっきりと分かる。（ＯＳのバージョンで言えば）都庁はウィンドウズ１９４３、

我々はウィンドウズ２０１５だから設計基礎が全然違う。ＩＯＳかもしれなくて非常にスリムな都庁ができる。分権化は５つの特別

区をつくるという話だが、区役所をつくり、公選の区長が出て来て区議会があると。私がお話したいことは大体以上だ。

　一点、私が補足したいのが、大阪の２４の行政区と東京２３区との人口１人当たりの予算と人口の関係だ。東京の住民１人当

たりの予算は２３区でいずれもほぼ同じ額だ。千代田区は例外だが、ほぼ同じ。大阪は行政区２４区で見ると人口の小さい区

ほど、裁量予算が多く、大きな区ほどない。区役所は平等だが区民は不平等ということになる。東京と逆だ。独自性が発揮でき

る、競争原理が働くからと、大阪の場合は選挙区が２４ある。区選出議員が平等であるために、各区役所が平等に扱われ、結

局周辺部の人口の多い地域で区民が損区民が損をしている、こういう構造になっている。区役所による区役所の区役所のため

の行政、と私は呼んでいるがそういうことになっている。区役所イコール何かというと選挙区、選挙区＝市会議員の次の選挙の

準備という構造になっていて非常に分かりやすい。だから各区にすべてプールがあり、体育館がある。人口１万人当たりの施設

配分だが、これも東京はほぼ均等、千代田区は特殊だが、大阪に関しては同じ傾向がある。端のほうの区はほぼあおりを食

う。市会議員の平等を追求するため市民は不平等になっている。

＜上山信一氏略歴＞

　慶応義塾大総合政策学部教授　京都大法学部を卒業後、プリンストン大大学院で公共経営学修士を取得。旧運輸省（現国

土交通省）、マッキンゼー（共同経営者）、米ジョージタウン大学研究教授等を経て現職。専門は企業、政府、ＮＰＯの経営改

革。近年は地域開発、行政改革も手掛ける。
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5.17 住民投票にらみ民間 3 研究者が「大阪都構想」への理解を求める 

井出 一仁＝日経 BP イノベーション ICT 研究所【2015.4.24】 

 

左から佐々木信夫中央大学教授、上山信一慶応義塾大学教授、 

鈴木亘学習院大学教授（写真：編集部） 

 

 

 「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を 5 月 17 日に控え、大阪府・市の特別顧問を務め同構想を推進す

る民間の 3 研究者がメディア向け説明会を東京都内で 4 月 16 日に開催した。 

 

 慶応義塾大学の上山信一総合政策学部教授は、「大阪維新とは、橋下徹氏という変わった人がやっている

取り組みではない」と強調。高齢化や貧困化、府市の二重行政といった課題を抱える大都市の「都市戦略・都

市経営の見直し」に位置付け、大阪ローカルの問題ではなく全国的な意義があると訴えた。 

 

 上山氏は、大阪府の一人当たり所得が 2008 年に全国平均を下回り、所得の低下が地域全体に大きなスト

レスを与えていると分析。刑法犯発生率、覚せい剤事件発生率、生活保護受給世帯数、ホームレス総数、児

童虐待相談件数などが軒並み都道府県別のワーストランキングの上位 1～2 位に入っていることなどを挙げ

て、「改革の必要性を多くの人が感じている」と説明した。 

 

 同氏は大阪の維新改革全体を企業改革にたとえる。「行政改革は企業の業務改革やリストラであり、地域

再生運動である大阪都構想は、より強い企業になるための府から市への TOB（株式公開買い付け）に当たる」

と解説。「大阪都構想は“政令市業界”からの離脱を目指す動きであり、これにより“業界”に大きな構造変化

が起こり、ほかの自治体にも影響が及ぶ」との見方を示した。 

 

 中央大学の佐々木信夫経済学部教授は、現行の政令市行政区と東京 23 区の特別区との違いなどを説明

し、「都区の役割分担や税財源の配分が必ずしも明確ではない東京の問題を学習したうえで制度設計を行っ

た」と述べた。国家戦略特区ワーキンググループの委員も務める学習院大学の鈴木亘経済学部教授は、「今

の戦略特区は小粒すぎて地方創生・地方分権と言えるだろうか。大阪都構想こそが地方創生」と強調した。 

 

 5 月 17 日の住民投票は 2013 年施行の大都市地域特別区設置法に基づくもので、有効投票の過半数の賛

成が得られた場合は総務大臣に特別区の設置を申請できる。法的な拘束力があるため、「否決されれば改革

の機運が失せて日本が停滞する」（佐々木氏）、「これがこければ地方創生・地方分権はこの先できなくなる」

（鈴木氏）と、投票権を持つ大阪市民以外にも理解と支持を訴えた。 
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［細川珠生］【大阪都構想が全国にもたらすものとは】

～自治体の無駄を減らせ～ 

「細川珠生のモーニングトーク」2015 年 4 月 25 日放送  

細川珠生（政治ジャーナリスト）執筆記事  | プロフィール 

Japan In-depth 編集部（Aya） 

 

5月17日の住民投票を控えた大阪都構想について、大阪府・大阪市特別顧問で慶応

義塾大学総合政策部教授の上山信一氏に聞いた。 

大阪都構想とは、大阪市を解体し、特別区と呼ばれる東京 23 区のような複

数の区にしようという構想だ。今の大阪は市の下に区があり、区長は選挙に

よって選ばれるものではない。これを東京のように、区が都の直下にあり、区

長も選挙で選ぶ仕組みにしようとする構想だ。「役所の仕組みを変えるだけの

ように見えるが、実はすごく大きいこと。税金の使い方なども変わってくる。」と

上山氏は話す。 

例えば、大阪市の地下鉄やバスは大阪市内のみをカバーしていて、市を超え

ると走っていない。大阪市周辺も都市化してきており、全体のことを考えると、

大阪市だけというのは範囲が狭すぎる。また、大阪府と大阪市で図書館や体

育館など同じ施設を持っていて無駄が多い。都構想の背景について、「高度

成長の時代が終わってお金がない。そんな中で民間企業は合併して無駄を

減らしている。自治体もそういう工夫をしていく。」と上山氏は解説した。  

市をなくし、5 つの区を作ると、市民生活はどのように変わるのか。「大阪市役

所の改革が一気に進んで無駄が減るのが大きい」と上山氏は述べ、今までは

市があることによってなかなか改革が進まなかったという問題を指摘した。例

えば地下鉄一つ取ってみても、市長の一声で終電の時間を延ばすことまでは

できたが、これ以上の改革、例えば私鉄との乗り入れを増やしたり、料金を下
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げたりするには民営化しなくては難しい。しかし、市では 2/3 の賛成がないと民

営化できない仕組みになっていた。「市議会がなくなり区議会になることで、住

民に身近な議会が物事を決められるようになる。区長は選挙で選ばれるから

全然違ってくる」と上山氏は都構想のメリットを強調した。  

大阪都構想の全国的な影響について細川氏が質問すると、上山氏は「大阪

が日本の都市改革の大きなモデルになっていく。つまり世界の標準になる。」

と述べた。日本の大都市は、多くのことを抱え込みすぎている。海外では民間

企業に任せているようなことも、日本は自治体が全て請け負ってきた。その結

果、日本の自治体は資産も大きいが、借金も海外の都市の数倍となっている。

大阪の地下鉄が民営化すれば、他の自治体も自分たちのことを見直し始める

だろう。 

例えば、川崎市と横浜市をくっつけて区に分けるような話も出てくるかもしれな

いと上山氏は予想する。自治体をより効率的にするための組み換えの議論が

ドミノ式に日本に広がっていくだろう。大阪と同じようにする必要はないが、議

論が起こるということが重要である。上山氏は大げさかもしれないと述べなが

らも「地方自治の始まり」という言葉を使ってそのインパクトを表現した。  

大阪だからと言って、他人事ではいけない。「大阪でやっていることを今のうち

によく見て、自分たちだったらどうするか（今から）考えることが必要」と上山氏

は語った。 

（この記事は、ラジオ日本  「細川珠生のモーニングトーク」2015 年 4 月 25 日

放送  の内容を要約したものです）  

細川珠生のモーニングトーク  

ラジオ日本  毎週土曜日午前 7 時 5 分～7 時 20 分  

ラジオ日本 HP http://www.jorf.co.jp/index.php 

細川珠生公式 HP http://www.cheering.net/tamao/# 

細川珠生ブログ http://tamao-hosokawa.kireiblog.excite.co.jp/  

http://www.jorf.co.jp/index.php
http://www.cheering.net/tamao/
http://http/tamao-hosokawa.kireiblog.excite.co.jp/




 

 

 

 

 

５．名前 のみ引用  



J-CAST ニュース 

「大阪都構想」――否決は終わりではなく始まり 

2015/6/11 14:00 

 大阪都構想  

   5 月 17 日に、大阪市で行われた「大阪都構想」の住民投票は、橋下大阪市長

が長らく提唱してきたこの構想を僅差で否決した。具体案である「特別区協定

書」の策定前ではあるが、「公共経営の再構築 大阪から日本を変える」（上

山信一著 2012 年 9 月 日経 BP 社）や「体制維新―大阪都」（端下徹・堺屋

太一著 2011 年 10 月 文春新書）などが、提唱者たちの考えを知るのに手ご

ろだ。「体制維新」の最後の部分では、橋下氏が、「では市民はどうかという

と、『橋下さん、大阪都構想はええけど、それで私らの暮らしはどうなんの？』

『もうそんなことどうでもええから、保育料何とか下げてよ』という話になる」

として、市民に身近ではない、統治機構の変革の難しさを懸念していた。地方

自治分野の有力専門誌「日経グローカル 6 月 1 日号」（日経 産業地域研究所）

は、記事「ニュース＆インサイト・『大阪都構想』否決の舞台裏」で、橋下氏

が、政治生命をかけた大勝負で「看板政策の都構想の意義を高齢者層を中心に

浸透させることができ」なかった限界を冷徹に見つめる。 

   「大阪市役所」の解体を望む市民批判の根強さも再認識させられたが、産経

新聞の看板コラムの「正論」（５月 25 日付）で、エコノミストの吉崎達彦氏が

正当に指摘するように、大阪の再生は、「むしろ民間部門の責務」であるが、

その兆しはいまだよく見えない。 

  

「大都市制度」の考察深める必読の１冊 

   だが、「大阪都構想」により、今後において死活的に重要

な「大都市制度」に光があたり大変喜ばしい。この問題につ

いて、冷静に考察を深める上で必読の 1冊が、気鋭の行政学

者、砂原庸介阪大准教授の「大阪―大都市は国家を超えるか」

（中公新書 2012 年 11 月）だ。 
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   「本書では、『大阪』というフィルターを通して、日本における大都市の問題を議論」

されており、「従来の『国土の均衡ある発展』という理想の実現が難しくなるなかで、

経済成長のエンジンとなる大都市をどのように扱うべきか」を考察している。大阪の歴

史を丁寧に踏まえれば、「大阪都構想」もこれまでの議論の延長線上の話とわかる。 

   この構想にもある、都市経営を行う強いリーダーシップを支える権限・財源の集中の

論理と、民間主導の「小さな政府」という自由主義的な改革の論理の相克を的確に指摘

する。 

   また、砂原氏の新著「民主主義の条件」（東洋経済新報社 2015 年 4月）の「第 8

章 てんでんバラバラー多様な地方政治」にもあるが、個別利害に拘泥している議会と

の関係で、首長が自治体全体の利益を代表して行動することができずにいる機能不全を、

地方議会における政党政治を創出することによって克服するという改革の方向性が示

唆深い。 

「道州制」にはリアリティ感じられず 

   大都市制度については、同じ中公新書で、国がリソースを投入すべき大都市

として大阪・名古屋・福岡・札幌をあげる「政令指定都市」（北村亘著 2013

年 7 月）や都区制度を概説する「都知事」（佐々木信夫著 2011 年１月）も見

逃せない。ただし、大都市制度とセットで論じられる「道州制」については、

「ミスター円」の榊原英資著「日本をもう一度やり直しませんか」（日経プレ

ミアシリーズ 2011 年 4 月）や憲法学者の小林節著「白熱講義！日本国憲法改

正」（ベスト新書 2013 年 4 月）がいうようにリアリティを感じられない。 

   英国地方自治制度（参照：内貴茂著「英国行政大改革と日本」（2009 年 ぎ

ょうせい））のように、全国一律でなく、府県をとばす「国―市」の１層制の

大都市制度も構想しうる。その有力候補は、北村氏がいう、大阪・名古屋・福

岡・札幌となるのは間違いない。 

経済官僚（課長級）AK 
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