
2017年 1～6月の主な論文・記事 

 

１．執筆／対談記事  

（１）東京都改革／東京五輪関連 

・「上山信一おときた駿対談」（NEWSPICKS、2017年 1月 6日～7日） 

・「豊洲、五輪の課題掘り出した」 （毎日新聞、2017年 2月 1日） 

・「上山信一都特別顧問に聞く」（都政新報、2017年 4月 4日、7日、11日） 

・「豊洲移転と築地再開発は両立する」（Business Insider Japan、2017年 6月 22日） 

・「ブレーンが解説する東京が目指す五輪像」（別冊宝島『東京大改革 小池百合子の戦い』 

2017年 7月） 

 

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

  ・「ビッグデータ時代の自治体行政（その 1）」（2017年 2月 10日） 

・「IoT、ビッグデータ時代の自治体行政（その 2）」（2017年 3月 10日） 

・「小池都政の行政改革－今までの「行革」を超えて（上）」（2017年 4月 10日） 

・「小池都政の行政改革－今までの「行革」を超えて（下）」（2017年 5月 10日） 

・「市場移転問題、なぜ拙速な判断は賢くないのか？（上）」（2017年 6月 12日） 

 

（３）大阪／全国 

・「地下鉄バス民営化」（朝日新聞、2017年 3月 9日） 

  ・「地方に人や企業を惹き付けられるか」 

（『Works』Apr-May2017、リクルートワークス研究所） 

 

 

２．取材記事  

・無責任体質の果てに（産経新聞、2017年 3月 28日） 

・「ボートカヌー競技人口少なく」（スポーツ報知、2017年 4月 18日） 

・五輪契約検証できず（東京新聞、2017年 4月 21日） 

・森氏著書正確さに疑問（東京新聞、2017年 4月 28日） 

・監理団体も自律改革（都政新報、2017年 6月 2日） 



 

３．講演録  

・「都市の未来と自治体経営」（『ERGO』2017年 4月、慶應義塾大学弁論部エルゴ―会） 

・「大阪の維新改革」（『大樹』vol.20、2017年 1月） 

・「小池改革と橋下改革」（『交詢雑誌』2017年 6月） 

 

 

４．名前の引用等  

  ・小池知事、都議選候補まず 300人選抜（日経新聞、2017年 1月 15日） 

・２トップがタッグを（毎日新聞、2017年 1月 15日） 

・小池氏政治塾（日経新聞、2017年 1月 21日） 

・橋下徹、ついに始まった東京大改革（プレジデントオンライン、2017年 2月 1日） 

・都政改革へ内部固め（日経新聞、2017年 2月 3日） 

・大阪は水道から始まった（都政新報、2017年 2月 17日） 

・税金が資本化する道筋（都政新報、2017年 2月 21日） 

・行政改革プラン策定へ（都政新報、2017年 2月 24日） 

・業務の効率化など俎上に（都政新報、2017年 2月 28日） 

・都民ファースト考（東京新聞、2017年 4月 29日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  執 筆 ／対 談 記 事  



 

 

 

 

 

（1）東京都改革／東京五輪関連  

 

 



NEWSPICKS 2017.1.6～2017.1.7  【上山信一×おときた駿】対談 

 

【上山信一×おときた駿】小池都政に「80点」を付ける理由 

2017/1/6 

2016 年、東京都政は小池百合子都知事の誕生により大きく動き始めた。築地、東京五輪という２つの問

題で組織委員会や都議会とバトルを繰り広げた小池都政。2017 年は何が争点となるのか。7 月の都議

会選挙のポイントは何か。東京都顧問の上山信一氏と、都議会議員のおときた駿氏が 2017年の展望を

語る。 

 

小池都政は 80点 

 

――これまでの小池都政の評価を聞かせてください。 

おときた 最も評価できるのは、情報公開が進んだことです。 

これまでは都政について分からなかったことがたくさんありました。それも都民が知らなかっただけでは

なく、都議会議員ですら分からなかったことがたくさんあったわけです。 

特に、オリンピック、パラリンピックの予算に関しては、2 兆円だとか、3 兆円だとか、森（喜朗）さんも舛添

（要一）さんも勝手なことを言っていました。 

都議の我々が「積算根拠を出してください」と言っても全く出てこず、「（五輪組織委員会は）民間組織な

ので、要請に応じる必要がない」などありえないことを言ったのです。 

しかし、調査チームが「3兆円」という数字を積み上げて出したことで、都政にプレッシャーがかかり、情報

公開が進みました。 



そして IOC と直接パイプができたという点でも、非常に大きな進展があったと考えています。 

今後の道筋もある程度見えてきていると思うので、あとは、それを粛々と進めていけるかどうかだと思い

ます。 

 

おときた駿（おときた・しゅん） 

東京都議会議員（北区選出・無所属） 

1983年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、LVMH

モエヘネシー・ルイヴィトングループで勤務。現在東京都議会議員

一期目。ネットを中心に積極的な情報発信を行うブロガー議員とし

ても活躍している。 

 

 

――100点満点で言うと何点ですか。 

おときた 僕は 80 点以上つけてもいいと思っています。ただ豊洲市場の問題など、まだ未解決の課題も

あります。 

やはり 100人を満足させることはできないので、今後の期待を込めての「80点」ですが、好スタートだと思

います。 

 

――上山さんはどうですか。 

上山 私もキーワードは「情報公開」だと思います。 

さらに都政改革をやってみてわかったことは「豊洲問題」と「オリンピック問題」の 2 つは同根で、かつ深

刻だということです。 

知事が変わって自治体が改革でやることといえば、普通は「行政改革」や「ビジョンの策定」などです。 

しかし、今の都庁では、豊洲とオリンピックという、2つの大きな問題が最初にドカンと来て、それに忙殺さ

れた。しかも、どちらも小池知事は時間のない中で決断を迫られ、かつ問題は石原時代に作られてい

た。 

この 2つの問題について色々調べていくうちに、東京都の異常さが具体的にわかってきます。 

だいたい金額が異常ですよね。豊洲についても 5884 億円という数字が半端ないです。文字通りの桁違

いです。 

オリンピックの 2 兆、3 兆も大きいですが、個別施設についても「海の森」が最初は 69 億円と言っていた

のが一時は 1,000億円以上に膨れ上がり、それから 491億円になっていました。それが今年 9月。 

事務方は「もうこれ以上は絶対に下がらない」と言っていたのですが、調査チームが IOC の専門家を呼

んできてゴリゴリやったらまだまだ過剰設備だとわかり、最後は 299億円にまで下がりました。 

「都庁はいったい何を根拠に税金を使っているんだろう」と疑問がわきます。チェックが入らないとどんど

ん盛られる。ところがちょっとチェックしたらどんどん減る。声の大きい人に合わせて数字を動かしている

んじゃないかとか数字の増減が激しすぎて何も信用できない。 

おときた そうですね。それにいまだにその数字の内訳を出さないわけですからね。 

 

豊洲市場と五輪問題 



 

――豊洲市場と五輪問題。それぞれの評価はどうですか。例えば橋下徹さんは五輪のほうは大成功、

豊洲のほうは大失敗と言っています。 

おときた 僕もオリンピックに関しては大成功だと思います。 

豊洲市場も別に失敗ではないですよね。すべてが小池さんのせいでもないですし、むしろこれまでの都

政の尻拭いをしている部分が多いわけです。 

僕も豊洲市場は安全だと思いますが、だからといって一足飛びに安全宣言を出せるかと言ったら、それ

はやはり出せません。 

今豊洲市場についていろんな負担が発生しているのは、そこで起きたエラーを処理しているだけです。

それは致し方ないことだと思いますし、及第点を十分あげられると思っています。 

 

上山 私は、どちらについても小池さんは難しい問題をたいへんうまくハンドリングされたと思います。そ

もそも豊洲市場は前知事の時に移転を決め、実際に建ててしまっていたわけです。 

それにもかかわらず小池さんは選挙の最中に「とにかく立ち止まって考えよう」と言い出した。 

そして実際に知事になって考え抜いて、「やっぱり豊洲への移転はいったん止めよう」と決めた。結果的

には地下水の問題などが次々とわかって、あそこで止めたのは極めて正しい判断だった。 

 

上山信一（うえやま・しんいち） 

慶応義塾大学総合政策学部教授、東京都顧問 

1957 年大阪市生まれ。京都大学法学部、プリンスト

ン大学大学院（公共経営学修士）。運輸省、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。2008 年に橋下徹氏が府知事に就

任すると、特別顧問として招へい。当時、赤字財政

だった府政の再建に尽力し、大阪市との二重行政

を解消するとして掲げた「大阪都構想」の政策立案

にも大きく貢献した。 

 

さらにその後はご承知の通り、安全問題が噴出して、想定外の連続です。そもそもなぜあんな難しい土

地を買ったのか、なぜあんな構造の建物にしたのかという疑惑も出てきた。 

ところが都庁の意思決定の過程がわからない。過去をどんどん掘っていっても、なかなか事情が分から

ない。よくあの状態で建物の完成までもっていけたなとすら思います。普通はどこかで何か問題が明る

みになるはずでしょう。 

歴代知事は全員ノーチェックだったのではないでしょうか。 

そして、ついに小池さんの時代になって「やっぱり怪しい」と思って真剣に調べたら、まったくの砂上の楼

閣だと分かった。原発問題とそっくり、怖い話です。 

コストは 3割下がる 

 

上山 もちろん、都民や築地の業者の人たちが行政庁としての東京都庁に対して、「今さら何だよ」「約束



と違う」と憤りをお感じになるのは当然のことです。小池さんも都庁を代表する現職知事としてお詫び申し

上げるとおっしゃっている。 

しかし一方では、小池さんは問題の深刻化を防いだ最大の功労者です。あそこで止めずに引っ越してし

まっていたら、今頃どうなっていたでしょうか。 

そういう意味で私は橋下氏の見方には同意しません。 

豊洲問題はどうしたってすっきりしない。だが過去の間違いが今噴出しているわけです。だから仕方がな

い。そのなかで小池さんのこれまでのハンドリングはたいへん良かったと思います。 

一方、オリンピックは 2020年に最後に締めてみたときに総コストがいくらになるかがなかなか見えなかっ

た。この不安が最大のイシューです。森さんが言われた 2 兆円、舛添さんが言われた 3 兆円もかかるな

ら都民は困る。 

ところがこの総コストについて、9 月までは組織委員会も IOC ものんびり構えていた。というか大会の実

行主体ですから「必要なものには金は使う、とにかく成功させることが第一」という発想になる。 

ちなみに組織委員会の収入はわずか 5000 億円です。赤字が出たらどうするかというと全部都庁にツケ

が回せる仕組みなのです。 

それで都庁が組織委員会の予算をコントロールできるかというと別法人名なので権限がない。お願いベ

ースで頼むしかない変な構造です。それで調査チームは 9 月末に「このままいくと 3 兆円かかってしまう

かもしれない」という調査結果を内外に発信しました。 

「30ビリオン」という数字が世界中に飛び交ったらすかさず IOCも入ってきて、今の計画とコストの中身を

精査をしようとなったのです。それで 11 月に国も交えた 4 者協議でコストは厳しくチェックすることになっ

た。 

こうして 9月から 3ヶ月経って組織委員会にも都庁にもコスト意識がかなり出てきた。IOCも 2024年以降

の誘致に響きかねないので必死で総コストの抑え込みに協力してくれた。 

こうしてこの 3 ヶ月で東京都として総コストを抑えるための最初のくさびが打ち込めたと思います。まあ、

本来、権限がなく予算だけ負担させられる構造がおかしいわけですが、今更、それを言ってもしょうがな

い。その中でのベストエフォートです。 

都の 3 施設（オリンピックアクアティクスセンター、有明アリーナ、海の森水上競技場）の会場見直しにつ

いては、都庁が主体的に見直せるので、ギリギリのタイミングだけどやってみることにしました。 

 

 

 

 

有明アリーナの 2015 年 7 月時点の完成イ

メージ（提供：東京都） 

 

 

 

これらはもしも横浜アリーナや長沼など既存施設の活用に切り変えられたら、コストは大幅に減らせたで

しょう。 

しかし、今回は今の場所のままでのコストダウンとなった。それでもトータルで 26パーセント、約 410億円



のコストが下がった。今後はどの施設についても今のプランの 3 割くらいはコストが下がるのではないで

しょうか。 

問題の本質は、大会運営費の大半は組織委員会が使途を決める。それで赤字が出ても、都庁はチェッ

クできないという歪んだガバナンス構造にあります。 

そういう意味では今回は東京都の“主権回復”というと少し過激に過ぎますが、コスト管理についてのホ

ストシティとしての管理権限が再確認できたと思います。 

目的はとにかく総コストの抑制とコントロールです。ですから今後の計画の見直しや入札、調達改革への

波及効果も入れると、うまくすれば今回の効果は最終的には数千億円に及ぶと思います。 

 

メディアに対する不満 

 

――ボート・カヌー施設の宮城県・長沼への移転が実現しなかったことに対して批判があります。 

上山 海の森はもう着工していました。 

そんな中であえて可能性を探った。仕事でリスクをとるのは当たり前です。私はジャーナリストではない。

都庁のために仕事をしている実務プロですので、そのような批判は全く気になりません。 

おときた 確かに有権者目線から見れば、がっかりした面はあるかと思います。それは政治家としては受

け止めないといけないですし、「残念です」と言われたら申し訳ないと思います。 

その一方で、上山さんがおっしゃったように「移転はできなかったけれどコストカットが成功し、成果もあっ

た」というように総合的にジャッジをしていただくしかありません。 

総合的に見れば僕は十分に合格点をあげていいと思います。長沼はボートキャンプ地という成果を勝ち

取ったわけですから。 

森さんが結局握りきれなかったものを小池さんはちゃんと確約までとって握ったわけですよね。それは小

池さんにしかできないことですし、評価されるべきだと思います。 

 

――100点満点ではないことを批判してもしょうがないということですか。 

おときた 仕方のない面はあると思います 

上山 豊洲も五輪ももともとが失敗しているプロジェクトです。その立て直しとなるとリスクを伴って当然で

す。つまり小池さんは、これまでの行政の前提となってきた完全主義、絶対間違わないという無謬主義を

正面から否定した。 

その前提の中でわれわれ調査チームはベストエフォートをしたわけです。100 点満点なんか誰にも約束

した覚えはないし、あれだけ筋の悪いものの見直しで完璧を要求するほうがおかしいと思っています。 

小池さんが登場された8月は東京オリンピックの4年前、ギリギリのタイミングです。施設の設計も終わっ

ていた。 

一般の方はともかくメディアの方々は、そういう現実を理解した上で評価をしてほしいと思います。海の

森なんかもう着工し、途中でくい打ちの準備を止めてまで見直しをしていたわけですから。 

日本の公共事業の歴史で、工事中のものを止めた例はほとんどありません。補償金も発生すると分かっ

ていてその中を突き進んだ。小池さんはものすごい勇気と胆力を発揮され、そのうえで冷徹な現実判断

をされたわけです。 

そもそも、調査チームも知事も最初から「最大の目的は移転」なんて一言も言っていません。マスコミが



勝手にそう言いだした。私たちは「総コスト」をコントロールしようとしただけです。 

「3兆円リスク」をコントロールする手段の手始めが都が自らの権限内でできる 3施設の見直しでした。そ

してそのコストの抑制の手段の一つとして移転もありと言っただけです。 

なぜ移転するかしないかだけを切り取って、責任を問われないといけないか全く理解ができません。勝

手にメディアが争点をずらして盛り上がっているだけです。 

 

――メディアに対して不満に思っているのはどういった点ですか。 

上山 都庁報道については過熱しているせいかメディアは憶測記事を書き過ぎます。もしかしたら過去に

二人知事を辞めさせたという、ある種の自負があるのかもしれないとすら思う。  

ややもすれば「僕らの力で今回もあいつらをやっちまえ」という感じがある。相手が知事でも議員でも何

でもいいから血祭りにあげたい。深く考える前に、何でもいいから、「やっちまえ」と。盛り上げるときも「や

っちまえ」だし、下ろすときも「やっちまえ」といった無責任さです。 

今回は新聞に一番失望しました。ワイドショーが週刊誌を見て憶測報道をするのはまだしも新聞が会場

変更について噂レベルのガセネタや質の悪いリークをそのままバンバン書いた。 

新聞社自体の危機管理ができていないのを見て唖然です。某通信社もひどかった。私のインタビュー記

事を上の方が捻じ曲げ、大幅に文調を変えて配信しようとした。 

 

おときた 小池塾についても、「小池塾幹部によると……」といったように自分の発言が捏造（ねつぞう）さ

れたまま書かれたこともありました。 

とにかく正確な報道をしないので、豊洲市場問題も「知事が共産党と結託して風評をあおっている」よう

な書かれ方をしたこともあります。 

小池知事はそんなことは一言も言っておらず、「科学的知見に基づいて安全性を確認したのちに判断す

る」としか言っていませんでした。 

豊洲市場について危険なイメージをどんどん膨らませていっているのはメディアだと思いますし、オリン

ピックについても面白おかしく報道していますよね。 

小池さんを劇場型と評していますが、何よりあおっているのは、あなた方メディアでもありますよねと言い

たいです。 

 

都議会と組織委員会 

 

――先ほど、情報公開というキーワードが出ましたが、そこであらわになったものとしては、都議会と組

織委員会の問題が大きいですか。 

おときた 都議会は政策議論が全くできていないわけです。一括答弁一括質問みたいなシステムの中で、

どう考えても答えられない質問を投げかけてみたりだとか、それは嫌がらせでしかないのです。 

都民感覚が全くないですし、ヤジを飛ばしたりする人も多くひどい状態です。小池知事が昔、冒頭解散と

言った時に「都議会が都民と有権者と乖離（かいり）しているのではないか」と言っていましたが、それは

全くその通りです。 

彼らは有権者代表であるとか、選良であるという意識が全くないことが、今回さまざまな行動を通じてよう

やく皆さんに分かっていただけたのではないかと思います。 



 

――なぜ都議会には代表意識がないのでしょうか。 

おときた やはり都議会って注目をされなかったですし、基礎自治体の地方議会でも国政でもない狭間

にありました。そこで組織票を固めれば勝てるという選挙をずっとやってきたわけです。 

しかも中選挙区制だから枠が決まっています。周囲に自分の支持者を固めておけば、勝てる選挙をずっ

とやってきた人の集まりが都議会議員なのです。 

ですので、都民の期待していることに先回りするといった意識を一人ひとりが全く持っておらず、支援者

の方を向いて、支援者のほうにだけ政治をしていればよかったのです。 

ただ、今回小池さんになって、それまでのやり方は通用しなくなってきました。いま、都議会はその変化

についていけていない状況だと思います。 

 

――上山さんはリポートでも分析していますが、あらためて組織委員会の問題はどこにあると考えます

か。 

上山 組織委員会というよりもオリンピック自体について、もともとのビジネスモデルと都市協約自体に根

本的な欠陥があると思います。 

先進国でオリンピックをやるときは、莫大なお金がかかります。安全や警備は自治体や警察の仕事だし、

施設建設も公共の投資。それなのに、オリンピックは建前上、政治的中立を標榜する。 

それで民間組織の組織委員会が仕切る。そこがチケット収入と、スポンサー料で開催費用を賄う、つまり

民間でやっているという“嘘の建前”をとる。 

でも実際のところは、施設建設も警備も輸送も税金をガンガン使うわけです。 

そんな中で「主役はあくまで民間団体の組織委員会だ。都は金だけ出せ」と言われても、都民への説明

に困ります。「税金を使う以上、あちこちで口を出させてもらう。そもそも無駄使いは困る」ということです。 

おまけに政治的中立のはずの組織委員会のトップに元総理という大物政治家が座っているのも変です。

おまけに組織委員会とつるんで「ウチは費用は負担しない」と豪語する国（政府）がマリオに扮した総理

をリオの閉会式で出してくるのもご都合主義の極みでしょう。 

 

森さんもつらいはず 

 

上山 IOC は放送権収入に依存しているので、放送局や国際競技団体のわがままを抑える能力がない。

各国の組織委員会を出先子会社のように位置付け、大会運営を仕切ろうとする。だったら彼らのわがま

まを抑えてもらわないと困る。 

ところが IOC はそれをやりきれない。結果としてお金ばかりかかる。だから開催都市が減るわけです。こ

んなもの住民投票にかけたら普通は通らない。 

しかし、とにかく東京大会はやると約束してしまった。そうなると内外の弱肉強食の世界の中でいろいろ

なステークホルダーを抑えこんでいく人がいる。それで IOCはドンとしての森さんの力に期待してしまう。 

でも今回は権力はあくまで開催都市の知事にあるという現実を直視することになった。それで IOCと調査

チームで連携してコストを下げる工夫が始まったわけです。 

森さんの存在の良し悪しというより、オリンピックのビジネスモデル自体が綻んでいる。住民投票にかけ

たら NO といわれるのでひっきょう、途上国型のドンの調整に依存することになる。そして最近までは森さ



んが猪瀬さんと舛添さんを抑え込んで都庁にどんどんお金を出させていたわけです。 

 

ところが、小池さんはそうはいかない。都民ファーストですから。しかも知事選挙でオリンピックの総コスト

の見直しを訴えて当選してきた。公約という重くて明らかな民意がある中で、森さんが抑え込めるもので

はなくなった。 

だから IOC も参加して総コストの抑制をしようということになったわけです。でも先進国ではもうこんな金

のかかるオリンピックは成り立たない。東京を最後にビジネスモデル自体を変えないといけません。 

本当は都市間協約も結びなおして「都知事が組織委員会の理事長も兼ねる」といった仕組みにした方が

いい。本当は招致の際に住民投票にかけるべきだった。そして最終的には7000億強でできるといった当

時のリーダーたちや IOCの責任も追及されるべきでしょう。 

つまり今の問題は、森さんや組織委員会というよりも時代遅れの五輪のビジネスモデル自体に由来する

のです。 

小池さんが戦ってきた五輪と豊洲は、今もまだ東京に残る邪悪な 20 世紀型の政治の枠組みとの闘いな

んです。しかも時間がない。目の前には 4 年後の大会とか市場の引越しとかが迫っていて人質もとられ

ている。 

そんな現実の中で小池知事は、矛盾を引きずりながら、都民に説明しながら立て直しをやっていくしかな

いわけです。これはもう偉業というしかない。 

大阪維新、大阪都構想も偉業でしたが、あれは橋下さんの 7年目の総決算。そして陽性で明るかった。 

ところが東京のこの２つは就任直後に背負った十字架で暗くて重い。それに小池さんはスマイルで必死

で取り組んでいるわけです。 

私は、小池さんもつらいけれども、森さんもものすごくつらいと思います。 

せっかくゴッドファーザー的能力をもって、はまり役としてここまでやってこられた。それなのに、私たちが

全然違うビジネスモデルを突き付けて急に「あんたは間違っている」と言いだした。 

でも森さんは目の前の課題を新しいやり方で解くしかない。悩ましいでしょう。 

 

――森さんを悪役に仕立てればいいという、そんな単純な問題ではないと。 

上山 はい、ところがメディアは面白おかしく「ハブ（森）とマングース（小池）の戦い」みたいに仕立て上げ

ています。 

昔はメディアも分かっていて書いていたのですが、最近は大きな構造が分かっていなくて目先のことだけ

書いています。勉強も取材も足りていない。 

 

（構成：上田裕、バナー写真：Rodrigo Reyes Marin/アフロ） 
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【上山信一×おときた駿】2017年のキーワードは「攻めの都政」 

2017/1/7 

2016年、東京都政は小池百合子都知事の誕生により大きく動き始めた。築地、東京五輪という２つの問

題で組織委員会や都議会とバトルを繰り広げた小池都政。2017年は何が争点となるのか。7月の都議

会選挙のポイントは何か。東京都顧問の上山信一氏と、都議会議員のおときた駿氏が 2017年の展望を

語る。 

 

 

 

本格的な行改が始まる 

 

――2017年の都政のテーマとしては、7月の都議会選挙が天王山だと思いますが、お二人が注目する

テーマを教えてください。 

おときた 選挙もそうですが、まずは予算編成です。小池さんが組む初めての予算ですが、13兆円という

予算に何を組み込むか、そして予算のプロセスをどう透明化するかが非常に重要です。 

どれに優先順位をつけ、実際にお金を配分するのかを決めていくのは、橋下徹さんも言う通りかなり注

目を集めるはずです。 

個人的な希望としては、将来世代の予算、たとえば教育や子育てなどに大胆に予算をつけかえてほしい

と思っています。 

もうひとつの注目テーマは、規制緩和です。今までは、規制緩和のために、政策予算をつけたり、調査予

算を作ったりすることがあまりできていませんでした。 



既得権益がたくさんありますが、それにより切れなかったもの、お付き合いをせざるを得なかったものを

今回の予算編成ではバッサリ切るべきだと思います。 

1回では難しいかもしれませんが、やり続けることが大事です。 

 

――上山さんの注目ポイントは何ですか。 

上山 私はいよいよ本格的な行政改革を始める年だと思っています。 

小池改革も 2016年は都政改革本部では情報公開や、各部局の自律改革や、内部統制などの仕組みづ

くり、どちらかと言えば現場からの積み上げ型の改革をやっていました。 

しかし本当の都政改革、東京大改革には、それだけではなく将来の東京の姿を見据えて、そこから逆算

して何が必要か考え、それに合わせた改革をするということも必要です。 

小池さんが就任会見の際に言ったように「セーフシティー」「ダイバーシティー」「スマートシティー」と三つ

のシティは目標、理念です。 

その後、小池さんは知事になって中の状況を把握され、収入や支出のバランスなども把握された。来年

は骨太のビジョンが描けるでしょう。 

ちなみに、ポスト 2020を考えると、東京でも人口が減り始めます。おまけに高齢化と地域や世代の格差

の問題がある。これまでのような、単純な右肩上がりの全地域一律型の開発ビジョンを描くわけにはい

きません。 

国際金融や ITはやって当然の話で、それ以外にも人間周りの投資を重点的に行わなくてはいけないと

思います。 

その意味では、私は都庁ではなく区市町村に権限と財源をもっと与え、福祉、医療、教育などを「自分で

考えてやってもらう」方式に変えていくべきだと思います。そういう意味で最終的には「官官分権」もテー

マになってくるかもしれない。 

 

「スマート行革」とは何か 

 

上山 もうひとつの大事なテーマは「スマート行革」です。 

従来の日本の行政改革は、本当の改革ではなく景気に合わせて、税収減に合わせて、削るだけでした。

そして予算人員も全分野について一律カットでした。つまりメリハリがない。しかし、これからはそれでは

駄目です。 

庁内でも各局で課題はそれぞれ違うはずです。 

教育で言うと、例えば子どもの数が増えているところは予算を増やしていい。しかしインフラなどはかなり

できている。各局によって課題が違う。局面に合わせても目標が違ってくると思います。 

これまでどこの自治体でも行政改革といえば、ひたすら全部局について一律的にヒトとカネを削ってきた。

しかしそれだけだと組織が疲弊する。だから部門別にやり方は変える、それが私の提唱する「スマート改

革」です。 

でも実は東京都はそれ以前のところにいる。驚いたことに他の自治体が軒並みやっている行革を最近

はやめてしまっている。こんなの見たことがないです。 

 



おときた そのとおりです。東京には行革プランすらないですからね。石原都政で作ったきりで、それ以

来 1回も作ってない。なぜかというと都には金があるから。 

 

上山 それで大事な経営計画というと例えば「2020実行プラン」のように新しい事業にお金を使う話だけ

を特出しして議論している。 

見直しや削減があって投資を考えるのがふつうなのにあそこでは全体の 2割くらいの新規事業の使い途

だけを議論し、それを実行プランとしている。こうした仕組みは急には変えられないわけですが、毎年の

ローリングの中でだんだん変えていく必要があります。 

本来は局の中で「削るものは削る、伸ばすものは伸ばす、激しく伸ばすんだったら 5倍くらい予算を要求

する」というふうにそれぞれ自律的に考えることが大事です。その中からメリハリや戦略が出てくる。 

だから庁内でも、部局ごとに分権自立が必要です。また都内の市町村がそれぞれ自分たちの姿を考え

て将来戦略を考える必要がある。 

上

上山信一（うえやま・しんいち） 

慶応義塾大学総合政策学部教授、東京都顧問 

1957年大阪市生まれ。京都大学法学部、プリンストン大

学大学院（公共経営学修士）。運輸省、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。

2008年に橋下徹氏が府知事に就任すると、特別顧問とし

て招へい。当時、赤字財政だった府政の再建に尽力し、

大阪市との二重行政を解消するとして掲げた「大 阪都

構想」の政策立案にも大きく貢献した。 

 

おときた 無駄を省くというのは、すごく分かりやすい。でも、全部が無駄なことは世の中にはそうそうあり

ません。そこに切り込むには、政治的な決裁が必要です。 

無駄だと思えるものを切ってスマートに新しいのを作る。「切ることが発展的解消でもっと良くなるんです」

というビジョンを示して、不満を吸収していかないといけません。 

そのためにも、守るばかりの議員たちが都議会でも主流になりつつあるので、改革を前向きに進めるた

めの勢力を強固に築く必要があります。そういうステップを築かないと都知事だけの力では難しいでしょ

う。 

 

新党結成の可能性 

 

――そういう意味でも 7月の都議会選挙が大事になるわけですね。 

おときた そうですね。やはり行革や大胆な予算をやるには選挙での勝利が必要です。 

上山 本気で改革をやるには、やっぱり選挙で勝たないと。 

 

――構図として公明党と小池新党がタッグを組み、自民党と戦うことになるのでしょうか。 

おときた いろんな枠組みがありうると思います。新党を作るということも目的ではなく手段です。 



都議会の半数以上を改革に前向きな姿勢を示す勢力で占めることができれば、もちろん理想的です。し

かし、単独で過半数をとるのはあまり現実的ではないのが現状ですので、いろいろな可能性があると思

っています。 

――小池新党はできると思いますか？ 

おときた 「新党」という定義にもよりますが、一定の政治勢力はできるんじゃないでしょうか。 

――おときたさんは入りますか？ 

おときた 入れてくれなかったら、へこむぐらいです（笑）。詳細は分からないですけども、そういった政治

勢力の結集は目的が一致する限りは当然です。 

 

おときた駿（おときた・しゅん） 

東京都議会議員（北区選出・無所属） 

1983年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、LVMHモエヘネシ

ー・ルイヴィトングループで勤務。現在東京都議会議員一期目。ネットを中心に

積極的な情報発信を行うブロガー議員としても活躍している。 

 

 

 

小池都知事のすごさ 

 

――お二人は近くで小池知事を見てきたわけですが、知事としての仕事ぶりを見て、小池さんに対する

評価は変わりましたか？ 

上山 やっぱり小池さんは決断力がすごい。まず都知事選で「崖から飛び降りる」ということがありました

よね。 

都知事になってからも、築地、オリンピックと色々あって、小池さんはどう見ても安全運転からはほど遠

い。 

おときた 危険ですよね。リスクしかとっていません。 

上山 「負けるかも」「殺されるかも」と冗談を言いながら厳しい方を選んでおられます。そこは、大したも

のです。 

強いリーダーシップというだけでなく、あえてリスクを取ってでもやることはやるという明確なスタンスが一

般の方々の期待感や支持につながっていると思います。 

橋下徹さんと 7年やってきた私の経験からすると、住民はマスコミなんかよりはるかに鋭く首長の仕事ぶ

りを見ている。 

橋下さんの場合、慰安婦発言などでメディアが評価を急に下げた。しかし、選挙をやるたびに大阪維新

の会がじわじわと上がっていきました。私は小池都政も正しいことをぶれずにやればきっと都民の支持を

得ていくと思います。 

もちろん楽観視はしていません。しかし仮に少し失敗があったり、苦労をしても、必死で戦う姿を人々は

評価してくれるのではないでしょうか。 

おときた 小池さんの強みはフルスイングをすることだと思います。給料半額の件も、批判があってもや

りきりましたよね。 



豊洲市場の延期決断についても、大きいミスにはならなかったですけど、周りもそこまでやられると批判

はできないわけです。 

よく民意を見ていて、「そこまでやる人は本物なんだな」という覚悟が、都民に伝わっていってる限りは盤

石な体制が続いていくと思います。 

 

――小池知事は根回しもしないと言われています。 

おときた しないですね。もちろん見えないところで根回しをやっているところもあるかもしれないですけど、

しているように見えないというのが、都民に対してすごくポジティブに映っています。 

例えば、今までの都知事にスキャンダルが起こった際、都議会や自民党の根回し文化に都民がすごく不

満を持っていました。 

小池さんはもちろんその背景をよく理解されています。かっこ悪い姿を見せたとしても、さらけ出すことが

重要なんだと自覚し、実際に行動をしている点が小池さんの強みです。それをやり続けられる限りは大

丈夫だと思います。 

 

――負けること自体が問題なのではなくて、スタイルを維持できなくなったときに、都民の支持を失うとい

うことですか。 

おときた 政治なんて絶対全部勝つなんてありえませんし、100点満点になるほうが珍しい。 

60点しか取れなかった時に、なぜ 60点しか取れなかったのかということと、そこにいたるまでのプロセス

が全部見えていれば、60点でもしょうがないよねと思う人が半数以上です。 

小池さんが知事になってから、「どこで、いつ、だれが、決めているか分からない」ということがなくなった

と僕は感じていて、実際に最後は知事が決めています。 

小池さんを支持する議員や顧問の方でも、全然意見が違うわけです。（東京都顧問で NewsPicksのプロ

ピッカーである）安東泰志さんの NewsPicksでのコメントを見ても、僕の考えと全然違うことを言っている

ケースもあります。 

でもそれはとてもいいことだと思っています。最後に知事が決めるというのは都民にとってもすごくクリア

だし、みんな意見が違うのは顧問団の個性としていいと思います。 

最後は知事が決めるという点は、みんなのコンセンサスが取れています。それまでオープンにやればい

いというのは、新しい政治のスタイルなのではないでしょうか。 

決まったら僕らは「決まったことに対してどうベストを尽くすか」というふうに、すぐ頭を切り替えることがで

きます。 



 

 

改革には 10年かかる 

 

――個人として 2017年、都政に関してもっとも力を注ぎたいテーマは何ですか。 

おときた 一番力を入れたいのは、今の情報公開の波を止めないことです。ここで重要なのが継続で

す。 

今の小池さんは攻める立場ですのでどんどん行きますが、在任期間が長くなり、自分の業績が積み重な

ってくれば、公開しづらいことが増えていくのは、正直しょうがないことだと思います。 

ただ、僕はやはり議会の立場ですから、仮に情報公開が不十分であれば「そこは隠したら駄目だよ」とい

うある意味野党的なスタンスをどこまでキープできるかは、個人的なテーマとして持っています。 

 

上山 私は、主体的に動く存在ではなく、あくまで顧問。知事から頼まれたことだけやるというスタンスで

受け身です（笑）。 

しかし、社会的責任を取るという意味では、オリンピックがどうなるかは気になります。たかが顧問で権限

はない。しかし成功させる道義的責任はあると思っています。 

 

――過去の負の遺産との戦いは 2017年も終わりませんか。 

おときた やっぱり首長は「任期 8年」と言われるように 2期目から勝負みたいなところがあります。今は

まずはこれまでのウミを出すというフェーズです。 

ですので、マイナスの戦いが終わったということは全くないです。だから都民のみなさんもなるべく関心を

失わないで見続けてもらいたいと思います。改革は 1年、2年で終わるものではありません。 

 

上山 改革には 10年はかかると思います。10年もかかっていいのかという問題もありますが、4、5年で

は終わらないと思います。東京都は闇が深いですよ。 

 

――大阪よりも闇が深いですか。 

上山 国政ともリンクしていて複雑です。東京は大阪より予算も組織もはるかに大きく比較にならない。 



しかもあちらは実質、財政破綻していて住民にも一定の危機感がある。それでわかりやすい都構想を掲

げ、いろいろな改革が進んできました。でも東京はあんな単純な世界じゃない。同じ手法は使えません。 

 

――成長戦略のような前向きな政策を打ち出すのはまだ難しいですか。 

上山 それは同時並行です。そういうものが無いと頑張れないのですが、国家戦略とも絡む。そして目の

前の現実とのギャップもあるわけです。 

今は「東京はうまくいっている」と誤解する人が結構おられる。財源も一見、大丈夫ですし。 

しかし、東京は災害に弱いし、街のクオリティも先進国の首都としてはまだまだ満足できるレベルには達

していません。 

これだけ人口密度の高いところで、スウェーデン並の社会は難しいと思います。しかし私たちはまだまだ

アジアの貧しい生活から脱出できない。満員電車だってそう、あれだけ混んでいる電車はおかしい。 

もちろん、生活の基本的な面では東京は途上国よりはずっと恵まれています。しかし、「東京は本来、で

きることがちゃんとできていますか？」と問うと疑問は大きい。 

10年後、20年後、東京がこのまま続くでしょうか。 

無理です。 

高齢化、格差、そして経済不安。どこまでもいまの状況が続くと思ってはいけません。辛辣な言い方をす

ると、東京は野心と金のある人が全国から集まってきて、東京でお金を使っている。だから活力がある。 

大阪で改革をやってきた経験からすると、大阪は本当に金がない中で、何とかやってきたわけです。これ

を考えると、東京はこれだけ金があるのに「なんでこんなにのんきなことしているの」という感じです。 

 

キーワードは攻めの都政 

 

――東京のライフスタイル、働き方を変えるのも大きなテーマです。すでに小池知事は「8時以降の残業

禁止」を打ち出していますが、2017年、さらに大きな動きは出てくるでしょうか。 

上山 見える形でやるのが大事です。国はフィールドというか現場を持っていないからどうしても抽象論

になってしまう。しかし都庁は政策を“見せる化”できるはずです。 

おときた 小池さんは思い切りがあるので、動きが見えやすい。舛添さんも就任当時、ワークライフバラ

ンスみたいなことを言っていて、「時間を 6パターンに分ける」といった細かいことをやっていたのですが

細かすぎて伝わっていませんでした。 

その点、小池さんのやり方は、クールビズでネクタイやめましょうとか、8時に帰りましょうとか、シンプル

で分かりやすく、社会的インパクトが大きい。行政は「やれ」って言ったらやるところです。そこを小池さん

はよく分かっています。 

残業禁止も少なからず話題になっています。16万人が働く都庁が本当に変われば、社会的影響はかな

り大きいわけですから。 

ほかにも、東京都にはポテンシャルがすごくあります。 

例えば東京にはこれだけ川があるのに、船で出勤する人はいません。しかし、アムステルダムは船で出

勤というのが当たり前なのです。 

オリンピックに向けてもやらないといけないことは多いですが、「小池さんなら、やってくれるんじゃないか」

という期待感はあると思います。 



 

――小池知事は、グローバル金融シティというプランも掲げていますが、有望ですか。 

上山 もちろんです。しかし、金融業は世界的に成熟しきっています。あれだけでは足りない。2の矢、3

の矢が必要です。 

おときた 僕は「ビルの容積率」に注目しています。東京ぐらい空が空いている先進国は珍しいと思いま

す。 

ですから、建築の規制を緩和し、ビルの高さを上げて保育所を入れるなどすればいいと思います。もちろ

ん地震対策といった日本特有の問題はあると思いますが、東日本大震災クラスでも今の東京のビルは

崩れませんから。 

上山 東京の戦略は地域別、つまりエリアスペシフィックにしないといけないですよね。例えば品川、田

町周辺は JRに任せていて、あまりセクシーではない。新宿や池袋もイマイチです。 

渋谷は東急がやっているからいい感じだし、赤坂ミッドタウンなども三井がやっていていい感じです。デ

ベロッパーが担当するといいのですが・・。 

そういう意味で言うと、多摩、特に八王子なども何とかしないと。もうちょっと都が手を入れた方がいいと

思います。 

リタイアした人や子育て中の人たちが都心まで行かなくても仕事ができるといった仕組みを考えるなど、

新しいライフワークバランスを作ることも考えるべきです。 

こうした都民にとっての等身大の取り組みを目に見える形でやっていくのが東京大改革だと思います。 

おときた 2017年のキーワードは攻めの都政です。 

明るい東京プランみたいなものが見えづらいとよく言われますが、2人だけで話しているだけでも、これだ

けのことが出てきているわけです。 

都政にできることはいくらでもあります。あれだけ顧問の方々もいて、アイデアもたくさん出てくるので、あ

とは形として見せていくだけです。2017年はそういう攻めの 1年にしたいと思います。 

 

（構成：上田裕、バナー写真：Alessandro Di Ciommo/アフロ） 

2017年大予測 
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「豊洲移転と築地再開発は両立する」  

上山信一・都顧問独占インタビュー 

 小島寛明 ［ライター］  

6 月 23 日の東京都議選告示を控え、小池百合子都知事が 20 日、築地市場（東京都

中央区）を豊洲（江東区）に移転したうえで、築地を再開発し、5 年後をめどに食を

テーマとした拠点とする方針を表明した。豊洲をどう活用し、築地の将来像をどう

描いているのか。都議選の論点を含め、都の顧問を務める上山信一・慶応大総合政

策学部教授に聞いた。  

豊洲は「一時移転・暫定利用」 

 

東京都顧問の上山信一氏は豊洲への移転は「一時的」と語る。   撮影：今村拓馬 

https://www.businessinsider.jp/author/Hiroaki-Kojima/
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—— 知事の判断は、玉虫色だとの声があります。 

今朝（21 日付け）の新聞の見出しは、「豊洲移転、築地再開発」となっていて、豊

洲に行ったきりという印象を受けますが、豊洲に「一時移転・暫定利用」と言うの

が正しい。 

私は市場問題 PT（プロジェクトチーム）には参加していませんが、都政改革本部で

市場事業の「見える化」改革を担当し、全庁的視点で市場事業の全体を評価する立

場です。大阪府市の卸売市場事業の改革にも関与してきたので、今日は個人として

の感想をお話しします。  

今回の案は土地需要の旺盛な東京らしい妙案です。しかし、築地からいったん豊洲

に行って 5 年後に戻り、そこで食のテーマパークを併設する計画作り、同時に豊洲

を物流センターに転用する計画作りは、いずれも民間企業との協業が必要で難易度

は高い。都庁に構想力とチャレンジ精神が必要です。  

——築地を卸売市場として使い続けることを優先し、豊洲も活用していくと。 

卸売市場は、下水処理や美術館のように一施設の中で全機能が完結しません。また

上流から下流までさまざまな機能があります。 

最上流は産地から大型トラックが入ってくる巨大な物流センター機能です。次は卸

と仲卸のせりと取引。その次は卸が仲卸業者に荷物を積み替える。仲卸業者は、買

い付けに来る小売店ややすし屋など買参人に売る。その手前で商品を小分け包装し、

加工する作業もある。 

これだけいろいろな機能が場内に全部あるとは限らないし、複数に分散することも

ままある。一般的には、上流機能は湾岸地区の豊洲に、下流機能は都心に近い築地

に向いている。でも豊洲は、これらを全部場内に入れてしまう完結モデル型の市場

です。 

ところが、全国の卸売市場にはいろいろな形態がある。大阪府のような上流の物流

機能中心のもあれば、京都の錦や上野のアメ横、築地の場外のような川下の販売中

心のもある。どこに立地し、どんな業者がいて何が得意か、そしてあとは経済性、

いろいろな要因で決まる。 
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今回の豊洲移転の問題点は、巨額の赤字を永久に垂れ流すという問題もさることな

がら、川下の仲卸が弱ってしまうことでした。寿司屋が買いに行くのに、豊洲と築

地では往復で 1 時間違うのでもっと早起きしないといけない。買参人と仲卸業者の

多くにとっては築地の方がいい。豊洲は遠くて商売が成り立ちにくいと廃業を考え

る人もいたようです。 

あと築地ブランド。そして、そのすごさを突き詰めると、仲卸業者と買参人の目利

き力とやり取りです。仲卸業者が目利きの力で卸売業者から商品を買ってきて、そ

の目利きパワーで店に商品を並べる。買いに来る寿司職人も目利きのパワーで勝負

する。プロとプロの対決で相場が形成され、新商品のニーズも生まれる。日本の魚

の文化は、ここで磨かれています。 

だから食文化と築地ブランドの源泉は築地の仲卸にある。これが豊洲に行くと衰退

しかねない。だから築地は立地として守るべきで、それでブランドも維持される。  

 

「築地ブランドを残す」が、小池知事の方針だ。 Koichi Kamoshida/Getty 

築地再整備に税金ゼロは可能 

—— でも豊洲が 4、5 年間の仮住まいになりますね。仲卸業者は大丈夫でしょうか。 
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買参人が豊洲に行くのは面倒だからよそで買おう、電話で注文しようとなったら大

変です。これから 4、5 年は、築地のときよりは条件が悪い。仲卸のバックアップの

方法は何か考えないといけないでしょうね。 

一時移転で不安定さが増すのも事実。都庁は 5 年後に築地に戻ったらこういう経営

ができるというイメージを示すべきでしょうね。すると事業者は築地に戻ることも

考えたうえで豊洲用の機材を買ったりできる。  

——一時的に豊洲に移転し、その後築地に復帰という案は、公費の支出が増えそう

にみえます。 

築地は、PFI（※プライベート・ファイナンス・イニシアティブ、民間の資金や経営

ノウハウを活用する手法）を活用すれば問題ありません。また土地の一部を定期借

地に出したら収入が得られる。築地の再整備に使った税金は実質的に税金ゼロとい

うのも十分ありえる。 

相手のある話だし、設計にもよりますが。一般的には儲かる機能に多くの面積が割

かれれば、建設費の回収は早い。例えば、都心部の都営住宅の建て替えでは、都営

住宅として低層で使っていた場所の一部を民間事業者に渡して高層マンションにし、

そこで得たお金を使って、都営住宅を建て替えた。だから高層化、容積の利用はひ

とつの鍵になるでしょう。  

——カジノを誘致するといった話ではないと。 

市場と関係のない開発は向いていないと思います。以前は築地を売ってオフィスビ

ルにすると言った考えもあったようです。 

しかし、今回の再開発は本質的に違うでしょう。仲卸事業者が商品を一般向けに販

売する業態はおそらく有力でしょう。東京には、100 種類のたらこの中から自分で

選びたいといった消費者もいる。大量に買う消費者に、格安で販売するのもあるか

もしれない。京都では市街地に錦市場を残した結果、観光地としても機能していま

す。  

豊洲は過剰投資で課題設備 
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——これから市場規模が大きくなるのは想像できません。いずれ築地に戻るのであ

れば、豊洲の機能は余ってしまうのでは。 

豊洲は使い勝手がどうこうというものの、使用料は月に坪 7000 円弱と割安です。安

いから、例えば葛飾にある倉庫を豊洲に持ってきたり、とにかく埋まるでしょう。 

しかし、卸売市場のままだと毎年、約 20 億もの赤字、設備更新も入れると 70 億円

以上もの赤字を垂れ流し続けます。この 25 年で取扱量は半分に減っています。だか

ら豊洲は過剰投資、かつ過大設備なんです。 

 

撮影：今村拓馬 

でも、豊洲の立地は成田や羽田に近く、高速も便利です。物流倉庫や冷凍冷蔵庫の

立地には向いている。それらに転用すればよく、全部を卸売市場で使い続ける必要

はない。そうすると赤字の止血や資金回収がある程度は可能でしょう。 

築地の再開発では、一部の高層化も考えると全体スペースに余裕ができる。IT 取引

の発達や豊洲の倉庫の併用で 5 年後の築地市場に必要な面積は今より実質的に小さ

くなる可能性もある。余剰面積を有効活用すれば、豊洲の借金返済に充てられるで

しょう。  
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都議選の論点は議会改革 

——都庁の組織の強み、もしくはここは変えたほうがいいと感じていることは。 

他の自治体では、首長が方針を決めてもサボタージュすることがある。 

しかし、東京都の職員は知事が方針を決めたら、それに従います。これは良い伝統

です。石原（慎太郎）さん（元都知事）や美濃部さん（美濃部亮吉、1967～79 年の

都知事）が出てきたり、大きな転換が何度かあったからでしょう。 

サボタージュしたって先のことはわからないから、今の知事にとにかく合わせる。

ただ、逆に言うと知事が言わないと、自分たちからは、なかなか変えられない感じ

もあります。 

——あまり光はあたっていないけれど、これは、もっと知られるべきだという課題

はありますか。 

例えば電力の民営化です。交通局が電気事業を持っていますが、都庁がやる必要が

あるのか。都としてのエネルギー政策があるならわかるし、積極的に自前の水力発

電所をつくったっていい。でも、いまは昔からの延長で単に事業を続けている。中

途半端に温存されてきた感があります。 

20 億円かけて、視察用の豪華クルーザーをつくる話がありましたが、あれも同じで

しょう。「昔からやっているから今もやる」という事業が結構ありそうです。 

国の補助金をもらう事業では、国に金がなくなって見直しが進んだ。しかし、都は

自前の金だし、これまでは情報公開も遅れていたし、議員もいろいろ言ってきた。

だから知事が言わない限り、自分たちからは見直しにくかったのではないでしょう

か。最近、ようやく変わり始めましたが。 

東京は 2025 年から人口が減ります。高齢化時代に合わせた財務戦略をよく考えない

といけない。法人税率は、トランプ政権だけではなく、世界的にじわじわ下がり、

税収全体のレベルも下がっていくでしょう。 

また法人税は、ボラティリティ（流動性）が大きく、税収が 1 兆円落ちることもあ

ります。 一方で、高齢化が進み福祉の予算は削れません。そのギャップをどう埋め

るのか。税収以外の安定収入源の確保が必要でしょう。 
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昨年顧問になり、財務構造をみてすぐに思ったのは、不動産は売らないほうがいい、

ということです。売らずに貸すべきだろうと。築地も豊洲も売らない、というのは、

将来の財務戦略にかなった方針でもあります。  

—— 都議選は、小池知事を支持するのかしないのかが軸になりそうですが、都政に

はそれ以外にも論点があるのでは。 

最大の争点は議会改革でしょう。 

五輪会場や豊洲への野放図な投資をみても議会がちゃんと機能していたか、かなり

怪しい。議員提案の政策関連の条例はほとんどないし、情報公開も遅れている。普

通に近代化すればよく、会派を問わず若くてまじめな人が議員になればいい。まっ

とうな問題意識でやれば、いい議会になる。 

あと、議事録を読んで思うのは、議員が徹底して役所を問い詰めていない。いくら

福祉やオリンピックなど専門的で難しいテーマでも、議員が素人の目線で見て、お

かしいと感じたなら質問すべきです。素朴な疑問に役所が答えられないのは、やっ

ぱりおかしいんです。だから、議会でもっと質問でみる議員を選ぶべきです。役所

側もあらかじめ情報公開してもらう。  

——これまでも情報公開の重要性を説かれていました。 

今、都庁の各局は補助金をどこにいくら出したのか、ホームページで公開する準備

を進めています。全部公開されれば、職員も議員などからプレッシャーがあっても、

「ホームページに掲載されますが本当にご希望ですか」と言って断れる。だから、

職員も情報公開には賛成なんです。  

 

上山信一：慶應義塾大学総合政策学部教授。運輸省（現・国土交通省）、マッキン

ゼー勤務などを経て、現職。企業の経営戦略や行政改革などが専門。 大阪府市特別

顧問として橋下改革、大阪都構想を支えてきた。愛知県政策顧問のほか新潟市など

の行政改革にも携わる。 小池都知事の就任とともに、東京都顧問、東京都都政改革

本部特別顧問になり、昨年は五輪予算の調査チームのリーダーを務めた。 





 

 

 

 

(2)『上山信一の続・自治体改革の突破口』  

 

日経 BP ガバメントテクノロジー連載  
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第176回 IoT、ビッグデータ時代の自治体行政（その 1） 

     ――スマートシティは実現可能か？ 

 

 IoT（インターネット・オブ・シングズ）、自動運転、ドローン、ビッグデータ、そしてスマー

トシティなど、ICT技術の進化が社会やビジネスにもたらす変化がしきりに喧伝（けんで

ん）される。また AI（人工知能）が発達するとなくなる可能性のある職種のリストなども

流布され、誰しもが変化の大きさにワクワク、あるいは不安を覚える昨今である。 

 

 そういう時代に自治体、そして公務員の役割はどう変わるのか。筆者が関わる新潟市、

大阪府・市、東京都などでの議論を手がかりに考えてみたい。 

 

●モノより人に付けるセンサーに注目 

 

 ざっくり言ってしまうと、IoTというのは、モノや人（動物も）にセンサー（カメラ、マイクな

どを含む）が付き、人の代わりにコンピュータが変化を察知して将来を予知し、アクショ

ンまで起こすという機能である。 

 

 実用例で有名なのはブルドーザーや業務用エアコンである。客先の機材の稼働状況

を常時、無線通信で把握し、稼働時間、温度、振動数などを把握する。異変の予兆を早

めに顧客に知らせて、早めの修理や部品交換を勧める。顧客もメーカーも作業効率が

上がる。モノに付けるセンサーの公共分野の応用例は、橋の振動測定や公用車である。

公用車の場合、カメラを付けておき、路面の傷みを画像で把握し、後で補修するなどの

例がある。 

 

 自治体の場合、可能性が大きいのは人に付けるセンサーである。例えば災害時に避

難所の医師、職員、ボランティアにセンサーを付ける。何ができる人がどこにいるか所

在を把握し、指揮をする。あるいは日常から弱者に位置センサーを付けて保護に役立

てる（通学児童、認知症の老人など）。但し、こちらは本人同意とプライバシー保護の問

題をクリアする必要がある。 

 

 公共交通（市バス、公営地下鉄など）のデータも使える。天候、行事、時間帯などで人

出がどう変わるか ICカードを基に把握すれば、ダイヤ編成や混雑緩和に役立つ。 



さらにこれもプライバシーの問題を処理する必要があるが、駅の雑踏を行き交う人々

の動きを画像診断し、犯罪の予兆を見抜くことも可能になる。 

 

 IoTやビッグデータの応用で障害となるのが人にまつわる情報のプライバシーの保護

である。だが自治体は公的機関としての信用があり、安全や公益性という正当な目的も

ある。そして国レベルでやるよりも地域で実験をした方が手っ取り早い。この意味で IoT

において企業よりも国よりも自治体は実は優位にある。 

 

●まずは情報のデジタル化が先決 

 

 IoT はリアルタイムで新たにデジタル情報を収集して使うわけだが、既存のデータに

ついてはどうか。すでに役所には膨大な情報が蓄積されている。統計情報や不動産情

報などは順次、デジタル化、オープンデータ化されつつあるが、その他はまだまだだ。

そもそもデジタル化されていない情報が多いし、本人に渡されていない情報も多い。 

 

 例えば日本では個々人の過去の予防注射や病歴（はしか、おたふくかぜなど）がデ

ジタル情報として蓄積、提供されていない。母子手帳の電子化と健康保険証との連携

などが課題だ。マイナンバー整備はこうした動きへの第一歩だが、今のところ税金を取

る側が便利になるだけで、納税者にとってのメリットが見えない。 

 

●行政サービスのお知らせ便 

 

 納税者にとって理想の行政サービスの姿は、個人に適した行政サービスを行政機関

がまるで執事のように次々と知らせてくれる「お知らせ便」のサービスだろう。つまり一

家に子どもが生まれたり、親が要介護になったり、地震で家が壊れたりしたら、即座に

役所から連絡がきて、「○○手当てがもらえますよ」「○○教室が開かれますよ」といっ

たお知らせが届く。こうしたサービスは航空会社や通販会社がすでにある程度やって

いて、「ワン・トゥ・ワン・サービス」と呼ばれる。 

 

 だが自治体はこれができない。そもそも現時点で世帯別にどのような行政サービスを

受けているかが全庁的に把握できない。なぜなら行政サービスのメニューに ID番号が

設定されていないからだ。だが、住民にはマイナンバーという IDが設定された。ならば、

次は納税者の権利として「どんなサービスが受けられるか」が直ちに検索できる仕組み

があってしかるべきだろう。 

 

 本当は納税と受益の履歴がわかったらもっとよい。あまりサービスを受けていない人

を優先するなど、きめ細かな対応ができる。データ処理のコストが下がれば、行政にも

こういう「ワン・トゥ・ワン・サービス」の時代が来るだろう。 

 

                                （続く） 
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第177回 IoT、ビッグデータ時代の自治体行政（その 2） 

     ――IoTと行財政改革 

 

 前回は、センサーとデータ、通信技術の発達が自治体行政を大きく変える可能性が 

あると紹介した。今回は特に行財政改革に与える影響を考えたい。 

 

 行財政の将来を考える上で重要な要素といえば、「インフラ老朽化」と「人口の超高齢

化」の 2つである。程度の差こそあれ、この 2つに対応した支出増が多くの自治体の懸

念事項である。くしくも IoT（インターネット・オブ・シングス）とビッグデータはこの 2つの

課題の解決に貢献しうるのである。 

 

●インフラ投資の精度を上げる 

 

 まずインフラでは、道路・上下水道など、これから更新期を迎えるインフラへの投資コ

ストの抑制が課題であり、そこでセンサーとデータ分析が活用できる。例えば橋の振動

数を測定し、早めの補修の必要性を予測する。そのことで問題発生後の大規模修繕を

避け、あらかじめ、こまめに修繕を施す。それによってトータルの出費を抑える。こうし

た技術は中国電力（原子力発電所）、コマツ（建設機械）、ダイキン（エアコン）などで確

立済みであり、今後は土木や官需でも応用されるだろう。 

 

 さらに、データ分析を進めて、需要ピーク時に割増料金を、オフピーク時に割引料金

を適用する「ピークロード・プライシング（混雑料金制）」を導入すれば、道路や橋、駐車

場などの投資規模を抑制できる。人口が減り、自動運転も始まると、今までのような巨

大な道路や橋、駐車場は必要なくなるだろう。しかし、インフラ投資は一度やってしまう

と、何十年もその維持にお金がかかる。そこで繁忙期に料金を高く設定して、需要を平

準化させ、ピーク需要を下げ、それに合わせてインフラ投資も抑える。 

 

 ピークロード・プライシングは航空会社がすでに導入している。それと同じく道路にも

使用料を課してピーク時の需要を減らすのである。これは有料道路のような使用料で

はない。二酸化炭素の排出権に価格が付けられているのと同様、政策目的の実現の

ために市場のメカニズムを活用するのである。だがピーク時の価格設定は難しい。そ

こで過去のビッグデータに基づく分析が必要となる。かくしてビッグデータは過剰なイン



フラ投資を抑制するツールとなるのである。 

 

●高齢化の社会コストを抑える 

 

 人、つまり住民の高齢化も行政コストを増大させる。特に大きいのが介護と医療、特

に 75歳以降の医療費の増大である。医療費は公的保険制度の下にあるが、実質的に 

約半分が公的資金で賄われる。さらに技術革新で高額治療が普及し、医療費の単価が 

上がり、しかもそれによって寿命も延び、治療期間も延びる。つまり重病を抱え、医療を

受け続けながら長生きする高齢者が増えていく。 

 

 こうした医療と介護の未来の姿の是非は価値観や倫理観を伴う政策課題であり、自

治体だけでは解けない。しかし、現行制度を前提にした場合、自治体が目先の出費増

を防ぐ方法はシンプルである。 

 

 第 1にできるだけ寝たきりにならないよう、予防策を講じる。第 2に病気になったら重

症化を防ぐべく、管理、あるいは働きかけをする。この 2つである。そのためには、もち

ろん市民に健康ライフや予防、検診を呼びかければいいのだが、寝たきり予備群の人

たちほど健康に無頓着という傾向があるらしい。 

 

 そこで、病気の兆候がある人、重症化のリスクの高い人たちを抽出し、個別に健康指

導をする自治体が増えている。今のところ、国民健康保険のレセプト（診療報酬明細

書）データを使い、個々に危険事例を洗い出している（ハイリスクアプローチ）。さらに新

潟市などでは、市全体、さらに区や地域ごとの病気の発生傾向なども分析しており、地

域団体（町内会など）と市が連携して健康教室や減塩運動など地域の実情に合わせた

活動を始めている（ポピュレーションアプローチ）。 

 

 後者については集団検診や学校検診のデータも組み合わせていけば、ますます精

度の高い地域健康戦略が組める。医療のビッグデータは議論されて久しいが、カルテ

の電子化がなかなか進まない。自治体レベルでできることとして、まず検診データとレ

セプトデータを使いこなすところから始めるべきだろう。      （続く） 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第178回 小池都政の行政改革－今までの「行革」を超えて－（上） 

 

 小池都政は昨年来、オリンピック会場予算の見直し、卸売市場の移転問題、新年度の

予算編成に忙殺されてきた。しかしその他の改革も着々と進みつつある。3月31日、都

政改革本部は都庁では 9年ぶりの行政改革の方針を示す「2020改革」の概要を明らか

にした。 

 

 （参考情報）東京都の「2020改革」について 

   http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi07/05_2020kaikaku.pdf  

 

 筆者は特別顧問として同改革の設計に助言をしてきた。2回に分けて解説する。 

 

●総量規制の「行革」からの決別 

 

 わが国で「行革」が本格化したのは 1980 年代だ。ひな型は国鉄改革だった。かつて

の国鉄では、たとえていうと民間なら2人分の仕事に5人かける「お役所仕事」をはじめ、

予算も組織も「贅（ぜい）肉だらけ」だった。そこでトップダウンで総量規制をかけ、各部

門の予算を一律のパーセンテージで削減し、職員も採用を抑制した。こうした「行革」の

手法は国も自治体も採用し、2000年くらいまでは効き目を発揮した。 

 

 しかし、自治体ではスリム化の余地はもう少ない。特に現場で住民サービスを担う人

材の確保が大きな課題だ。仕事のやり方を根底から変えないと仕事が回らない。 

 

 都庁も同じで、いわゆる「身を切る改革」や一律削減は局所的には有効でも、全体に

は当てはまらない。そもそも行革部門が指示をして全庁一律で同じ手法を展開すると

いう発想が不適切だ。改革課題は行政分野によって大きく異なる。福祉や教育などに

は先行投資すべきだし、予算も人員も切り詰める一般分野（部局）とは異なる。これから

はメリハリを付けるべきだ。 

 

●改革プランの 3つの柱 

 

 2020改革には 3つの柱がある。即ち、「（1）しごと改革」「（2）見える化改革」 



「（3）仕組み改革」である。 

 

 「しごと改革」は、公務員の仕事の仕方の見直しだ。特に、「ライフワークバランス」は

重要だ。職員数の総量規制をやり続けた結果、残業が増えている。無駄な仕事を見直

し、ICTも使って手続きも簡素化する。 

 

 国も地方も（民間大手に比べて）公務員はそれほど給料が高くない。職場環境を改善

しないと優秀な人材が集まらなくなる。教育や研修にも、もっとお金と時間をかけるべき

だ。今後はヒトにもっと投資しないと、行政サービスの質も効率も上がらない。 

 

 しごと改革は運動論にとどまらない。例えば時差出勤を本気で導入するなら、在宅作

業を仕事として認める。法制度上、どこまで柔軟にできるのか、人事制度改革を伴う。 

 

 「見える化」は各局の業務の経営分析をし、結果を公開する。各局の情報公開はまだ

まだ足りない。筆者も各局のヒアリングをしたが、「都民（ユーザー）の視点」「納税者の

納得」という切り口からの政策の説明や事業の評価は不十分だと思う。 

 

 都民が満足する、納税者に納得してもらうというのは、どういうことか。事業分析をし

ながら、職員自身が考え、自ら気づいてもらう。その場合、国内の他自治体だけではな

く、企業や海外大都市との比較も大事だろう。 

 

 「仕組み改革」とは、天下りや公務員の採用、キャリアパス、財政シミュレーションなど、

人事・財政制度、組織の見直しなどだ。監理団体への権限委譲、報告団体や公益財団

法人などの統廃合も含まれる。 

 

●大阪府・市との違い 

 

 2011年以降、大阪府・市のいわゆる維新改革で、地下鉄やバスの民営化や大阪都 

構想など、大胆な改革案が出された。これは政令市と市議会の解体を含む統治機構の 

大改革である。勢力が拮抗する政令市と府の二重行政の解消という大阪特有の課題に 

終止符を打つ歴史的挑戦でもあった。 

 

 一方、東京はそこまでの危機に陥っていない。戦前にできた都区制度があって、二重

行政の問題も少ない。一部には大阪型の改革を東京でもという声があるが、大阪とは

事情がやや異なる。 

 

 都全体として今、必要なのはスリム化よりもメリハリ付け、特に先行投資だろう。都は

25年から人口減少期に入り、生産年齢人口の比重も減る。成熟経済下ではいつ税収が

減少してもおかしくない。超高齢化、インフラ老朽化をにらんだ体制整備、そして都民の

自立を助ける教育投資、公務員のスキルアップなど将来をにらんだ投資が大事だろう。 

 

 東京は当面、人口が増え、経済も好調だ。大阪の改革のテクニックで一部使えるもの



はある。だが全般的には状況があまりにも違う。そのままの応用は利かない。 

 

●先進性の追求 

 

 ちなみに、都は都区制度のもと、消防、上下水道、都立病院、交通など、多くの分野で

事業を一元的に経営する。人材と設備に恵まれ、スケールメリットも大きく、政令市より

全体に効率が良い。今後はよそに先駆け、ICTやIoT（インターネット・オブ・シングズ）を

使ったイノベーションなどに挑んでほしい。 

 

 一方、福祉・医療、教育、中小企業支援などではスケールメリットが出にくい。むしろ巨

大組織のため非効率だし、現場は規則に縛られ、幹部は議会対応に追われる。もっと

多くを市町村や現場に密着した監理団体や NPOなどに委ねていくべきだ。 

                                 （続く） 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第179回 小池都政の行政改革－今までの「行革」を超えて－（下） 

 

 前回に続き、小池都政の「2020改革」について解説しよう。 

 

●監理団体のあり方 

 

 都庁には監理団体（いわゆる外郭団体）が約30ある。これらについては国の外郭団 

体と同様に、今までは人員や団体数の削減などの総量規制を一律に求めてきた。しか

し、今回は団体ごとにその役割が見直される見込みである。 

 

 たとえば、なかには都庁の補完組織として機能や権限を強化し、その位置付けを 

積極的に見直すところも出てくるだろう。監理団体については、これまではともすれば、

「天下りのために補助金を出している団体ではないか」という疑念を意識した抑制基調

が支配的だったが、そこから転換する。もちろん同時に情報公開を徹底し、合理化も図

る。 

 

 これからは人手不足と高齢化の時代である。都庁本体の公務員組織だけでは、もは 

や仕事は回らない。これらの団体への依存は避けられない。今後は本庁との癒着を防 

ぐガバナンスを厳しく求めたうえで、人と資金を投資して育てる方針がいいところも出て

くるだろう。 

 

  ※注）監理団体：都が 25％以上を出資するなど都の行政運営を現場で 

     支持・補完する団体 

 

●監理団体のポテンシャル 

 

 すでに一部の監理団体のヒアリングを始めたところ、たいへん優秀で大きなポテンシ

ャルがあることが分かった。例えば中小企業振興公社は海外に事務所を持つほどだし、

歴史文化財団は美術館から博物館まで幅広い文化施設の運営能力を持つ。人材の幅

も分厚く、他の自治体に比べて圧倒的に能力が高い。民間企業で同じことを請け負える

ところは少ないだろう。 

 



 ところが監理団体は、いずれも現在は短期契約でこまごまとした仕事を一手に請け負

っている。もっと大きな固まりで長期的に任せた方がいいだろう。成功例が外務省と

JICA（国際協力機構）の関係だ。同省が予算を取って ODA（政府開発援助）の大きな方

針は出すが、実施の現場は海外だ。農業なども専門知識が必要なので、本省での政策

立案には限界がある。そこで同省はプロジェクトの発掘や援助方針の立案なども JICA

と協働で進めている。 

 

●三分割法 

 

 もちろん都庁、監理団体、民間企業の役割分担のあり方は、事業分野によって異なる。

だから一律には言えない。しかしあえて言うなら、例えば都の直営、監理団体、民間で

分担する「三分割法」が考えられる。 

 

 道路管理を例に取ると、全部直営だと非効率だろう。しかし全部を民間に任せると災

害時などの対応が心配だし、都の職員に技術の目利き力や発注能力がなくなる。全部

を監理団体に任せると安心だが、競争にさらされず、やがて技術力も落ち、かつ高コス

ト体質になる。だから大ざっぱにいうと、3者で分担、競争してもらうのがいいだろう。 

 

 全般には、もっと監理団体を積極的に活用すべきであり、「監理団体」という名前も変

えてもいいだろう。監理団体には都庁の若手の幹部を出向させ、逆に団体から都庁へ

の人材出向もやるべきだろう。都庁に戻ったら現場経験を基に企画を立案できるし、監

理団体側も都の意思決定のやり方や議会との関係などの理解が進む。同時に、民間企

業への外注化も進める。そして監理団体と企業が競う姿が理想的である。 

 

●求められる「発想の転換」 

 

 従来の行政改革は、どこの自治体でも本庁の行政改革部門が「総量規制」を指示し、

各局はどちらかというと「やらされる」側だった。それで行政改革部門の出方を見ながら、

小出しで（削減の）玉を出すといった受け身の改革だった。また改革といっても、目標は

機能強化よりも削減が中心だった。業務のやり方の見直しでも、各局は評価やチェック

を受ける側だった。 

 

 しかし、今回の 2020改革では、積極的に各部局、特に現場の若手に自らの部局の将 

来を考えてもらう。その際には、「都民＝顧客・納税者」という視点を重視する。その視

点に立って、政策や予算の意味を都民に説明し、理解を得ていく。これが「都民ファース

ト」であり、賢い支出（ワイズスペンディング）である。そのためには、もちろん情報公開

が不可欠だろう。 

 

 このように 2020改革では上からの行革、各部局横並びではなく、2025年以降の東京 

のあり方を見据え、外向き、そして自律的な改革を現場が主体となって考える。 

 

 東京都はこの 9 年間、正式な計画に沿った「行革」をやってこなかった。このこと自体



は、後進的と見られても仕方がない。しかし石原都政初期の行革は、当時としては先進

的だった。それ以降も全体的には緊縮モードで来た。これまではさておき、そろそろ「そ

の次」に行かないといけない。 

 

 幸い都にはスケールメリットがある。人口減少や超高齢化まで、まだ少し余裕がある。

今のうちに総点検、メリハリを意識した先行投資をするべきだ。それが今回の 2020 改

革の本旨である。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第180回 市場移転問題、なぜ拙速な判断は賢くないのか？（上） 

 

 東京都の築地市場の移転をめぐる議論が盛んだ。2016年 11月に知事はいったん豊

洲への移転を中止した。その後、あるはずの盛り土がなく、ないはずの地下水と汚染

物質があるなどの事実が露見した。「延期は正しかった」と多くの人が思った。 

 

 しかし最近は「さっさと本格移転を決めるべき」「決められない知事」といった厳しい意

見が出ている。確かにはっきりしないと業者は困る。業者に対する移転延期の補償も

かさむ。有害物質の懸念もどうやら地下空間の軽微なものに限られるという見込みも

一部に出てきた。これらを根拠に早く決めろと主張される識者も出てきた。 

 

 だが知事はまったくぶれない。2016 年 11 月に決めたロードマップに従い、専門家会

議等の意見も参考にして決めるという方針を変えない。また安全・安心の問題だけでな

く、「総合的判断」によって決めるという。だが判断保留の是非を巡っては外野が騒がし

い。そこで今回は公開文書を手がかりに私なりの論点整理をしてみたい。 

 

●豊洲移転か築地再整備か 

 

 さっさと豊洲に移転すべきという人たちの主張はわかりやすい。 第１に 5800 億円も

費やした建物がもう完成しているのに使わないのはもったいない。第2に築地は古く汚

く危険だから早く引っ越すべきだ。第3に築地が移転しないと環状2号線の建設が遅れ

オリンピックに間に合わない。第 4に築地の再整備は過去に 2回挑戦したが事業者の

足並みがそろわなかったと主張する。 

 

 一方、築地再整備派はこう言う。第 1 に豊洲は都心から離れ、買い出し人や仲卸にと

って使い勝手が悪い、世界の築地ブランドも失われる。第2に豊洲は取扱量が減る中、

面積が過大なうえ全館空調などは無駄だし仕様も時代遅れで使い勝手が悪い。第 3に

そもそも安全性に懸念が出た土地で生鮮食品を扱うべきでないともいう。そして第 4 に

使用料で維持費がまかなえず年間 100億円程度の赤字を垂れ流すと指摘する。さらに

一部には、「豊洲の土地取引の不透明性、建物建設の際の談合の疑いをよく見よう。や

たらに移転をせかす人たちは、もしかしたら築地の土地売却や建設がらみの利権を目

当てにしているのではないか、怪しいのではないか」というものもある。 



 

●総合的判断とはなにか 

 

 両者の主張にはいずれも一理あり、議論は全くかみ合わない。そんな中での「総合的

判断」とはどういうものか。ヒントは知事発言、市場の戦略あり方本部、市場問題プロジ

ェクトチームの議事録の中にたくさんあると思われる。読み解くとこうなるのではない

か。 

 

 当初は、豊洲が移転先と決められていた。だからまずは豊洲移転についての「総合

的判断」について考えてみる。 

 

 第 1 にはコストについての再考である。目先でかかるコストだけ計算すると豊洲を使

わなければ補償費がかさみ、出費が増える。豊洲に移転しないとなると 3800億円の建

設費が無駄になるようにも思える。おまけに築地再整備だと 800億円から 1000億円ほ

どの追加コストがかかる。どうみても豊洲移転が正しいように思える。 

 

 だが、長い目でコストをとらえなおすとどうか。通常、建物は耐用年数 60 年くらいのう

ちに建設費の 2倍（7600億円程度）の追加コストがかかるといわれる（「ライフサイクル

コスト）という）。だとすればもったいないけれども豊洲は使わず、もしかしたら築地に身

の丈に合った設備を作ったほうが長期的には安上がりかもしれない。 

 

 第 2 に収入も将来にわたってどうなるか考えてみる。産地とスーパーへの直接取引

が増え、全国的に卸売市場の取扱高は減っている。築地も例外ではない。豊洲に移転

すれば競争力が増すという意見もある。だが大きなトレンドは変わらないとすれば、豊

洲の赤字幅は予定よりも拡大する可能性がある。事業者の使用面積が減り始めると都

庁の使用料収入も縮小する。だとすれば豊洲はますます大きな赤字を垂れ流すことに

なる。 

 

●公共事業の教訓を思い起こす 

 

 「長期的に物事を考える」ということ自体は都庁に限らず、建設プロジェクトの場合、当

然になされる。だが税金を投入する公共事業になった途端、規律は緩む。その結果、

全国に無駄なハコものがたくさん作られてきた。背景には「これさえ作れば観光客が来

る」「いずれ景気が良くなり、需要は増える」といった楽観論があったが多くは夢に終わ

った。こうした経験に照らせば、「総合的判断」のはじめの一歩は、上記のようにコストと

収入、つまり収支を中長期にわたって見直すということになるだろう。 

 

●収支だけでなく資産・債務でも評価する 

 

 先ほどの議論は毎年の収支の話だったが、資産や債務も併せて考えるとどうなるか。

市場部は築地と豊洲の 2つの土地で合わせて 7000億円超の資産をもつ。毎年の赤字

が100億円、建設費が3800億円でも債務超過にならない。資金ショートしたら一般会計



からの補てんもある。 

 

 だが長い目で見るとどうか。毎年、赤字を重ね、設備更新をやり続けると資産は目減

りする。今の計画では築地と豊洲のどちらかは市場に使わないので、いずれかは売っ

て換金する。しかしこの資産処分はいわゆる“たこ足食い”であり、未来に向けた発展

性がなく持続可能ではない（たけのこ生活）。 

 

 こうして考えると、少なくともお金の面では豊洲はずいぶん高いものにつき、拙速に

移転を判断していいかどうか、足がすくむ。仮に移転するにしても規模の縮小、委託費

の軽減、民営化の可能性、将来の使用料金の見直しなど、徹底的な収益改善策が不可

欠だろう。 

 

●ありとあらゆる視点からの検討が必要 

 

 さて「総合的判断」はこれだけなのか？ いや、まだまだある。そもそも市場は公営事

業であり、収支だけで評価すべきではない。安全・安心対策や市場機能の充実といっ

た要素も加味する必要がある。また収支や機能の話とは別の実務的都合もあるだろう。

過去の議会での議論、事業者とのやりとりなどの経緯や手続きの考慮も必要だろう。 

 

 だが、逆に視点をますます高くすると、実は市場部の枠を超えた考え方もある。たと

えば都庁の毎年の財政の視点からみた場合、赤字の市場事業への税金の補てんの是

非はどうか、という視点である。 

 

 地方自治体の公営企業は制度上、卸売市場事業の運営費を 3割まで補てんしてよい

としている。また都庁全体としての不動産、都民の資産の生かし方という観点で考える

とどうか。あるいは都庁という視点すら捨てて、東京という街にとって築地と豊洲の土地

利用はいかにあるべきか。都市戦略にとっての意味合いはどうか。このように視点を

高め、時間軸を伸ばすと様々な選択肢が見えてくる。次回はこれらについても考えて

みたい。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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      2017.1.15 

小池知事、都議選候補まず 300 人選抜 20 日にも  

2017/1/15 20:13 

日本経済新聞 電子版 

  

東京都の小池百合子知事が主宰する政治塾「希望の塾」は 15 日、塾生を対象とした「都

議選対策講座」の受講者を選定するための選考委員会を都内で開いた。座長として出席し

た小池知事は筆記試験で 300 人程度を選抜し、その中から今月中にも第１次公認候補者を

公表する意向を明らかにした。最終的に 40 人程度の公認を目指している。 

 小池知事は公認候補者の発表時期については「それぞれの選挙区の情勢で判断する」と

した。 

 対策講座の筆記試験は今月７日、今夏の都議選の候補者選定の一環として実施。事務局

によると約１千人が論文試験と適性検査を受けたという。選抜者数は 200 人程度とみられ

ていたが、小池知事は 300 人程度に枠を増やした。20 日にも発表する見通し。 

 選考委後、小池知事は記者団に「素晴らしい人材が多く、頭を悩ませている。女性が多

いのも特徴」と説明した。 

 選考委は小池知事のほか、都特別顧問の上山信一慶応大教授や小島敏郎青山学院大教授

らが委員を務める。試験の答案や経歴などを基に審査し、現職や元職の議員は過去の収支

報告書も調べる。 

 公認候補者は対策講座の受講者などの中から本人の希望や適性などを踏まえて判断する

という。 

 



毎日新聞 2017年 1月 15日 

記者のひとりごと  

２トップがタッグを ／東京 

毎日新聞 2017 年 1 月 15 日 地方版 

 

２０２０年東京五輪・パラリンピックのニュースに事欠く日はない。都が整備する３

競技会場の見直し問題が「移転なし」に落ち着いたかと思えば、今度は仮設会場の費用

分担問題が浮上。住民に「大会組織委員会が負担するから大丈夫」と説明していた関係

自治体は当然、反発する。これでは「オールジャパン体制」の掛け声が泣く。  

 都政改革本部の五輪調査チームで調査を終えた上山信一特別顧問が「オリンピックの

難しさをしみじみと感じた」と述べたのが印象深い。開催都市は常に納税者に情報を公

開するという意識に対し、アマチュア主義に基づく「私的クラブ」の性格を持つ五輪の

世界は議論を非公開にしがちだ－－と解説する。  

 日本での象徴的存在は、前者が小池百合子知事、後者は森喜朗・大会組織委会長だ。

会場問題は国際オリンピック委員会と政府を交えた「４者協議」で解決し、費用分担問

題は都、組織委、政府の「３者協議」で今後議論する。だが、重要なのは４者でも３者

でもなく、都と組織委のトップ「２者」がタッグを組むことではないか。  

 非難の応酬では難局を乗り切れない。【芳賀竜也】 

 

http://mainichi.jp/ch150911088i/%E8%A8%98%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%94%E3%81%A8


 

小池氏政治塾、都議選候補に 300人合格  

４人を公認へ  

2017/1/21 21:35 

日本経済新聞 電子版 

 

 東京都の小池百合子知事が設立した政治塾「希望の塾」の都議選向けの講座に、約

300 人の塾生が合格したことが 21 日、関係者への取材で分かった。塾を運営する政治

団体「都民ファーストの会」は 23 日にも、現職都議ら４人を都議選の第１次公認候補

として発表する。 

 ４人は昨夏の都知事選で小池氏を支援した都議３人と、豊島区議１人。小池氏は都議

や塾生らから 30～40 人規模の候補者擁立を目指している。 

 希望の塾の「都議選対策講座」には、塾生約千人が受験した。今月７日に実施した筆

記試験の結果などを基に、小池氏や都の顧問を務める上山信一慶応大教授らが約 300

人を選抜。塾関係者によると、面談などでさらに候補者を絞り込み、公認候補を順次発

表していくとしている。〔共同〕 
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橋下徹「ついに始まった東京大改革、成功の鍵は大阪都構想だ！

 

橋下徹「ついに始まった東京大改革、成功の鍵

は大阪都構想だ！」 
政治・社会 2017.2.1  

 

橋下徹 撮影＝市来朋久  

東京都制度を徹底研究しブラッシュアップ 

 

最近、都政改革本部の上山信一さんと大阪維新側（大阪維新の支持者を含む）がちょっ

としたことで揉めていた。きっかけは大阪維新側が小池百合子知事の政治姿勢や東京都政

改革にいちゃもんをつけたこと。僕も政治家時代には自称インテリから「言いっぱなし」

の無責任な批判をよく受けたから、上山さんが怒る気持ちはよくわかる。 

ただ、売り言葉に買い言葉だろうが、上山さんは今度は「大阪の改革なんて東京では意

味がない」と言い出した。さすがにそれを言われたら僕がやってきたことの全否定にもな

りかねないので、今度は僕が反論する。 

 

結論から言って、大阪の改革は東京の改革にもつながり、そして日本の改革にもつなが

る。それは大阪でやった個別改革や個別政策のことではない。結局、大阪都構想なんだよ

ね。大阪都構想は東京都制度の問題点を徹底的に研究して、東京都制度をブラッシュアッ

プしたものなんだ。 

 

豊洲の問題、オリンピックの問題を見るにつけ、これはやっぱり東京都制度という政治・

行政の仕組みに問題があるんだなと確信した。知事・都議会議員個人や都庁幹部個人だけ

の問題ではない。誰かとんでもない大悪人がいることだけが原因でもない。政策だけが悪

いわけでもない。結局、政治・行政の仕組みの問題だ。今の東京都制の仕組みでは誰が政

治・行政をやっても今回のような問題は起きてしまう。 
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都制度自体は、大都市にとって必要不可欠だ。これは

道府県制度とは少し異なる政治・行政制度。しかし今の

東京都制度には問題が多過ぎる。それを乗り越えるのが

大阪都構想なんだ。東京都制度を徹底的に研究して、そ

れをブラッシュアップした都制度が大阪都構想。 

東京は今から約 75年前、1943年に東京府と東京市を

合わせて東京都を作った。大阪も 75年遅れで、大阪府と

大阪市を合わせて大阪都を目指そうとしたけど、どうせやるなら今の東京都制度を乗り越

えたものの方がいい。だから 75年遅れている大阪が、一気に東京都制度を追い抜かすため

に考えたのが大阪都構想なんだ。ゆえに東京都制度を解決する糸口は大阪都構想にある。 

そしてこれは日本全体の行政機構改革、統治機構改革にも通じる。今の日本が立ち行か

ないのは個別の政治家、個別の政策、個別の改革が悪いからだけではない。根本のところ

には、行政機構、統治機構というシステムにもうガタがきているという現実がある。今の

日本の行政機構、統治機構は、約 150年前の明治維新以来、システムの作り直しをやって

いない状態。ハードシステムにガタが来れば、いくら最先端のソフトでもうまく作動しな

いのと同じ状況。 

 

大阪都構想には行政機構改革、統治機構改革のエッセンスが詰まっている。大阪都構想

は、東京都制度の作り直しにも、日本の行政機構、統治機構の作り直しにも応用が利く。 

このように、東京大改革の中身は個別の政策や個別の改革ではなく、実のところは都庁と

都議会の作り直しなんだ。 

 

現在の小池さんがいくら頑張っても、永久に知事をやるわけにはいかない。小池グルー

プが一時期議席を確保しても、それも永久に続くわけではない。そうなったときに今の都

庁、都議会の仕組みのままでは元の木阿弥、小池知事前に戻ってしまう。そうならないよ

うに制度として都庁と都議会を作り直す。都制度の抜本的な見直し、作り直し。これこそ

が東京大改革の中身だ。 

 

小池さんは都「政」改革を進めているが、今の段階では、東京大改革の中身が定まって

いない。何となくの改革の雰囲気だけで押している。このやり方だと必ず行き詰まる。 

日本の大改革を進めるためには、東京大改革が必要だ。そして東京大改革のためには大阪

都構想の思想が必要になる。都「政」改革だけでなく都「制」改革。このような意味で、

「大阪の改革は東京の改革に必要ない」という上山さんの主張は、売り言葉に買い言葉だ

としても間違いだ。 














