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2018 年 1～7 月の主な論文・記事 

 

１．執筆記事  

（１）東京都改革： 

『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 

・「小池都政をどうみるか（その 1）―負の遺産処理から巡航モードへ」（2018 年 1 月 10 日） 

・「これからの自治体と外郭団体―固定観念を捨てるべき時期」（2018 年 2 月 14 日） 

・「実は国による都の税金収奪―特別地方税問題を考える」（2018 年 3 月 12 日） 

・「小池都政をどうみるか（その 2）―情報公開と内部統制を重視」（2018 年 4 月 10 日） 

・「小池改革をどうみるか（その 3）―特別顧問の役割を総括する」（2018 年 5 月 10 日） 

・「小池都政をどう見るか（その 4）―都政改革の今後に向けて」（2018 年 6 月 12 日） 

・「思い切って水の流し方を変えよう―水道事業の危機を直視する」（2018 年 7 月 10 日） 

 

（２）行政 IoT（新潟市） 

・連載「ICT 活用の政策改革」全６回（地方行政、時事通信社） 

 第 1 回 企業を凌駕しうる自治体 IoT の可能性（2018 年 5 月 14 日） 

第 2 回 m ガバメント推進による市民生活起点の政策改革（5 月 28 日） 

第 3 回 スマホアプリにとどまらない m ガバメントの推進（6 月 11 日） 

第 4 回 市役所全体で 18 部署合計 66 件の自治体 IoT の活用アイデアを発掘（6 月 25 日） 

第 5 回 64 の IoT テーマで企業からのアイデアを募集（7 月 9 日） 

第 6 回 市役所が地域の農業者と ICT 企業をつなぐ（7 月 30 日） 

 

 

２．インタビュー記事  

（１）インフラ投資 

 ・対談「官民連携によりインフラ整備と地域再生」（不動産証券化ジャーナル Vol.44、

July-August 2018） 

 

 



 

（２）東京都改革 

 ・「どうなる今後の小池都政？」（Yahoo ニュース、2018 年 1 月 14 日） 

・「上山信一前特別顧問に聞く（上）（下）」（都政新報、2018 年 4 月 27 日、5 月 11 日） 

 

（３）その他 

  ・「行政改革は首長の決意とやる気次第」（みんなの介護、2018 年 4 月 10 日） 

  ・「地方鉄道生かす手は」（朝日新聞、2018 年 5 月 25 日） 

 

 

３．講演録  

・講演録「これからの大都市経営」（日本綿業倶楽部月報 786 号、2018 年 4 月） 

・「これからの行政改革」（機関誌大樹、2018 年 7 月） 

 

 

４．名前の引用等  

  ・「都議会でも反小池の機運」（週刊東洋経済、2018 年 1 月 6 日） 

・「OB 登用段階的に削減」（都政新報、2018 年 2 月 2 日） 

・「都監理団体人事」（都政新報、2018 年 2 月 2 日） 

・「名門高校の校風と人脈 豊中高校」（週刊エコノミスト、2018 年 2 月 6 日） 

・「外部顧問重視見直し」（日経新聞、2018 年 3 月 2 日） 

・「顧問のあり方見直しへ」（都政新報、2018 年 3 月 6 日） 

・「特別顧問の廃止」（産経新聞、2018 年 3 月 10 日） 

・「都改革計画まとめブレーンが退場」（朝日新聞、2018 年 3 月 29 日） 

・「職員主体の体制に刷新」（都政新報、2018 年 3 月 30 日） 

・「都政改革本部」（毎日新聞、2018 年 4 月 1 日） 

・「小池知事が特別顧問廃止」（日経新聞、2018 年 4 月 2 日） 

・「公用メール公的使用なら保存公開の対象」（毎日新聞、2018 年 6 月 21 日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  執筆記事  



 

 

 

 

（１） 東京都改革関連 

 

『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 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2018-1-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第187回 小池都政をどうみるか（その 1）――負の遺産処理から巡航モードへ 

 

 小池都政が誕生し、1年半がたった。各種報道は、2017年 10月の衆院選を境に批判

的内容が目立つ。しかし、都庁の現場の変化や政策の中身を吟味せずに書かれた印

象 

論が多い。本来は、知事として組織と予算を動かした業績を評価すべきだ。筆者は行政

学者だが、特別顧問の立場で都政改革にかかわってきた。現場での見聞を基にこれま

でを振り返りつつ、今後を展望してみたい。 

 

●豊洲と五輪の見直しから出発 

 

 2016 年夏の知事選。3 人の有力候補者の中で、既定路線とされていた五輪の巨額の

予算と築地市場の豊洲移転の 2つに対し、明確に見直しの必要性に言及していたのは

小池氏だけだった。就任後、小池知事は早速見直し作業に入る。いずれもすでに予算

化され、ほぼ着工済み（豊洲市場等は完成済み）の公共事業だった。 

 

 わが国行政では着工済みの公共事業の見直しは極めて難しい。八ッ場ダムをはじめ、

死屍（しし）累々である。しかし小池知事はそれに挑もうと決意した。当初はこの挑戦を

無謀とみる向きが多かった。しかもこの 2つの問題は深く、複雑に絡み合っていた。 

 

 第 1 に「期限」である。築地市場の跡地は五輪の車両基地に使われる予定であり、ど

ちらも 2020 年の五輪開催までに工事を終えなければならない。どちらも見直しに割け

る時間が限られていた。 

 

 第 2 に「疑惑」である。市場については、なぜ卸売市場に土壌汚染の疑いがある場所

が選ばれたのか、なぜ 5800 億円もの費用が掛かったのか。利権が絡んでいるとの疑

惑があった。五輪予算については舛添前知事が最終的に3兆円を超える可能性に言及

していた。一方で会場選定の過程や工事計画などの情報公開が足りず、国民の間に疑

惑が渦巻いていた。しかし、知事は検事ではないし過去にさかのぼって真実を調べる

手法は限られる。疑惑解明への期待の大きさと実際にできることの間のギャップは大

きかった。 

 



 第 3 には議会の「反発」があった。特に都議会自民党は知事選以来のしこりに加え、

今まで決めてきたことを次々とひっくり返される可能性への懸念が強かった。 

 

 それでも小池知事は公約に沿って敢然と見直し作業を始めた。作業には専門家、第

三者の視点を入れるべく、私をはじめ数名が民間から特別顧問、特別参与として加わ

った。 

 

●1年半で重い負の遺産を処理 

 

 その後の経過は各種報道の通りだ。おしなべていうと豊洲について知事は早々に移

転延期を決めた。その後、汚染地下水の存在などが発覚し、移転延期の決断は大正解

と判明した。さらに立地選定や建設過程での過去の知事や都庁の不手際も明らかにな

った。一方で移転については白紙に戻して築地を再整備する計画なども出てきてすっ

たもんだが続いた。また豊洲の環境対策工事の入札も遅れた。だがついに 2017年 12

月に、2018年10月の移転予定が決まって一段落がついた。 

 

 五輪予算の見直しについては、国際オリンピック委員会（IOC）および大会組織委員会

との調整が難渋を極めた。知事は、調査チームの提言に従って都庁が自ら建設する施

設の建設費を約 400億円削減すると決めた。最終的に他の 2者も合意したが、すでに

決めた会場の移転や設計の変更については関係者の反発が強かった。全体予算につ

いては調査チームが最悪の場合、3兆円超となるリスクを試算して国際世論を喚起した。

すると IOC が自ら東京大会の開催予算の軽減や調達プロセスの見直しを始め、ようや

く予算の自然膨張構造にくさびが打ち込まれた。 

 

 以上をまとめると小池知事は、就任 4 カ月後（16 年末）には、公約の一つだった五輪

予算問題に決着をつけ、さらにその 1年後（17年12月）に 2つ目の公約の築地市場移

転問題にも決着をつけたことになる。 

 

●都議会改革 

 

 都民が小池知事に期待したのは上記2つの問題の見直しにとどまらない。この2つの

問題の裏には都議会のチェック能力に対する疑問があった。これについて小池知事は

新規人材を入れた新会派「都民ファースト」を立ち上げ、2017年 7月の都議選に打って

出た。圧勝を経て、議会改革の礎ができた。一方で知事は公明党との連携関係も構築

していた。この２つをもって都議会も知事の改革に協力する体制ができた（ただし、2017

年10月の衆院選後の構造の変化は報道のとおり）。 

 

●負の遺産の処理を終えて 

 

 以上、述べてきたように小池知事は就任 2年を待たずに 3大公約課題（豊洲移転、五

輪予算、議会改革）を達成しつつある。過去の 2 名の知事が任期途中で辞任に追い込

まれたのとの差は歴然である。 



 

 一部には豊洲への移転や五輪準備が遅れたと批判する向きがある。しかし、見直し

は知事選の公約であり、民意に基づく作業である。また見直しには一定の時間が必要

であろう。むしろ五輪準備のギリギリの状況下でも妥協を許さず過去の失政とその原因

の解明に挑んだ小池知事の胆力とリーダーシップを賞賛すべきだろう。 

 

 おまけに知事は、将来、都庁と都議会が二度と同じような問題を起こさないよう議会

改革と都庁の内部統制の仕組み改革にも着手している。都庁では随所で情報公開が

進み、秘密とされていた都庁、IOC、組織委員会の開催都市協定などがオープンにされ

た。公益通報制度も整備された。こうした空気の変化を感じ、巨大な都庁の随所で職員

が自ら取り組む改革が始まりつつある。 

 

 都庁は巨大である。それを動かし、組織を律するだけでもたいへんである。小池知事

は日常業務の傍らで 3 つの公約に沿った過去からの重い負の遺産の処理に挑んでき

た。当選直後、単身、都庁に乗り込んできた小池知事を支持する議員はわずか数名だ

った。そこから出発して官僚組織と議会の両方を動かし、ようやく過去からの負債処理

にめどをつけた。 

 

 重くて大きな組織の改革は難しい。日産自動車の場合はカルロス・ゴーン氏が、日立

製作所では川村隆氏がやっと成し遂げた。東京都庁の場合には小池知事がそれを成

し遂げるだろう。 

 

 なお都庁の改革は単なる自治体改革にとどまらない。激変する国際情勢から遅れが

ちな日本、停滞する国政、そして厳しい財政状況に目を向ければ、東京や大阪のような

都市が主体的に挑む社会構造の改革が唯一の望みである。失敗を恐れず、果敢に物

事に挑戦する小池知事にますます期待をしたい。 

 

 （注）本稿はあくまでも個人としての見解であり、公職に基づくものではない 

 

 

 

─◆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            

2018-2-14 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第188回 これからの自治体と外郭団体――固定観念を捨てるべき時期 

 

 この約1年半、筆者は東京都の特別顧問として各局や外郭団体のヒアリングを重ねて

きた。その上でしみじみ思うことは、外郭団体の位置づけの変化である。都庁に限らず、

自治体は従来の外郭団体に関する固定観念（“天下り敵視“ ”外郭団体性悪説“ ”縮

減一辺倒“）を捨てるべき時期にあると思う。今回は筆者の問題意識を紹介したい。 

 

●「官から民へ」の限界 

 

 国でも自治体でも外郭団体はややもすれば白眼視されてきた。確かに過去はひどか

った。ろくに仕事をしない天下り OB の理事たち、役所の委託契約の独占と民業圧迫、

過剰な人員配置、昇進の道を閉ざされやる気のないプロパー職員たち・・・など。こうし

た実態は、財政危機の中で多くの団体が改革を迫られ、かなり改善された。しかし、企

業に比べるとまだまだ甘いところがあり、今後も監視する必要がある。 

 

 一方、もっと大きな視点から見ると、外郭団体を取り巻く状況は大きく変わっている。 

 

 第1に IT化を背景とする世の中全体のアウトソーシングの進展である。役所のみなら

ず、民間企業でも本来業務以外の仕事は外に出す、つまり「餅は餅屋」の専門企業に

出すのが当たり前となり、自前主義は捨てて当然という時代になった。人材派遣や請負

契約、施設管理などの専門企業は、数も規模も拡大し、それらを子会社として育成する

大企業も増えた。 

 

 第2には深刻な人手不足、特に専門人材の払底である。ITエンジニアにしろ看護師に

しろ、専門人材は全国的に不足している。行政機関でも最近、ITや福祉などのプロ人材

を中途採用などで増強しているが追いつかない。しかも役所の仕事はますます高度化、

専門化していく。その一方で役所の場合、頻繁に人事異動がある。専門人材の配置は

常に手薄になる。それを補うとなると、どうしても庁外に供給源を求めざるを得ない。 

 

 だが役所の業務の中には、民間企業に外注しにくい特殊なあるいは非定型な業務が

ある。しかも原資は税金だから高額での発注もできない。そこで外郭団体が必要にな

る。外郭団体だと、人事異動の多い公務員にはなりたくないが専門を生かして世のた



めになる仕事をしたいという人材を集めやすい。給与は民間ほど高くはないが、役所

のブランドに裏打ちされ、一定の社会的地位と安定した雇用環境が用意できる。 

 

 かつての外郭団体は役所の OB の受け皿だった。しかし、今は庁外の専門職人材を

獲得する大事な受け皿となりつつある。 

 

 第3には役所のOBについても再雇用や定年延長の動きがある。企業では60歳定年

を超え65歳、さらには70歳まで再雇用する動きが顕著だ。定年後も仕事を続ける高齢

者が増えている。そのほうが健康にもよく、世の中全体の人手不足に貢献できる。企業 

も自治体も再雇用の場の提供が求められている。 

 

 かくして本庁でも外郭団体でも、一定数の役所 OB がいるのは当然という時代になっ

てきた。公務員だって労働者だ。公務員の再就職先となると専門ノウハウを生かせる公

的分野になるのは仕方がない。本人の経歴や経験が生かせる仕事なら外郭団体への

再就職は認め、一概に天下りと批判はしないという流れができていくだろう。 

 

●外郭団体経営の 3原則 

 

 しかし、自治体の外郭団体に対する市民や議員の目は極めて厳しい。過去には本庁

との癒着や民業圧迫、そして不当な天下りが横行した歴史があり、また企業でも子会社

経営や OB の再雇用では数々の失敗の歴史がある。これらを踏まえ、これからは新た

な「外郭団体経営」のルールと方針が必要になる。具体的には事業の性格や本庁の置

かれた事情、人材確保の状況次第で決まるのだが、ここでは成功のための3つの原則

を紹介したい。 

 

●成功原則その 1「バランス調達の原則」 

 

 施設の指定管理にしろ、イベントの委託にしろ、外郭団体を活用する際にはそこばか

りに発注が偏らないようにする。同種の仕事は外郭団体、民間企業（競争入札で募集）、

本庁（直営）の 3 つに分けて発注する（これはもちろん駐車場の管理やビルのメンテナ

ンスなど「民間でできることは民間に任せる」という原則を徹底したうえでのことだが）。 

 

 例えばある自治体に福祉施設が 10あるとする。このうち例えば 4つは公募競争で選

んだ民間企業に指定管理を委ね、3 つは民間企業と外郭団体のコンソーシアムに任せ、

2 つは非公募で外郭団体に任せ、1 つは直営でやる。外郭団体が担う施設や直営施設

では研究や研修も担当させる。全部を民間に委ねても大丈夫な分野ならもちろん委ね

てよい。 

 

 だが地元で能力の高い業者、あるいは大規模施設を運営できる事業者が限られるな

ら、外郭団体を基軸に考えたほうが安定する。あるいは簡単なもの、ノウハウが確立し

たものは民間に効率追求を委ね、そうでないものは赤字覚悟で外郭団体に委ねる。ま

た一部を直営で残し、公務員の外注管理能力を維持する、といった具合である。あくま



でケースバイケースだが、すべてを民間が、あるいは外郭団体が担う姿は中庸を欠い

た姿だと考え、あるべき姿を考え直す。 

 

●成功原則その 2「外郭団体の理事長、社長、役員等の役職者の公募制」 

 

 役員を公募すると民間企業経験者など多彩な経営人材が発掘できる。人物と能力本

位だから公募の結果、役所の OBが選ばれてもかまわない。その場合でも公募要件に

は改革を進めることなど条件を掲げておく。同じ OB でも生半可な気持ちでは天下りで

きなくなる。あるいは何かの失敗をしたときに「自分はたまたま指定席ポストに就いて

いただけ」といった無責任な言い訳ができなくなる。 

 

●成功原則その 3「徹底した情報公開」 

 

 例えば、外郭団体の施設を特定日に市民に開放し、見学会をやる。外郭団体の活動

は地味で分かりにくい。ふだんから情報公開し、存在意義と役割をアピールする。そう

した活動の積み重ねから住民の理解と信頼を構築していく。 

 

 以上述べてきたように、時代の流れに合わせ、外郭団体の果たすべき役割が大きく

変わりつつある。従来のような全分野一律のチェック型の管理はもうそぐわない。各自

治体の実情に照らし、そして分野別に、外郭団体を含むいわばグループ経営の戦略を

立てるべき時期にきている。 

 

（参考情報） 

 2018年1月31日の第13回都政改革本部会議での討議資料 

 http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi14/04-2-1_kanridantai.pdf  

 http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi14/04-2-1_shinjigennokanridantaikaikaku.pdf 
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第189回 実は国による都の税金収奪――特別地方税問題を考える 

 

 消費税 8％のうち 6.3％は国へ、1.7％は地方に配分される。だが、その際に都会には

少なめに、地方には多めに配分される。この比率が今般、さらに地方に手厚く変えられ

ることになった。その決定を巡って東京都や大阪府は国に抗議をしている。何が起きて

いるのか、資料を見たがとても複雑な説明でよくわからない。ようやく理解し、一般の住

民の方々にもわかる説明を作ってみた。 

 

●14％と 12％の差で年間1000億円 

 

 都民が 1万円のものを買うと消費税が 800円かかる。そのうち 630円は国が、170円

は自治体が使う制度になっている。 

 

 したがってある渋谷区民が地元のスーパーで1万円を使ったとすると、渋谷区には85

円、東京都には 85 円が配分され、保育所や道路補修などの予算に使われるはずだ。

しかし、実際には170円ではなく23円（都と区の合計）しか、東京には配分されない。消

費税は、余裕のある都会が地方を支援する仕組みになっているからである。 

 

 さて、ここからが本題である。今回、国は東京に配分するお金をさらに 20 円に下げる

（3 円減）と決めた。今まででも自治体の取り分の全体の約 14％弱しか東京に配分され

ていなかった。それが今回はさらに約12％に下がるのである。 

 

 「1万円のお買い物をしたときの 3円。配分比率にしてたった 2ポイント弱の違いでは

ないか」と思われるかもしれない。しかし、こうして東京全体で国に奪われるお金は年

間で 1000億円、都民一人あたり 7270円にもなる。  

 

 国全体として困っている地方を助けるのは当然である。そのために所得税、法人税な

ど国の税金の仕組みは都会の税収で地方を助け、お金持ちが多めに税金を払う仕組

みにもなっている。 

 

 しかし、一方では都会にますます人が集まり、自治体としては消防救急隊、警察、病

院、公園など大きな設備が必要である。そこで消費税については地産地消、つまり地



元で使われたお金の一定割合をその土地に戻す考え方をとってきた。また、「一部は地

元に戻ってくる」という合意のもと、国民は消費税の8％への増税を認めたわけである。 

 

 しかし、今回の国の決定は、本来は国が負担すべき費用（地方を支援する財源）をい

きなり都民に押し付ける、という構図である。 そもそも国は税収が大幅に増えているに

もかかわらず予算の見直しや行政改革ができていない。今回、都から国が収奪する

1000 億円は、本来は国の税収の増加分や行政改革で捻出できたはずのものなのであ

る。つまり、国は自らの財源捻出の手当てをせずに都民に負担だけを押し付けている

といえるのではないか。 

 

●国による都の税金収奪は都民一人当たり 5万円を超える 

 

 東京都はこの 10年で約 1兆円分（年間約 1000億円分）の事業の見直し（予算削減）

をしてきた。都民一人当たりの借金残高もこの 20年間で 55万円から 38万円へと約 3

割減った。一方で国の借金は国民一人当たりで 233万円から 697万円と約 3倍にも増

えている。国は自らの経営努力を怠り、自らの負担分を東京都に負担させてきた。正直

者が馬鹿を見る構図ではないか。 

 

 実は国による都民の税の収奪は、今回が初めてではない。これまでにも法人地方税

の一部が国に収奪されてきた。この額は都民一人当たりで年間 4万 7140円にもなる。

これに今回の 7270円を加えると年間5万4410円に上る。 

 

 このような国のやり方は憲法の地方自治の理念に反するものでもある。国による都

市部の税金収奪は一見、都会と地方の格差是正のように見える。だが、そうではない。

格差是正はかまわないが、財源捻出の方法は都会からの収奪であってはならない。ま

ず国が自らの無駄を点検し捻出の余地がないかどうか考える。どうしても捻出できない

ときは都会が支援することもありえるが、その場合は都会側が検討、判断すべきだ。国

が都市部の自治体の意向も聞かずに勝手に配分基準を変えるのは文字通り、”税金泥

棒”ではないか。今回の事件は、都会の住民の国に対する信頼感を著しく下げる事件

だったといえる。 
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第190回 小池都政をどうみるか（その 2）――情報公開と内部統制を重視 

 

 第 187 回の「その 1」では、小池改革の原点には「五輪予算見直し」「豊洲市場への  

移転再検討」「議会改革」の 3つの公約があり、都議選に向けた政治的パワーの盛り上

がりとともに一気呵成（かせい）で 3つとも達成できたと説明した。今回はその他の改革

について見ていこう。 

 

●地道な改革基盤づくり 

 

 2016 年 9 月、小池知事は就任後すぐに「都政改革本部」を立ち上げ、局長、副知事を

本部員とし、自ら本部長に就いた。本部には庁外の有識者から筆者を統括とする特別

顧問と特別参与を起用し、第三者と専門家の視点を入れた都政改革に取り組み始めた。

そして程なく 3 つの改革の視点――すなわち「都民ファースト」「情報公開」「賢い支出

（ワイズスペンディング）」――を打ち出した。本部には事務局員として20人程度の職員

が集められ、特別顧問らとともに知事サイドの視点から各局の改革を主導する役割が

与えられた。 

 

 本部は当初、先述の「五輪予算見直し」と「豊洲市場への移転再検討」の2つの作業で

忙殺された。だが同時に全庁的な「情報公開」や「内部統制」の総点検を行った。また各

局に「自律改革」を求めた。 

 

 ここでいう「情報公開」とは、（1）情報公開制度の見直し、（2）広報の見直し、（3）広聴

の見直し、（4）各種会議体の情報公開、（5）公益通報制度の拡充だった。また「内部統

制」の正式な検討テーマは、（1）契約・入札、（2）事業評価（政策評価）、（3）補助金の使

途（透明性）、（4）監理団体の指導・監督、（5）公務員倫理、（6）各局の意思決定プロセス、

（7）知事の海外出張・公用車の運用だった。 

 

●情報公開へのこだわり 

 

 さて、なぜ改革の手始めが「情報公開」と「内部統制」だったのか。都庁では前任の 2

知事がいずれも政治とカネの問題で短期で辞めた。また五輪と豊洲の 2大事業の無駄

遣いや談合等の疑惑の憶測報道がされていた。さらに豊洲市場の地下水問題など、庁



内の意思決定の仕方や透明性への疑問があった。 

 

 だから、報じられる過去の不適正事象の実際の真偽はさておき、同種の問題の再発

防止は都政の最重要課題だった。「内部統制」については、入札制度の見直しや公益

通報制度の見直しを通じていち早く着手し、あわせて「情報公開」の総点検をして、各種

審議会などの議事録の公開や開示請求に対する対応方針などを見直した。 

 

●現場発の改革を誘発――「上からの削減」からの脱却 

 

 だが、以上の「改革」はいずれも不適切事象の抑止策、つまり後ろ向きの課題への対

処である。そこで本部は今後の世の中の動きを先取りし、あるいは現場の職員提案を

吸い上げる前向きの改革の仕組みを考え、「自律改革」と命名して全庁で展開してい

る。 

 

 これは文字通り、各局が自ら課題を探し、解決の方法を考え、取り組んでいくものであ

る。具体内容は局によって異なり、新規施策や技術導入もあれば、規制緩和や事業の

廃止もあった。これらの途中経過はほぼ毎月に開催する本部会議で局別に発表しても

らった。また各局のノウハウを冊子にまとめてマニュアル化し、広く全庁で横展開でき

るようにした。 

 

  （例）東京都の「自律改革事例集」 

    http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi09/jiritsukaikaku/03_jireishuu.pdf  

 

 自律改革はその後も継続中だが、さらに 2017 年度からは「見える化改革」にも取り組

んでいる。これは都庁の主要事業を抽出し、それぞれについて企業の事業分析手法を

使って将来の事業環境の変化を洞察しながら課題を分析し、結果を公開し、解決方策

を導き出すものである。今まで 15の事業について終え、下水事業や発電事業へのコン

セッションの導入や、教員支援のための専門組織の設定などの改革案が出てきた。 

 

 「自律改革」は、どちらかといえば現場の職員の日常の気づきから出発する。それに

対し「見える化改革」は納税者、利用者を意識し、経営者の視点から将来の事業の在り

方を考えるものである（この手法の先例は大阪府市、内容は「検証 大阪維新改革」（ぎ

ょうせい）に詳しい）。従来の行政改革はややもすれば、行革本部が人員や予算の削減

を先に決め、それを各部署に割り振るものが多かった。だが、今回はむしろ各局が自ら

経営者の視点に立って将来の姿を考える。そのうえで人と予算の投入量についてはメ

リハリを付けて考えていくという新しい手法をとったのである。 

 

●ゆっくり積み上げていく改革 

 

 筆者は都政改革本部の統括特別顧問として、この 3月末の任期末まで一連の改革の

プロデューサーを務めた。その関係で記者や他の自治体関係者から「五輪や豊洲の見

直し以外にもトップダウンで見直すべき課題がたくさんあるのではないか」という問い



かけを受けることがある。 

 

 小池都政には劇的な改革を期待する方が少なくない。確かに知事選と都議選は劇的

な勝利だったし、五輪の工事や豊洲への移転を「いったん止めた」ことも劇的だった。し

かも 10 年前から始まった「大阪維新」の成功が先例としてある。そこでは地下鉄・バス

の民営化、府立・市立の大学統合、病院や文化施設の独立法人化といった外科的手法

が駆使され、大きな実績が上がった。 

 

 遅れて始まった東京の改革でも大阪のような劇的な改革を期待される向きがあるの

はわかる。だが、今の東京、そして都庁は10年前の大阪――財政破綻のリスクの中で

ホームレスと生活保護の増加に頭を悩ますどん底状態――とは違った状況にある。財

政状態はまだ悪くないし、五輪の準備が最優先課題である。都市問題への取り組みと

いう意味では同じだが、今すぐに大阪と同じ手法による改革を期待すべきではないだ

ろう。 

 

●現場の創意工夫を引き出す姿勢に転換 

 

 現に筆者が見るところ小池知事の庁内組織の動かし方や政策の見直しは、現場の意

向をくみ上げながら知事の方針を浸透させていく堅実なものが多い。要所では抜本的

な見直しや課題提起がされるが、具体の政策の見直しではまず宿題を出して原局に考

えさせ、いいものが出てきた場合はそれを尊重する。その他の改革にしても、自律改

革の手法に代表されるように「まずは現場に考えさせる」というスタンスである。 

 

 こうした（我慢強い）姿勢は、2 回の大臣職の経験や知事個人のリーダーシップのスタ

イルに由来するものだろう。だが、現在の東京都が置かれた状況に沿ったものでもあ

る。何しろ石原元知事の退任後、知事が短期間に3回も替わった。それにもかかわらず

（あるいは、それがゆえに）都庁は五輪と豊洲の疑惑という大きな問題を抱えていた。

だから小池知事は当初は劇的ともいえる手法で3つの公約課題に取り組んだ。しかし、

同時に 2020 年夏の五輪開催に向けては国や組織委員会、他県との関係を含め、安定

した庁内準備体制を作る必要があった。 

 

 そこで知事は一気呵成に病根を取り除いた後は、関係者が心を合わせて五輪の準備

に取り組める体制づくりに腐心した。このような状況にあわせた素早いスタイルの転換

は、経営者に重要な資質だろう。こうした事情を背景に、小池知事の誕生とこれまでの

経過は、いろいろな目まぐるしい変転を伴うものだった。しかし、多くの東京都民にとっ

てはベストな展開だったといえるのではないだろうか。 
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第191回 小池改革をどうみるか（その 3）――特別顧問の役割を総括する 

 

 前2回では小池氏の東京都知事就任後の改革の全体像を紹介した。今回は、その中 

で私が今年3月末の任期満了までの2年弱に渡って務めさせていただいた特別顧問と

して手掛けてきたことを総括したい。客観性を確保するため、知人との問答を要約した

形でまとめた。 

 

 

●問1：あなたは都政改革本部の特別顧問として主に何を担当したのか？ 

 

【回答】 

 都庁全体の顧問と都政改革本部の特別顧問の両方を兼務しましたが、いずれも非常

勤であり、私の場合ほとんどが都政改革本部の特別顧問の仕事でした。仕事の内容は

都知事選直後から都議選（2017年 7月）の頃までと、それ以降の二段階で大きく変わり

ました。前半は2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の競技会場と予算、それか

ら築地市場の豊洲への移転計画の見直しが中心でした。この二つの見直しは小池さん

の選挙公約でもあり、かなりの時間とエネルギーを割きました。後半はいわゆる行政

改革の設計と実践の助言です。 

 

 前半では、（知事が）都民との約束を（結果として）達成して見せないといけないわけ

です。オリンピックも市場移転も、期待にダイレクトに応えなければならなかった。私た

ちも無理やり突っ走った面があるでしょう。しかし、後半の「東京大改革」を進める段で

は、官僚組織が納得して動かないと何も実現しません。事務局の調整のもと、各局とは

時間をかけて話し合いながら進めました。 

 

●問2：特別顧問は今までになかった役職である。おまけに知事が直接任命する。都庁

官僚たちの受け止め方はどうだったか？ 

 

【回答】 

 当初は小池さんが一人で都庁に乗り込んだ状況で都民ファーストの会もまだなく、都

議会に2～3人のサポーターがいるだけでした。一方で都民の（改革への）期待は高く、

「都議会のドン」問題など政治的な課題もありました。そんな中で、私としてはできるだ



け客観中立的に仕事をしました。しかし知事の意向で仕事をする以上、政治的な対立

構造の中で特別顧問や都政改革本部の役割を受け止める向きがあったのは否めませ

ん。 

 

 後半の行政改革については総務局、都政改革本部の事務局と一緒に作業をやり、彼

らも主体的にやりました。職員は協力的、幹部も改革の趣旨をよく理解され、総じて順

調でした。情報公開や内部統制などの制度の手直しは当初から進み、「見える化改革」

もしだいに理解が進みました。 

 

 もちろん当初、職員は外部から来た特別顧問にいろいろ言われるのに慣れていませ

ん。しかし個別・具体の話でなるべく実現可能な改革の出口を見いだす工夫をするうち

に、抵抗感は薄れていったと思います。 

 

 例えば「見える化改革」で（港湾局の）視察船「新東京丸」の見直しをしました。多くの

職員の予測とは逆に、私たちは「造った方がいい」と助言しました。合理的に分析した結

果です。この例で「初めに答えありきではない」「政治的な意図で仕事をしているわけで

はない」とわかってもらえたと思います。 

 

 教育庁と相談して、学校支援の監理団体を設立すべきという案も出しました。従来の

行政改革は都庁に限らず、人も予算も「何でも削る」というものでした。だから庁内には

戸惑いもありました。小池知事からも「大丈夫ですか」と聞かれたほどです。しかし、ス

クラップアンドビルドでいいから、ぜひ作るべきだと今も考えています。 

 

 「2020 改革」のような行政改革は、総務局も元々必要な時機だと考えていたと思いま

す。しかし、この 10 年間、知事がコロコロと変わるし、歴代知事は必ずしも行革への関

心が高いともいえず、提案しにくかったのでしょう。 

 

●問 3：個別の改革について見ると、下水道局が施設整備やサービス提供などの事業

運営権を民間企業に期間限定で売却するコンセッション（公共施設等運営権）方式を提

起している。 

 

【回答】 

 下水道事業へのコンセッションの導入は、世界や全国を見渡すと常識、歴史の必然に

近くなっています。従来の公営のままだと、日本でも将来、大赤字になるのは明らかで

す。今は50年前に国鉄の民営化が「あり得ない」と言われたのと同じ状況でしょう。しか

し、他の自治体がコンセッションを導入して赤字を減らせば、都もやらないわけにはい

かなくなります。下水道事業のコンセッションは浜松市（終末処理場）が全国で初めて導

入し、大阪府市なども検討中です。 

 

●問4：独立法人化を検討することになった都立病院の経営改革についての見解は。 

 

【回答】 



 独法化は、方向性としては正しいが、他の選択肢も含めた検討の余地があります。個

人的には全 8 病院を丸ごと一つの独法に入れるのではなく、岐阜県のように個々の病

院ごとに独法化するやり方がいいと考えます。あるいは、民間委託もいいでしょう。個

別に答えは違うでしょう。 

 

 各病院のポテンシャルをまずきちんと分析しないといけません。現状では直営のガチ

ガチの人事制度のもと、（各病院の裁量で）麻酔科医やリハビリの職員の増員すらでき

ません。せっかくの立派な施設が人手不足で生かされず、結果的に稼働率が下がって

います。直営にこだわるが故に、いい人材が取れない、いい医療ができないという悪

循環に陥っています。経営形態を変えないとジリ貧に陥り、赤字の拡大、医療の質の低

下、事故の可能性につながります。 

 

●問5：大阪市では地下鉄を民営化したが、都営地下鉄はどうか？ 

 

【回答】 

 大阪市営地下鉄の民営化は、今から 12 年前に私が初めて当時の關市長に提案しま

した。当時は労働組合が極めて強い中、過剰人員・過剰賃金が目に余る状態でした。国

鉄改革に似て、組合問題が根っこにありました。しかし、その問題は今回の民営化まで

の間に政治の変化等で解決しました。民営化の目玉は、今や調達・入札の効率化や資

産の有効活用です。 

 

 東京都も基本は同じです。地下鉄もバスも上下水道も病院も、公営企業はすべからく

柔軟な経営形態に切り替えた方が良いと思います。しかし、猪瀬知事時代に東京メトロ

との統合案が出たりして、都営地下鉄は揺さぶられ、経営努力が進みました。ちなみに

当面の問題は監理団体が小さ過ぎることです。もっと強い子会社を作るべきで、そこが

民間企業として柔軟な仕事をすれば、実質的に「上下分離」の民営化に近い形にできま

す。ただ、現状では行革で監理団体の職員数が厳しく制限されています。ヒトもカネもも

っと投資すべきです。 

 

 あと、大阪市営地下鉄は独占企業体に近かったから競争はあまりなかった。東京で

はJRも強いし、都営地下鉄は一生懸命、東京メトロを追っています。公営だが決しての

んびり経営しているわけではない。ただ、（経営主体が）手足を縛られているのは自由

にしてやらないと、やがてやってくる人口減や設備老朽化には対応しにくくなるでしょう。

将来、弱体化してくる関東の私鉄を救済する可能性などもありますから、早めに株式会

社化しておいた方がいい。ただ、同じ地下を走っているからといって東京メトロと一緒に

する意味はあまりないでしょう。 

 

●問6：バスなど他の都営交通も民営化すべきか。 

 

【回答】 

 都市中心部のバスは恵まれていて、人口密度が高いから（単体でも）黒字化が可能

です。路線の再編やダイヤの見直し、人件費の圧縮など大阪市並みの合理化を行え



ば、都バスは黒字になるでしょう。他の自治体でも多くが、バス事業は路線別に民間譲

渡しており、やり方は色々あります。まずは「見える化改革」で地下鉄もバスも路線別の

収支をオープンにするべきで、そこから経営センスが磨かれます。そしてダイヤやバス

の場合は路線の見直しもする。改革はまずここからでしょう。 

 

（次号に続く） 
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第192回 小池都政をどう見るか（その 4）――都政改革の今後に向けて 

 

 前回に引き続き、私が 2018年3月末まで務めた都政改革本部特別顧問として手掛け

たことを総括したい。前回同様に、客観性を確保するため、知人との問答を要約した形

でまとめた。 

 

●問 7：美術館などの文化施設や公園のサービス改善など住民向けの改善活動はどう

進めたのか？ 

 

【回答】 

 美術館などは監理団体の東京都歴史文化財団が指定管理者となっています。そこの

学芸員は優秀で、展示の中身も高く評価されています。しかし都からの出向職員が担う

建物の管理や来館者サービスは、いまひとつです。 

 

 ハコモノの管理や来館者サービスは、百貨店やイベント会社に再委託すべきです。専

門性のない都庁職員が副館長などに出向する慣行も廃止すべきです。理想的には財

団形式をやめて、企画と学芸部門は独立法人化し、サービスや管理はノウハウがある

民間企業に任せたらよい。仮に財団が全部を担当し続けるなら、ハコモノ管理について

は民間からプロの人材を雇ってくるべきです。そしてその人の下でプロパー職員を育て

るべきです。 

 

 役所の改革はまずは美術館や公園などサービス系の分野から取り組むのがよい。

利用者の反応が得られ、励みになります。 

 

 しかしこれまでの都庁は住民ニーズに向き合うよりも議員の顔色を気にしがちでした。

何をやる前にも必ず「一部の議員が何か言ってくるかもしれない」と気をもみます。過去

の知事の力が弱すぎたのか、組織が巨大すぎて都民の声が直接聞けないからかわか

りませんが、もっとプロとしての自信をもって仕事をしてほしい。 

 

 そのためには、ヒアリングやアンケート調査で普通の都民の反応を直接自ら取りに行

くことが大切です。それをしておけば、一部の議員の思い付きのような発言に右往左往

することもなくなるでしょう。 



 

●問8：約2年間の改革を経て、都庁の印象は変わったか？ 

 

【回答】 

 知事選挙の直後からオリンピック予算や築地市場移転の見直しにかけての頃は、職

員の間に抵抗と戸惑いがありました。しかし都政改革本部が機能し始めるにつれ、改

革の狙いを理解し、変えることに対して納得する人が増えました。 

 

 利用者の生の声やデータを集め、それを公開する。そこから改革の方法を考えるとい

うやり方にも、だいぶ慣れていただいたと思います。事業分析の対象になった部局の

ほかにも、監理団体や局のヒアリングを行う中で、「世の中の常識はこうではない」「数

字を基に費用対効果を見直す」ということを相当、考えてもらうようになったと思いま

す。 

 

●問9：都庁や議会からの反発もあったか？ 

 

【回答】 

 東京都に限らず、企業でも役所でも改革というものは、全員がすぐ同意するものでは

ありません。反発はあって当然です。何の反発もなければあまり意味のない改革とす

ら言ってよいでしょう。 

 

 とにかく当初はいろいろな混乱がありました。我々も、わかっていてあえてかき回した

ことがあります。私は改革へのエネルギーの源泉は、共感でも怒りでもいいと割り切っ

ています。過去よりも今後に向けた中長期の動きが大事です。今回の都政改革では、

全体として次第に「新しい考え方に変えなくてはいけない」という気運が醸成できまし

た。 

 

 ちなみに特別顧問への反発だの支持だのなんて、どうでもいいんです。我々は所詮、

組織の構成員ではありません。職員や知事には寄り添うけれど、改革の触媒役です。

だからあちらから見たら使い捨てでいいんです。その役割は十分に果たせたし、今の

都庁はいい方向に反応しつつあるのではないでしょうか。 

 

●問10：やり残した仕事は何か？ 

 

【回答】 

 やり残しはありません。『2020 改革プラン』に全て反映してあります。これまでもやる

べきことを順番にやってきました。ただ、都庁改革を車にたとえていうと、知事お一人で

はなかなかエンジンがかからなかった古い高級車を、私たちが蹴飛ばして無理やり動

かしたようなものです。蹴飛ばし続けたら、とうとう反応して動いた。それで最近は近所

なら言うとおりに走れるようになったという程度です。 

 

 たとえば、公園や美術館などの現場に行って、目に見える形で都民サービスの改善



やコストダウンがどんどん進んでいるかというとまだまだです。これは 10年前にエンジ

ンがかかった大阪府市とは全く違います。大阪では現場から民間に改革案を問うという

動きも出てきました。役所内から一部事業を民間譲渡する案も出てきます。都庁の場合、

監理団体の統廃合や役割分担を大きく変えることは大きな課題です。しかし動きはまだ

まだで、これからが勝負です。 

 

●問11：今後の都政に期待することは？ 

 

【回答】 

 前任の過去二人の知事が任期を全うせずに辞められた組織です。そんな中、都庁は

やっと小池さんというまっとうでパワフルな知事を得ました。大臣の経験もあって安定感

があります。寸暇を惜しんで職員の話を聞かれるし、ろくに都庁に来ない知事の時代と

は隔世の感があるでしょう。 

 

 だから職員は知事に相談しながら、『2020 改革』をちゃんとやってほしい。その意味で

いうと、「しごと改革」「仕組み改革」は順調に進んでいますが、「見える化改革」は心配

です。自分でどこまで事業のあり方が見直せるか。限界への挑戦です。 

 

 少しでも手を抜くと、絶対に失敗します。現場は現状肯定に走りがちですから、特に副

知事、局長が率先して改革案を作らないと枝葉末節の改善作業に終わるでしょう。ただ、

都庁はオリンピック開催を控えた特殊な時期にあり、その準備で忙しい。 

そして前の二人の知事の退任や議会勢力の激変に伴う混乱もあったので、他の自治

体とは状況が違います。情報公開や内部統制などは最優先課題ですが、そのほかの

改革は優先順位を考えながらやるべきで、その見極めは知事の采配にかかっていると

思います。 
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第193回 思い切って水の流し方を変えよう――水道事業の危機を直視する 

 

 7月4日に水道法改正案が衆議院の厚生労働委員会で可決された。改正案の趣旨は、

現在、市町村ごとに運営する事業を広域化して効率化すること、そして都道府県がその

推進役を担うという内容だ。 

 

 背景には老朽化した水道管の更新が進まない事情がある。6 月に発生した大阪北部

地震では、耐用年数40年を10年以上超えた水道管が破損し、広く影響が出た。全国で

見ると、40年の耐用年数を超えた水道管は平均14.8％（2016年度末）。更新率は0.75％

だから全て更新するのに 130年以上かかる計算となる（厚生労働省調べ）。 

 

 これだけではない。人口減と一人当たり使用量の減少で収入が減る。さらに人手不足

が追い打ちをかける。小さな市町村を中心にベテラン技術者の補充人材が採れなくな

っている。水道は生活インフラの筆頭に来る存在だ。だから古くから整備され、日本の

技術は世界一といわれ、設備も立派だ。だが老朽化と需要減が同時に進むと、効率の

悪い古い設備を抱えた水道事業は資金と人材の両面から立ち行かなくなる。30 年後に

は全国平均で約1.6倍の値上げが避けられないという試算結果もある。 

 

●まずは将来シミュレーションから 

 

 各市町村が何をすべきかは明快だ。管路の寿命から逆算し、いつどの程度の更新が

必要か、見通しを立てる。浄水場については現在の設備の稼働率（6 割程度のところが

多い）と将来の需要を照らし合わせ、設備廃棄（更新しない）や隣接自治体からの水の

購入などの調達戦略を見直す。そして以上の計画に合わせた人員と資金の計画を立て

る。はじき出した数字を見て、必要なら「料金値上げ」も想定する。以上が基本動作であ

る。 

 

 また多くの場合、ここで話は終わらない。「民営化（民間委託、コンセッションなど）」

「広域化（隣接自治体との事業統合など）」などの手段を繰り出せば、もっと生産性は上

がる。つまり水道局の在り方を変えれば料金値上げは抑制できる。 

 

●なぜ改革が進まないのか 



 

 以上は至極当然の作業だが、きちんとやり終えている市町村は少ない。第1には、経

営規模が小さすぎるため日常を回すので精いっぱいで先を考える余裕がない、あるい

は人がいないという事情がある。 

 

 第 2 には変化への恐れである。将来予測をすると値上げの話になる。すると議会は

その前にもっと合理化しろという。すると民営化や広域化を検討することになり、水道局

は縮小となる。それを見たくないという深層心理があるだろう。 

 

 逆の場合もある。水道局が思い切った合理化案を出す。すると既存の秩序や受発注

の構造を変えたくない一部の議員が反発する。たとえば、こう言う。「水道は命に直結

する。民間に任せて、利益追求のために手抜きをされたら危険だ（「命の水」論）。直営

を維持すべきだ」「民営化したら外資やハゲタカファンドがやってきて、もうけのために

値上げをする。地元の水は地元で守る」といった具合である。一理はある。海外ではい

ったん民営化した水道事業が再公営化される場合があり、背景に料金問題があったケ

ースもあるらしい。 

 

●広域化と民営化 

 

 だが、交渉などはやり方次第である。常識的に考えて水道などの装置産業は規模が

大きいほうが効率的だし、取水コストや設備の優劣も考えたうえでだが、小さな市町村

なら隣接自治体の共同事業にしたほうがいいだろう（広域化）。 

 

 民営化のメリットも大きい。民営化というと公務員の人件費対策、あるいは民間企業な

らではの効率的な現場作業による生産性向上というイメージがある。水道の場合はそ

れに加えて、設備更新の担い手が民間企業になるメリットが大きい。 

 

 役所の発注工事や資材調達は、とても非効率である。公平・公正を期するため、ある

いは地元中小事業者の優遇の名の下に、必要以上に発注工区を細分化する。積算基

準（発注の基となる単価）を高めに見積もる。責任回避のためにめったにありそうもな

い万が一の事故の可能性を想定した過剰な設備設計をする（それによるコスト増は考

えない）など、効率を損ねるアプローチは尽きない。かくして「日本の公共建築は地震

の要素を除いても 2～3倍は割高」（欧州の建設会社社員コメント）となる。 

 

 ところが民営化、あるいはコンセッション（運営権の譲渡）を経ると、こうした設備更新

作業も民間事業者の仕事になる。彼らの多くは各地で似たような仕事をしてきている。

未経験であるために起こりがちな設計段階での過剰品質の見積もりはないし、どこで

何をどう買えば安いか、わかっている。物によっては各地の購買需要を束ね、メーカー

にボリュームディスカウントを迫る。こうして設備はスリム化されると同時に、安く更新さ

れるのである。 

 

●更新時が改革のチャンス 



 

 水道は設備産業である。どれだけの規模の設備をいくらかけて造るかが事業の将来

を左右する。一方で水は毎日、供給し続けなければならない。となると真の改革、効率

化とは、日々の業務を淡々と続けながら、その水の流れを大きく変えることに尽きる。 

 

 チャンスは設備更新のタイミングである。管路が 40年を超えるとき、設備が更新時期

を迎えるとき―――。その時期をとらえて大胆に水の流れ、流し方を変えていく。その

意味で、すでに起こりつつある設備の老朽化は、リスクであると同時にチャンスである。

今から準備し、その時期にさっと動く。その青写真作りが必要だ。 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

（２） 行政 IoT（新潟市） 

 

 

 

 

 

 









































































 

 

 

 

 

 

２．インタビュー記事 

 



 

 

 

 

 

 

     （１）インフラ投資 

































 

 

 

 

 

 

（２）東京都改革 

 

 



















 

 

 

 

 

 

（３）その他 



みんなの介護                                     2018.4.10 

HOME＞みんなの介護ニュース＞賢人論。  

 

慶應義塾大学総合政策学部教授で、経営コンサルタントの上山信一氏は、企業のコンサ

ルティングのみならず、政府機関や地方自治体の行政改革プロジェクトを数多く手がけ、

日本に「行政経営」や「政策評価」の概念を広めた改革プロデューサーである。元大阪市

長の橋下徹氏のブレーンとして、問題の多かった大阪府市の行政の体質改善をなし遂げ

たことは記憶に新しいが、この３月末まで約１年半「都民ファースト」を掲げる小池百合子

知事がひきいる東京都庁の特別顧問としても活躍されてきた。日本の行政の問題点とは

何なのか？さまざまな話を上山氏に聞いた。 

取材・文／ボブ内藤 撮影／小林浩一 

ツイート 

2018/04/10 16:00 

 

行政の費用対効果をチェックすると「目からうろこが落ちた」と言わ

れた 

みんなの介護 上山さんが「行政評価」「行政経営」という言葉を日本に広め、民間企業の

経営手法を行政に導入するようになったのは、最初に旧運輸省で社会人としてのキャリア

をスタートさせたことが大きいのでしょうか？ 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.minnanokaigo.com%2Fnews%2Fspecial%2Fshinichiueyama1%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%8C%E8%B3%A2%E4%BA%BA%E8%AB%96%E3%80%82%E3%80%8D%E7%AC%AC63%E5%9B%9E%EF%BC%88%E5%89%8D%E7%B7%A8%EF%BC%89%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E4%BF%A1%E4%B8%80%E6%B0%8F%E3%80%8C%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%AF%E9%A6%96%E9%95%B7%E3%81%AE%E6%B1%BA%E6%84%8F%E3%81%A8%E3%82%84%E3%82%8B%E6%B0%97%E6%AC%A1%E7%AC%AC%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%89%A4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%80%8D&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.minnanokaigo.com%2Fnews%2Fspecial%2Fshinichiueyama1%2F&via=minnanokaigo


上山 旧運輸省に入ったのは、旅が好きで鉄道ファンだったからです。別に政治家志望な

どではなかった。６年経ってマッキンゼーの経営コンサルタントに転職しましたが、自分自

身の”民営化”と民間のいろんな会社の仕事を見てみたいと思ったからでした。 

みんなの介護 そんな上山さんが行政評価に関わることになったのは、今から 20年前マ

ッキンゼーの共同経営者をしていた 1997年頃からだそうですね。どんなきっかけがあった

んですか？ 

上山 当時は橋本龍太郎さんの第２次橋本内閣が「行政改革会議」を設置して、省庁再編

や公共事業の見直しなどに取り組み始めた頃です。官僚や改革派議員の人たちに招か

れて経営についての勉強会をやったのが最初ですね。 

あの頃の官庁には、企業では当たり前の業績評価、すなわち、「投入した予算（インプット）

と整備水準（アウトプット）を測定する手法」がまだ浸透していなかった。受け手の利便性

や満足度などの成果（アウトカム）を指標とする手法もなかった。これらを紹介したら、「目

からうろこが落ちた」とか「こういうことをやるべきだった」と喜ばれたのです。 

みんなの介護 1998年に上山さんが上梓した『「行政評価」の時代（NTT出版）』は大きな

反響を呼びますが、批判もあったそうですね。 

上山 当時は経営＝金儲け。役所には関係がないとか、神聖な行政の現場にお金の話は

持ち込まないで欲しいといった意見が結構あった。出版社の人でさえ、最初は「“お上”の

やることを評価するというのは違和感がありますね」と言っていたくらいです。 

なぜそういう状態だったかというと、1990 年代は財政赤字が今ほど深刻ではなかったから。

数字にしにくい行政の費用対効果をチェックしようなんて言い出す人も役人や市民団体に

はあまりいなかった。政治家や納税者も今みたいにうるさくなかった。 

そんな中、本を出した同じ年に大蔵省接待汚職事件、別名「ノーパンしゃぶしゃぶ事件」が

起こって官僚たちと業界の癒着体質があらわになった。そして社会のあちこちで役人批判

が強まっていった。 

おりしもバブルが崩壊し、政治家も官僚も国と地方の借金が膨れあがっていくことへの危

機感が高まった。そこで事業の成果をメリハリつけて見直す「行政評価」の考え方が全国

に普及します。特に三重県などが注目される。さらに 2000年には政策評価が国の法律で

も義務づけられるようになって現在に至る。そんな感じでしょうか。 

自治体改革をお引き受けすることは少ない 



みんなの介護 上山さんは 90年代後半に神奈川県逗子市のアドバイザー（顧問）を務め

たのを皮切りに、福岡市、大阪市、愛知県、奈良県、新潟市、東京都など、数多くの自治

体の改革にたずさわってこられました。しかし、いまだに改革できずに問題を抱えた自治

体が多いのはどうしてですか？ 

上山 私はいろいろな自治体から「行政改革に手を貸してほしい」と相談されますが、すべ

て引き受けるわけではありません。お断りすることも、もちろんあるんです。 

そもそもボランティアに近い安い委員報酬でやっているし、外部委員やコンサルタントとい

うのは一種のビタミン剤のようなものでしかない。明らかに「無理」な改革に手を貸すことは

ありません。 

みんなの介護 なぜ改革が「無理」だとわかるのですか？ 

上山 わりとすぐにわかります。トップである首長に決意とやる気があるかどうか。やる気

があっても、議会の多数派と対立して首長の力が弱すぎる場合は途中で失敗する。なの

で、自治体改革はお引き受けするよりお断りするほうが多いです。 

 

 

投資、人口減少、税収伸び悩みへの対策を同時平行するのが  

東京の難しさ 

みんなの介護 上山さんが橋下徹氏の推進した「大阪維新」プロジェクトに参画したのは、

橋下氏の考えにポテンシャルを感じたからですか？ 

上山 もちろん、そうです。しかし私が大阪の行政改革に関わったのはもっと前です。最初

のきっかけは、2004年に問題が発覚した、大阪市役所の職員厚遇問題です。職員の「カ



ラ出張」や「カラ残業」の実態が明らかになり、2005年から 2007年にかけて關淳一市長と

大平光代助役（当時）の要請を受けて厚遇問題の解明と行財政改革のお手伝いをしまし

た。 

その後、市長が平松邦夫さんに変わって大阪市とはいったん縁がなくなりましたが、2008

年に橋下徹さんが大阪府知事になった。それで大阪府の特別顧問として空港戦略や改革

全般をお手伝いしました。また、2011年には松井一郎さんが橋下さんの後に知事となり、

橋下さんは大阪市長になった。そこからはずっと府と市の特別顧問として地下鉄、下水、

水道の民営化や都構想の設計を手伝っています。 

大阪の場合、改革を推進しようとする首長たちに極めて高い問題意識とやる気があった。

能力も高かった。だからこそ引き受けたし、成果もでました。 

みんなの介護 2015年５月に行われた住民投票で、「大阪都構想」はいったん白紙に戻さ

れ、市長の橋下徹さんは任期を満了して政界から引退しました。このことから、大阪府市

の改革は志半ばに終わったように感じている人も多いようです。上山さんはどう思います

か？ 

上山 全国ニュースになったのは住民投票だけですが、その後も大阪維新はずっと続い

ています。2018年４月には地下鉄が民営化したし、府立と市立の大学統合も決まった。大

阪府市の改革は 2004年末の職員厚遇問題から数えてほぼ 13年も経っています。だから

かなりの成果が出てきました。 

ほかにも赤字に苦しんでいた関西国際空港は前原誠司国土交通相（当時）との「橋下・前

原ライン」で伊丹空港と経営統合し、再生しました。今は LCCでにぎわっています。また、

不良債権化していたWTC（大阪ワールドトレーディングセンタービル）や“りんくうゲートタ

ワービル”の債務も処理しました。 

「大阪都構想」は府と市の二重行政を解消することを目指した計画でしたが、2011年以降

はたまたま大阪維新の会の政治家が府知事と大阪市長を務めています。ですから府市が

連携して高速道路や鉄道などのインフラ投資ができるようになりました。しかし、今後の選

挙で知事と市長の連携関係が崩れると、またぎくしゃくとした二重行政、二重投資が起こっ

てしまう。だから残る課題は２人の首長をなくして１人にすること、つまり「大阪都構想」へ

の再挑戦です。 

みんなの介護 小池知事をトップとする東京都の改革についてはどのように見ています

か？ 



上山 東京都の場合、前の２人の知事が政治とカネの問題から途中で辞めて、都民の信

頼が地に落ちていた。そこへ小池さんが出てこられた。情報の透明性や改革に対する都

民の期待が高まっていたこともあって、2017年７月の都議選では都民ファーストの会が大

躍進しました。 

改革を進めるには良い環境が整ったのですが、東京都は大阪府市よりお金に余裕があっ

て、都民も議会も危機感に乏しいのが問題です。 

大阪の維新改革は、お金がなかったから実現しやすかったという面があります。ジリ貧状

態だから、改革しなければ潰れていくしかない。ところが東京都ではオリンピックの準備に

２兆円近くもかかったり、築地市場の移転に 5,800億円をかけてしまうなどありえない金額

が出てくる。「お金がある」ことによって生じる問題があると思われます。 

ですから、知事や都庁の幹部は先を考えて動かれているが、大阪と比べれば改革への問

題意識はまだまだ低く、改革への切迫感が弱いのです。 

みんなの介護 しかし、東京都とて高齢化、人口減少といった問題は避けられません。人

口が右肩上がりに増えていた時代のやり方を改革し、新しい戦略に打って出なければなら

ないときにきていると思うのですが。 

上山 人口減少については東京では、他の都市と比べて 10年のズレがあって、2025年か

ら減り始めることになっています。 

小池さんが知事になってから、待機児童問題を解消するために保育所の定員を急速に増

やしています。オリンピックのための施設や道路、臨海部の有明の都市開発もやる。事業

の見直しも一気に進んでいます。投資もやりつつ 2025年以降の人口減や税収伸び悩み

に対応する施策も打っていく。それが東京都の難しさです。 

潜在労働力を掘り起こす「ソフトインフラ」への投資で少子化に歯止め 

みんなの介護 上山さんは、さまざまな機会で「21世紀は都市の時代である」と発言され

ています。都市の時代とはどんな時代なのでしょう？ 

上山 19世紀は大帝国が軍事力で領土を争っていた時代です。20世紀は国民国家が

GDP で競い合いました。21 世紀は、都市が主役です。東京、大阪、ニューヨーク、ロンドン、

パリ、上海のような世界の大都市が競い合いながら互いに発展していく時代になるという

意味です。 



みんなの介護 日本の都市が他の都市との競争力を持つにはどうすれば良いのでしょ

う？ 

上山 海外から多くの人々が訪れたいと思う魅力的な環境をいかにして作っていくかが大

事です。そのためには工場誘致よりもアート、デザイン、グルメ、エンターテインメントといっ

たあらゆる面で楽しい街にする。これは経済学で創造都市戦略と言われる手法です。また、

重要なのはセーフシティ。誰もが安心して生活を楽しめる都市にするということです。 

日本の個人金融資産は 2017年の４～６月の時点で過去最高額の 1,832兆円となりました

が、これは弱者に対する政府のセーフティネット政策が充実していないせいもある。国民、

特に高齢者は将来に不安を抱いてお金を貯め込んで使わないという状態でもあります。 

そこで、介護サービスや看護師常駐型の老人専用住宅・老人ホームなどを充実させて、

高齢者が一生安心して暮らしていけるようにする。すると貯蓄が消費にまわります。   

それから、女性が子育てしながら安心して働ける託児所などを充実させる。それで眠って

いた女性の潜在労働力を掘り起こすことも重要です。米国や北欧がそうだったように、将

来の教育費負担への懸念が減れば、少子化にも歯止めがかかります。 

20世紀の日本は新幹線や空港、高速道路といった「ハードインフラ」に投資して経済成長

を支えてきましたが、これからは眠っている資産や労働力を掘り起こすための「ソフトイン

フラ」への投資を行うべきす。こうした取り組みを通してダイバーシティ（多様性）のある多

世代混住型の都市をつくることが重要だと思います。 

 





 

 

 

 

 

3．講演録 

 
 
























































