
2016年 1～6月の主な論文・記事 

 

１．論文・執筆記事  

（1）『上山信一の“あまのじゃく”資本主義談義』：「日経ビジネスオンライン」連載 

・「一億総活躍は目元から」 （2016年 2月 5日） 

 

（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 

  ・「なぜ、今、副首都が必要なのか？（中）」（2016年 1月 12日） 

・「マンネリ化する「行政改革」－“行革”自体を“行革”しよう」（2016 年 3 月 10 日） 

・「インバウンド誘致に公立美術館の再生を」（2016年 4月 11日） 

・「その後の大阪維新－ポスト橋下時代の戦略シナリオ」（2016年 5月 10日） 

・「行政改革 3.0－予算・人員の管理から資産・施設の活用へ（上）」（2016 年 6 月 10 日） 

 

（3）その他 

  ・「異次元に向けた企業経営を」（東経情報、2016年 4月 6日） 

 

２．インタビュー記事  

  ・「変革の時 20年目の県立美術館」（宮崎日日新聞、2016年 6月 20日） 

 

３．コメント引用  

  ・「大阪市営地下鉄民営化是非」（朝日新聞、2016年 3月 26日） 

 

４．講演記録 

・運輸政策コロキウム  （『運輸政策研究』2016、Spring） 

 

５．書評 

・『検証 大阪維新改革』（2016年 1月 6日、毎日新聞） 

 

６．名前のみ引用  

・「枚方市特別顧問」（広報ひらかた、平成 28年 1月号） 

・「維新政治塾開講」（読売新聞、2016年 1月 31日） 

・「静岡県立美術館 30周年」（静岡新聞、2016年 4月 19日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  論 文 、 執 筆 記 事  



 

 

 

 

（ 1）『上山信一のあまのじゃく資本主義談義』 

 

日経ビジネスオンライン連載  

 

 



 

 

一億総活躍は目元から？「死蔵メガネ」で

成長だ 

2016 年 2 月 5 日（金）上山 信一 

 

 

 あなたは何本のメガネをお持ちだろう。私の場合、数えてみたらなんと７本もあった。う

ち 4 本は古びていて二度と使う気がしない。しかし高かったのでもったいなくて捨てる勇

気がないまま、引き出しの奥にしまっていた…。 

 日本の中高年は平均で 5.8 本もメガネを持っているが、実際に使うのはわずか 3.6 本

でしかない。あとは引き出しの奥に眠り続ける。 

図１・日本人はたくさんのメガネを所有 



 

出典：消費者インタビュー 上山ゼミ調べ 

 

 資本主義の原動力は拡大再生産、つまりどの業界にも成長の余地、市場のフロンティ

アが必要だ。だが家の死蔵メガネはまさにメガネ業界の成熟の象徴だ。これではいけな

い。なにか作戦はないものか。今回はメガネ業界を題材に成熟時代の資本主義の進化

の道を考えたい。 

死蔵メガネをどうするか？ 

  メガネ業界のプロは、死蔵メガネに対して冷たい。第 1 のスタンスは「無視、つまり使

い捨てを奨励する」というもの。すなわち「人口は増えない。メガネ会社は中高年向けに

一人数個の新品を売るしかない。そのためにメガネも洋服と同じでどんどん買い替えて

もらう」という作戦である。 

 しかしわが国のメガネ市場はこの 10 年ほどの間、年間約 5 千億円前後で、伸び悩ん

でいる。メガネチェーンの「JINS」やZoffといった格安で性能の良い新型商品がどんどん

売れているように見えるが、それでも市場全体は停滞している。 

 人口高齢化で45歳以上の老眼需要はじわじわ増えているが全体では成長していない。

その意味でたくさんの死蔵メガネの存在は、次第に売れなくなる前兆ではないかと思わ

れる。 



スマートメガネで儲かるのか？ 

 第 2 のスタンスは「スマートメガネ待望論」である。彼らも死蔵メガネの存在には目もく

れない。つまり、いずれスマートメガネ―レンズに予定表や地図が次々出てくるウエアラ

ブル・デバイス化―の時代になり、現在のメガネとは全く違った道具に変わるというもの。

この場合、目が悪くない人もコンタクトの人もスマートメガネをかける。だから需要は爆

発的に伸びるという。 

 確かにそうかもしれない。だが、スマートメガネはもはやデバイスであり、アップルやグ

ーグル、あるいは時計メーカーが独占するかもしれない。今のメガネ業界はレンズの基

板とフレームだけを提供する部品供給業者になってしまうかもしれない。 

 第 3 のスタンスは、死蔵メガネを下取りして新規需要を開拓しようというものだ。これは

国産車の先例がある。 

 トヨタ、日産、ホンダは国内市場の成熟化に直面し、新車の買い替えの際に中古車を

高値で下取りする慣行を作った。それと同時に中古市場を育てた。その結果、国内には

新車を数年ごとに売って買い替える慣習ができた。 

 眼鏡業界にも下取りの仕組みはある。だがあまり成果が出ていない。一本わずか千

円程度の買い取り値だし、下取り眼鏡の流通市場もなきに等しい。他人が肌に着けたも

のはなかなか売れず、レンズは新調する必要があるからだ。車のように「玉（ぎょく）」の

新陳代謝を促すきっかけにならない。 

 第 4 のスタンスは「神頼み」である。全国各地の神社仏閣、パワースポットに“メガネ供

養地蔵”を配って、死蔵メガネを回収してもらう。針供養というのがあるが、あれに倣った

「メガネ供養」だ。ご利益は、目にまつわる成果や受験などとする。メガネを供出した人

にはおみくじをあげる。当たりくじには割引券をつける。もちろん廃棄処分のコストは業

界で負担する。 

 …だが、初詣の時期くらいしかこの手は使えない。 

 第 5 のスタンスは「焦土作戦」である。これは、死蔵メガネはもとより、使用中のメガネ

も不適格なものをあぶり出して捨てさせる。高齢化で健康コンシャスな消費者が増えて

いる。度数やフレームの適正チェックをして既存のメガネにどんどん不適格のレッテルを

貼ってしまう。そして買い替え需要をひねり出す。 

 これはきわめてまっとうな作戦だ。これこそ、ザ・資本主義だ。他業界を見ると健康食

品、サプリメント、ダイエット用品、防災など「不安」と「安心」をネタにした商売は軒並み



伸びている。「度に合わないメガネをかけていると歳をとったらたいへんなことになる…」

などと脅かせば、少なくともレンズの更新需要は生み出せるだろう。 

 しかし忙しい人々にどうやって適性チェックをさせるのか？健康診断にすら行かない人

が多いのだ。メガネ業界がコストを負担して企業や自治体の健康検診メニューにメガネ

の適性検査を入れてもらい、さらにレンズ更新の割引券でも出さないと絵に描いた餅に

終わるだろう。 

ミニマリズムは、おバカかも 

 第 6 のスタンスはミニマリスト、最低限の生活物資でシンプルな生活を楽しもうというも

の。これは業界人には見られないが、消費者にありがちなスタンスである。彼らはそもそ

もメガネを死蔵しない。レンズだけ入れ替え、常用の一本を何年も大事に使う・・まるで

貧乏神、いや資本主義の敵（どっちも失礼！）である。 

 だが、フレームの買い替え需要を失ったメガネ産業は縮小し続ける。人材は集まらず、

融資も受けられなくなる。資本主義のもとではどの業界も過大な“成長シナリオ”を掲げ、

それでやっと現状が維持できる。ミニマリストたちがつつましく生きていくのは結構だが、

それでは町に失業者があふれる。彼らはまことに困った存在である。 

 とはいえ退治する手段はある。資本主義の忠実なしもべであるマーケティングの技術

は、この似ても焼いても食えないミニマリストすらも料理し、資本主義の燃料にしてのけ

る。どういうことか。 

 例えば女性用の基礎化粧品では乳液や化粧水などが一本に入ったオールインワンタ

イプのシンプルな商品が伸びている。カバンでも質のいいトートバッグを一つ買ってオン

もオフもそれを使う女性が増えている。つまりミニマリズムをテーマにした新たな消費市

場（資本主義のフロンティア）が掘り起こされつつある。 

 ミニマリストたちは「良質でシンプルで中庸な商品を長く使う人生こそ豊か。流行に踊ら

され消費に走る人生は寂しい」とかっこうをつける。しかし、得意げに雑誌で「足るを知る」

を語る彼らの“反資本主義的ライフスタイル”すら、資本主義は利用し尽くすのだ。 

メガネ貴族――8 本の眼鏡を駆使する 

 さて、ここで今日の命題を再確認する――「増え続ける死蔵メガネを前にしつつ、メガ

ネ業界は資本主義とどう折り合いをつけるのか？」。これが今日の課題である。 



 この問いに対するわたしの提案は「たくさんのメガネを TPO にあわせて使い分ける“メ

ガネ貴族”型ライフスタイル”を普及させよう」というものである。 

 “メガネ貴族”、そして TPO によるメガネの使い分けとはどういうものか？ 

 第 1 に目の使い方に合わせてレンズを使い分ける（遠近両用、中近両用、読書専用な

ど）。 

 第 2 に TPO に合わせてフレームを使い分ける（カジュアル、フォーマルなど）。 

 第 3 にメガネをいちいち持ち歩かず、使う場所ごとに置いておく（書斎用、居間用、出

張カバンに常備など）。 

 ここで（予算は度外視して）、大企業の営業担当役員Ａさんの場合を考えてみよう。 

 55歳のAさんはそろそろ老眼で普段は遠近両用レンズの金属フレームのメガネを使っ

ている（1 本目）。だが職場のデスクにはパソコンと書類を読むためにブルーライトカット

の読書専用眼鏡を置いて使っている（2 本目）。 

 それと同じものを自宅の書斎と出張カバンに常備する（3、4 本目）。ほかに車の運転と

ゴルフ用に遠くがよく見える眼鏡、そして同じ度数のサングラスの両方をマイカーに置い

ている（5、6 本目）。 

 さらに、最近凝っている和服を着る。合わせてセルフレームの眼鏡を買った（7 本目）。

あとは趣味のロックコンサートに行く時に使う赤いフレームのお気に入りの遠方専用が

ある（8 本目）。 

図２：各種多様なレンズとフレームの組み合わせ 

 



出典：レンズ各社 HP 

 

 とまあ、こういう具合である。いろいろややこしそうにみえるがゴルフクラブと同じきめ

の細かさと執念（？）で使い分ければ違和感はないだろう。ゴルフクラブは TPO で使い

分ける。超初心者のうちはアイアンの 5 番だけだが、じきに誰しも数本を使い分けるよう

になる。われわれのメガネライフも本当はゴルフと同じ心構えでメガネを使い分けたい。 

 「常用の一本だけ」というこれまでの我々の“パンピー（一般ピープル）式”のメガネライ

フは、その意味ではいつも 5 番アイアンで打ちっ放しで練習するだけのゴルフライフと同

じだ。ちなみに常用に加えて読書用と外出サングラスの計 3 本という人も多いだろうがこ

れも物足りない。ゴルフクラブに例えると、これはアイアン 5 番とウッドの 1 番とパットの

合計 3 種類という初心者練習セットの域を超えない。 

 ところでゴルフクラブはなぜあそこまできめ細かく使い分ける必要があるのか。恐らく

打つ回数が多く、積もり積もってスコアにつながり、おまけにショットの成否が明白だか

らだ。メガネの選択も本当は見た目の印象を左右し、読書の疲れや仕事の成否、目の

病気の予防につながる。もっと神経質になってもいいだろう。 

 実は私は自らそれをやってみた。メガネスーパーの Dock 白金台本店の協力を得てゼ

ミの学生たちと実験した。そして同社のスタッフと相談し、「お店良し、消費者良し、社会

良し」のビジネスモデルを考えた。 

 具体的にはこうである。 

3 本セットで 7 万～13 万円 

① お客様には、手持ちのメガネを全部持参、来店していただく 

② 視力測定をしたうえで生活パターンを聞き、ＴＰＯに合わせたメガネの使い分けパタ

ーンを提案する（どういうレンズとフレームのものが何本必要か、洗い出す） 

③ 手持ちのメガネのフレームとレンズを評価する。②の結果に照らしてそのまま使える

ものは残る。レンズだけ替えれば使えるものはそうする。手持ちのフレームで数が足り

ない場合は新たに購入してもらう 

 私たちとの実験を経て、同店では①から③のプロセスを経たうえで顧客が新規に 3 本

まで作る場合、まとめて 7 万円から 13 万円で請け負う企画キャンペーンを始めた。また

①から③までだけの診断評価も 3000 円でやる。 



 やってみると評判は上々だそうだ。この挑戦は、死蔵メガネを蘇生させ、かつそれをて

こに“メガネ貴族型”のライフスタイルと新規需要を掘り起こすという意味で未来的では

ないか。 

第 2 の都市鉱山 

 「都市鉱山」という言葉がある。使われなくなった家電製品や携帯電話からレアメタル

が回収できることを指す。鉱山は昔から資本主義のパワーの源泉だった。現に近代の

資本主義は、化石燃料（石炭、石油）と製鉄を梃に成長してきた。先進国の鉱山は 20 世

紀前半で堀り尽くされ、現代の鉱山のフロンティアは新興国にしかないと思われていた。

だが、その矢先、我々は「都市鉱山」が先進国に眠っていることに気がついた。死蔵メガ

ネも実はこれと同じではないか。 

 個々の死蔵メガネは個々人の過去の追憶のよるべ、あるいは全体としては廃棄物で

しかない。だが、それをプロの手で蘇らせ、新品とセットで使うことで両者の価値がます

ます引き出される。こうしてメガネの世界の若手と古手が仲良く共存し始める。これこそ、

まさに一億総活躍社会の理念の実現ではないか。 

 そして、われわれ人間も一段上の“メガネ貴族”になれる。こうして資本主義の良質で

新たなフロンティアが、私たちの家の引き出しの中からまたひとつ、静かに開けていく。

成長戦略とは IT(情報技術）やバイオなど派手な分野だけではない。私たちの身の回り

に見つけていくものなのだ。 

 

 

上山信一の“あまのじゃく”資本主義談義 

 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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(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  

 

 

 

 

 

 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2016-1-12 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第166回 なぜ、今、副首都が必要なのか？（中） 

 

 前回、予告したとおり、2015年 12月 28日に大阪府市の「副首都推進本部会議」が始

まった。筆者も府市特別顧問として参加し自説を紹介した。 

 

●南北に長い地震・火山国という事情 

 

 前回、整理したが他国に副首都を明確に定めた例はない（上海や釜山など事実上の

例はあるが）。なぜ、日本について制度化する必要があるのか。理由は 2つある。 

 

 第 1 は、リスクマネジメント、つまり災害時の首都機能のバックアップの確保である。

わが国は地震と噴火が多く、南北に細長い。東京が地震や火山噴火で麻痺（まひ）する

可能性は低くない。だがそんな場合でも西日本は遠く、免れている可能性が高い（逆の

場合も同じだが）。幸い、東京－大阪間は 500キロメートルも離れている。 

 

 第 2は、西日本の拠点となるグローバル都市の整備という意味である。これも国土が

南北に長いことに由来する。世界の経済はますます都市がけん引する時代になる。一

国の国力は、かつては人口や領土の広さで決まったが、今では一流の都市の数とそ

の繁栄の度合いで決まる。わが国は細長い日本列島に人口が密集している。北から南

まで一定規模の大都市が成立し、それぞれが独自に発展していかなければならない。 

 

 西の端は福岡、北の端は札幌だが、人口が集中する本州の西部、つまり関西には東

京並みの拠点都市が位置すべきだろう。関西には古くから文化や経済活動が集積して

きた。神戸、京都、奈良の歴史の集積も生かしたうえで、西日本の首都として大阪をグ

ローバル都市として突出させていくことが国家戦略として現実的である。 

 

●リダンダンシーを避ける 

 

 災害に備えるだけなら遠方の山の中に国会や省庁の機能を備えた設備を用意する

方法もある。だがそれはあまりに無駄が多い。またバックアップの機能は普段からある

程度稼働させておかないと、危機の際の立ち上がりが保証できない。だから副首都機

能は普段から大都市として機能しているところに置くべきである。 



 

 大阪を副首都にすれば低コストでバックアップ機能が作れる。たとえば国際空港とし

てすでに関西空港がある。24 時間使える滑走路があり、問題は市内からの鉄道アクセ

スだけだ。JR と南海電鉄を成田エクスプレスや京成スカイライナー並みに便利にすれ

ばよく、それに必要な投資は2000億円程度だ。このようなバックアップ機能の整備のた

めの投資で西日本の拠点都市としての機能の強化も図れる。まさに一石二鳥である。

大阪にバックアップ機能を置けば、公共事業のリダンダンシー（バックアップのための

重複）の無駄も省ける。 

 

●国家戦略としての副都市戦略 

 

 大阪は停滞している。だから新たな産業、都市戦略を必要としている。だが、日本国も

災害のバックアップとして、また国力を支える西日本のエンジンとして大阪の発展を必

要としている。大阪の副首都戦略は、この意味で国家戦略といえる。 

 

                                  （以下、次号に続く） 

 

  ※橋下徹氏が知事、市長として手掛けた大阪府と大阪市の改革の内容紹介と 

   成果を記した書籍『検証 大阪維新改革』（ぎょうせい刊、上山信一・ 

   紀田馨共著）が 2015年11月1日に刊行されました。 

 

 

 

─◆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            

2016-3-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第167回 マンネリ化する「行政改革」――“行革”自体を“行革”しよう 

 

 最近、ある市長から「行革大綱（案）」への意見を求められた。一読して「うーん」とうな

ってしまった。率直に言って、20年前と同じメニューであまり進歩がない。前半で人口減

と高齢化を繰り返し、トーンが暗すぎるし、スマホや IoT（Internet of Things）などネット時

代の技術革新への言及もない。個々の内容についても、全体の 8 割が補助金見直し、

技能作業員の採用縮小、民間委託の推進など、昔ながらの課題ばかりだ。 

 

 私は心の中でこうつぶやいた。「“行革”の名のもとで毎年、同じ目標を掲げること自

体が“改革”の失敗を意味するのではないか」…。だが、この市に限らず多くの自治体

で“行革”が行き詰まっている。 

 

●行革を覆う財政赤字の呪縛 

 

 “行革”がマンネリに陥りやすい最大の理由は「財政赤字の削減」を主目的とするから

だ。節約に終わりはなく、赤字削減に異を唱える人はいない。削減目標を掲げるとやり

やすい。しかしわが国の財政は国も自治体も赤字が続く構造になっている（背景には、

財政錯覚、安易に起債できる制度の欠陥、護送船団方式の悪弊、老人民主主義問題な

どがあり、それ自体が是正の対象ではあるが）。 

 

 かつては目に余る放漫財政があった。無駄な公共事業、公務員の厚遇、余剰人員も

目立った。だから 1990 年代には「とりあえず節約、削減」の方針に合理性があり、実際

に大きな効果が出た。 

 

●人手不足の時代にミスマッチ 

 

 しかし今や、たかが“行革”ではもはや財政赤字は解消しない。しかも今の行政現場

では、人手不足や能力不足による仕事の遅れや不備（含む不作為）が目立つ。とりわ

けケースワーカーや保健師などの専門職員、技術者、企画スタッフが足りない。そんな

中で“行革”は、十年一日のごとく全部門にさらなる外注化や職員数の削減、そして経費

の削減を求め続ける。職員の新規採用は抑えられ、“有期雇用”“OB の嘱託”“派遣”で

まかなうことになる。 



 

 こうした人減らし策はつい最近までは有効だった。しかし、今は人手不足の時代であ

る。メーカーや外食はもちろん、スーパーでもレジのパートを正社員化し、人材の囲い

込みを図っている。企業は、品質を上げながら生産性も上げている。そのために機械

化で業務プロセスを変え、時には人員増強もして持続可能な組織作りをする。 

 

 ところが多くの自治体は昔ながらの“前年比○○％”の削減の“行革”をいつまでも続

けている（ちなみに毎年 1％ずつの費用削減を続けている国の独立行政法人がその失

敗の典型である）。 

 

●“行革”を死語にしよう 

 

 行革がひたすら予算と人員の削減ばかり目指す背景には、行政特有の予算・会計制

度の問題もある。民間企業の業務改革では、経費削減だけでなく売り上げの拡大も目

指す。そのために不要な資産は処分し、余剰の不動産を人に貸し、無用な借金は返済 

する。いわゆるバランスシート改革もやる。 

 

 ところが行政の場合、売り上げ拡大は見込みにくい。税収増を受け身で待つしかない

ので、つい経費節減に目が行く。しかし出費には投資と経費の両方が含まれる。人員

の新規採用には投資的意味合いもあるのだが、行政では出費としかとらえない。財政

の仕事は毎年の予算編成が基軸で、行政改革もそれに追随して毎年の予算の削減と 

人員削減を追求する。だから中長期的視点、投資の発想が出てこない。 

 

 地方創生や街づくりを掲げるならば、まずは“行革”のあり方を見直すべきだ。つまり、

そろそろ“行革”自体を行革の対象にしてもいいのではないだろうか。 

 

  ※橋下徹氏が知事、市長として手掛けた大阪府と大阪市の改革の内容紹介と   

成果を記した書籍『検証 大阪維新改革』（ぎょうせい刊、上山信一・   紀田馨共著）

が 2015年11月1日に刊行されました。 

 

 

 

 

─◆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            

2016-4-11 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第168回 インバウンド誘致に公立美術館の再生を 

 

 最近、立て続けに公立美術館（長野県、大阪市、枚方市）の再生・建設のプロジェクト

に関わることになった。以前にも川崎市、静岡県、新潟市の既存の公立美術館の評価

や改革に関わったが、いずれも既存館の経営改善が課題だった。 

 

 それに対し、今回は長野県が建て替え、大阪市が新設（中之島）と大規模リニューア

ル（天王寺）、枚方市が新設（その是非も含めた検討）と、いずれもハード主体の改革で

ある。老朽化を迎える公立館が今後、増える。3つの事例をもとに課題を考えたい。 

 

●ハード更新は最大の改革のチャンス 

 

 美術館の価値はもちろん作品（コレクション）で決まる。だから「たかがハード」である。

しかし「されどハード」でもある。なにせ建物のあり方次第でコンセプトや運営ソフトの

かなりの部分が決まる。よくある失敗事例は、有名建築家に設計を頼んだが、運営費も

建設費も高くつき、後で困るという話である。一方、斬新な建物が集客のプラスになる

例もある。建物も作品の一つという見方もある。 

 

 いずれにしても建物の建て替え、リニューアルは改革の千載一遇のチャンスであり予

算もつきやすい。その時期に向けて課題の洗い出しをしておくべきだ。だが、設置者の

自治体側には美術館の建て替えの経験はほぼ皆無である。えてして新設の時と同じ段

取りで作業が進む。それを阻止して、まずは冷静な現状評価から始めるのが改革の第

一歩である。 

 

 つまり今の館の何が課題か、利用者、学芸員、指定管理者、業務受託者、行政パーソ

ンなどにつぶさにヒアリングする。聞くと、企画展の運営スタッフが足りないとか、コレク

ションが地元作家のものばかりでつまらない、平日一日は夜遅くまで開くべき、レストラ

ンの料理がおいしくないといった意見が噴出する。こうした意見を手がかりに数字を集

め、分析し、ハードとソフトの改善案を作る。 

 

 その上で新しい建物のコンセプトや運営方針などを紡ぎだしていく。こうした作業もな

しに会議だけ開いてあり方を議論しても非効率だ。設置者としてはあまり現状批判は聞



きたくない。だが、美術館のあり方を巡る議論は放っておくと、なんでもありになりがち

だ。すでに出ている課題をオープンにすることで新たな館の方向性が絞りやすくなる。 

 

●曼荼羅的展開のすすめ 

 

 美術館の戦略を考えるときに、私は「宇宙からここを見下ろしてみて下さい」「館の外

との関係の設計は中と同じく大事」とアドバイスしている。昔の美術館は「ホワイトキュ

ーブ」と呼ばれ、作品を保護する白い壁、白い箱であればよかった。だが最近は、レス

トランやカフェ、売店も大事だし、庭との一体感で作品を鑑賞する館もある（島根県の足

立美術館など）。さらに近隣地区との関係や最寄りの空港に作品の一部を置くなどの動

きもある。いずれも外に向かって美術館を開いていく努力であり、また地域との相互関

係を深めようというものだ。 

 

 そこから発展して小中学校の授業への協力、地元商店街、病院や福祉施設との連携

などにも発展する。また他の美術館との提携も積極的に考える。例えば瀬戸内海の美

術館全部がお互いの作品をいったん共同で設立した機構のような組織に預ける。そし

て共通の収蔵庫で保全しつつ、お互いに貸し借りを増やすといった充実策も考えられ

る。さらに入館パスやスタッフも一本化して美術館連合のようなものにしていくと経営品

質も上がるだろう。 

 

●インバウンド誘致への貢献 

 

 「美術館はもうからない」とよく批判される。確かにそうで世界的にほとんどが赤字で

ある。だが、世界的には「紙の文化資産は図書館が、それ以外は美術館が公共のため

に資産を収集し、保全し、提供する」とされ、美術館が赤字なのは図書館の赤字と同類

のこととされている。むしろ課題は単体で黒字を目指すことではなく、地域の産業にど

れだけ貢献するかだろう。 

 

 その意味でインバウンドは、いいテーマだ。なぜなら海外からの旅行客は、天候によ

って旅程が変えられない。だから雨の日はお手上げになる。しかし美術館があるとシェ

ルターになるし、地域についてよく知ってもらうチャンスでもある。成功している観光地

には、想像以上に美術館が多い（箱根、河口湖など）。そして外国人比率も高い。多くの

自治体が「インバウンド誘致」に血道を上げているが、灯台下暗しである。地元の公立

美術館のてこ入れで他地域との差異化ができるし、誘致策としても有効だ。 

 

 

 

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



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2016-5-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第169回 その後の大阪維新――ポスト橋下時代の戦略シナリオ 

 

 もうすぐ、「大阪都」の住民投票から 1 年、そして橋下市長の退任から半年がたつ。そ

の後の大阪はどうなっているのか。最近の大阪維新について解説したい。 

 

●「都構想」から「副首都構想」へ 

 

 大阪都構想は住民投票で否決されたが極めて僅差だった。半年後の知事・市長選で

は二重行政の打破と都構想推進を掲げる大阪維新の会が圧勝した。このような民意を

受け、大阪府と大阪市は副首都推進会議、さらに副首都推進局を共同設置した。そして

松井知事は再来年秋までには再び住民投票に挑戦したいと表明した。前回の都構想

はもちろん見直しが必要だが、大阪では何らかの形で府市のあり方は抜本的に見直す

べきという意見が大勢を占めつつある。 

 

 そんな中で出てきたのが「副首都構想」である。前回の「都構想」では大阪の中での

府と市の二重・二元行政の問題が強調された。それに対して「副首都構想」では、日本

全体の分権改革、一極集中打破、地域再生の視点から、大都市・大阪の都市戦略と大

都市自治制度を見直す。この意味で視点はより高くなったといえるだろう。 

 

●副首都構想の眼目 

 

 4月の第3回副首都推進会議で明らかになった副首都構想の骨格を紹介しよう。 

 

 第 1に副首都の必要性だ。これは大阪の都合ではなく、日本全体のあるべき姿という

立場からその必要性を指摘するという点が新しい。東京一極集中のわが国の政治、経

済、行政の体制は極めてリスキーである。震災等のリスクを考えると、政治、経済、行

政のすべてにわたってバックアップの体制を構築する必要がある。今のままで東京に

大震災が起きると、日本全体が麻痺（まひ）する。中でも主要な大都市はあらかじめバ

ックアップの体制が作られていない中で、事実上の代替首都機能を担わされることにな

り、大混乱に陥るだろう。 

 

 それは日本全体にとっても各都市にとっても不幸なことである。もちろん IT サーバー



やデータセンターのように、全国に分散配置すればよいものはそうすればよい。 

しかし、大きな設備や投資を必要とする機能（国際空港、高度医療機関など）は、東京

から離れていて安全な地域のどこか1カ所に集約させる準備をしておいたほうがよい。

そしてそれは投資額が大きいだけに普段から稼働させておいたほうが効率的だし、危

機対応もスムーズである。だからどこか 1カ所を副首都とあらかじめ、定める 

べきである。 

 

 さて第 2 には、その機能をどこに集中させるかである。東京から離れ、かつ周辺にイ

ンフラや人口の集積が一定規模あって、東京に代わって全国を統括できる場所を探す

ことになる。すると先進国としての高度規格の国際空港や港湾があって、東京との新幹

線や高速道路の便が便利で、東京に次ぐ高度な都市機能を備えた大都市ということに

なり、おそらく大阪が最有力となるだろう。 

 

 しかし、第 3 にその場合、今の大阪が十分に全国の副首都たりえるか、という検証が

必要となる。すると中心部から関西空港までの鉄道インフラの不備、府と市の分散投資

による高速道路などのインフラ建設の遅れなどが課題となる。この背景にはいうまでも

なく府と市に分かれていることの制度不備、二重行政の無駄がある。この解消にはや

はり、大阪市を廃止し、交通経済政策と財政を一本化する必要がある。また財源捻出

のためには二重行政を打破しなければならない。 

 

 かくして、広く日本全体の視点に立って副首都を作る必要性に照らしても、大阪市の

解体と府市の再編は必須ということになる。 

 

●今後の展開 

 

 しかし、府市の再編には再びの住民投票が必要である。都構想が昨年、いったん否

決された以上、新たな案を精査し、再提案する必要がある。しかし大阪の窮乏化はそ

の間にもどんどん進む。不幸中の幸いは、向こう 3 年半は知事と市長が維新の会に所

属するので、行政レベルでの調整で二重行政が一次的に調整可能となる。その間に都

構想なしでもできる改革を進めるのが先決である。 

 

 例えば府立大学と市立大学の統合である。将来の統合を盛り込んだ中期計画が市議

会で議決され、筆者も入った実務レベルの統合案作りが始まった。同様に府立公衆衛

生研究所と市立環境科学研究所の統合と独立行政法人化も議決され、独法化と統合と

移転が同時に進む見込みである。 

 

 このようにポスト橋下時代の大阪では、松井知事・吉村市長のもと、いったんは否決さ

れた都構想の個別政策が着々と実現されつつある。都構想、そして大阪府市の抜本改

革の案はすでに2年前に描き終わっている。あとはひたすら民意が熟し、議会、特に大

阪市議会の議決を得るのみである。民主主義での改革には時間がかかる。その地道

な作業をじっくりとこなしていけば、早晩、大阪の未来が開けていくだろう。 

 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2016-6-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第170回 行政改革3.0――予算・人員の管理から資産・施設の活用へ（上） 

 

 消費増税が延期された。増税しても焼け石に水だったとはいえ、先送りとなると一層

の行政改革が要請される（景気対策のための財政出動は別として）。上・中・下の計3回

で、これからの国と地方の行政改革について考えたい。 

 

●財政再建と行政改革 

 

 財政再建と行政改革の関係は複雑だ。健全財政なくして健全な経営はあり得ないの

で、本質的には目指すところは同じだ。しかし現実には矛盾が生じる。なぜなら行政改

革の目的は、さまざまなステークホルダーの意向で左右される。例えば利用者は良い

サービスを求め、納税者はバリュー・フォー・マネーの向上を求める。これに対し、財政

再建はもっぱら収支均衡を目指す。 

 

 両者の間で改革についての時間感覚にずれが生じることもある。行政改革では目先 

の赤字を顕在化させてでも実質破たんしている道路公社を解散したり、IT 投資をしたり

する。これらは中長期的な財政再建には寄与するが、目先の収支改善には貢献しな

い。 

 

 財政再建は本来、不良債権を整理し、資産を売却しといったバランスシート改革が主

眼になるので、こうした改革を支持するはずだが、現実にはそうではない。なぜなら財

政部門は、予算編成という政治を巻き込んだ大きな年中行事を軸に仕事をする。その

ため、財政部門はどうしても単年度での収支実績を求め、目先の税収の出と入り、つま

り経費節減と増税の話に終始しがちだ。 

 

 昨今は、そんな財政部門に行政改革部門がつられてしまうケースが多い。つまり一緒

に目先の節約運動を展開し、行革部門が来年度予算の財源不足を理由に仕事をする。

そして各部門に人件費や事業費の削減を迫り、目先の年度予算の編成の手伝いをす

る。 

 

●単年度主義の弊害 

 



 多くの自治体で、そして中央省庁でも、行政改革は本来の目的を見失い、財政再建の

一手段になってしまっている。その結果、細かな事務経費の削減に終始し、不要不急

の施設や事業の廃止、売却に目が向かない。それでもこれまでは削り代があったが、

最近は団塊の世代の大量退職で人手不足が目立つ。そんななか、ひたすら削減という

発想自体が実態に合わなくなってきている。 

 

 今後はどうか。地域差はあるものの、国も自治体もだいたい以下のような状況にあ

る。 

 

（1）人件費は自然に減っていく（大量退職と若返りのため）。 

 

（2）税収は増える見込みがない。 

 

（3）高齢化で歳出は増え、特に基礎自治体では福祉や介護の担当職員が足りない。 

 

（4）施設の老朽化で維持、建て替えの経費が増えていく。 

 

（5）余剰資産を売却したくても買い手がなかなか現れない。あるいは極めて安く 

  しないと買い手が現れない。 

 

 将来予測の中で重要なのは、おそらく人口の高齢化と減少、そして施設の老朽化の

見通しだろう。各部門では、老朽施設を今まで通りに建て替えようと考えがちだ。しかし、

それを使う住民がそれほどいるのか、またコストを負担できるのか、精査しなければな

らない。これからの行政改革は、目の前の事務事業の効率性よりも、将来に向けた投

資の費用対効果の精査に注力すべきだ。 

 

●「行革1.0」から「3.0」へ 

 

 筆者は、単なる目先の節約を「行革 1.0」と命名している。そこから一歩進んで既存の

事務事業や施設の費用対効果の見直し、つまり生産改善をやるのが「行革 2.0」だ。以

上の 2つは、行政評価の普及などでかなり進んだといえるだろう。 

 

 だが、1.0も 2.0も、もうやり尽くされた感がある。今後は既存の事務事業の枠を超え、

政策の転換や廃止を考える。また見直しの対象を事務事業、つまり毎年の予算のフロ

ーの使い方だけでなく、施設、つまりストックにまで広げていく。具体的にどうするのか。

次回以降で事例を基に考えていきたい。                        

 （続く） 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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ブックウオッチング 

新刊 『検証 大阪維新改革 橋下改革の軌跡』＝上山信一、

紀田馨・著 

毎日新聞 2016年 1月 6日 東京朝刊 

 カルチャー  

 本・書評  

 紙面掲載記事  

 （ぎょうせい・２９００円） 

 橋下徹氏の挑戦的な言葉や国政への関わりが注目されたが、足元・大阪で行

われた改革をきちっと評価する必要がある。維新のブレーンと元大阪府議がデ

ータを示しながら教育、行政など維新改革を検証した労作。 
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