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2017 年 7～12 月の主な論文・記事 

 

 

１．執筆／インタビュー記事  

（１）東京都改革 

・「上山信一特別顧問に聞く 1～4」（都政新報、2017 年 10 月 24 日、27 日、31 日、11 月 7 日） 

・「行政に経営の概念を」（小池百合子編著『希望の政治』、中央公論新社） 

 

（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 

  ・「市場移転問題、なぜ拙速な判断は賢くないのか？（下）」（2017 年 7 月 10 日） 

・「火災の犠牲者も被害もまだまだ減らせる―常識を捨ててみよう」（2017 年 8 月 10 日） 

・「いかにして公務のワークライフバランスを改善するか―東京都の事例を手がかりに」（2017

年 9 月 11 日） 

・「下水道の未来を考える―コンセッション方式のメリットを考える」（2017 年 10 月 10 日） 

・「大阪城公園の再生にみる新次元の指定管理者制度」（2017 年 11 月 10 日） 

・「これからの都市と公共交通の姿―高齢化と税収減の時代に向けて」（2017 年 12 月 11 日） 

 

２．取材記事  

・「9 月に団体改革方向性」（都政新報、2017 年 7 月 21 日） 

・「監理団体ポスト」（産経新聞、2017 年 9 月 7 日） 

・「働き方改革に新機軸」（都政新報、2017 年 9 月 8 日） 

・「都工業用水道の廃止検討」（日経新聞、2017 年 11 月 29 日） 

 

３．講演録  

・講演録「自治体のスマート改革」（日本自治創造学会誌 第 9 号 2017.10.31） 

・「先進自治創造ネットワーク」（大樹通信、2017 年 10 月号） 

・【ORF セッション】「AI 時代の文化、社会、政治－アートとサイエンスの再構築」 

（SFC Clip、2017 年 12 月 8 日） 

 

 



４．名前の引用等  

  ・「都庁の働き方改革」（YAHOO JAPAN NEWS、2017 年 7 月 19 日） 

・「顧問重用密室政治と批判も」（朝日新聞、2017 年 8 月 2 日） 

・「小池都政２年目始まる外部顧問重用に懸念も」（日経新聞、2017 年 8 月 2 日） 

・「小池都政顧問が動かす」（読売新聞、2017 年 8 月 2 日） 

・「小池都政剛柔両様」（毎日新聞、2017 年 8 月 2 日） 

・「衆院選唐突三都物語」（毎日新聞、2017 年 9 月 30 日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  執筆／インタビュー記事  



 

 

 

 

 

 

（1） 東京都改革関連 

 

 





















 

 

 

 

 

(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            

2017-7-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第181回 市場移転問題、なぜ拙速な判断は賢くないのか？（下） 

 

 6月20日、小池東京都知事は市場移転問題について会見し、結論を「築地は守る。 

豊洲は活（い）かす」というキーワードで示した。今回は、当日のプレゼンテーション資

料や市場問題プロジェクチーム（PT）、市場のあり方戦略本部の資料も手掛かりに、そ

の本質を整理してみたい。 

 

 （参考）小池知事 記者会見資料（2017年6月20日、東京都） 

   

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2017/06/documents/0

620-1.pdf  

 

●豊洲はどうなる？ 

 

 2016年秋に豊洲への市場移転はいったん延期された。これについては安全対策を講

じたうえで移転することになった。しかし、豊洲がずっとそのまま中央卸売市場として使

われるのかというと、そうとは限らない。築地が再開発された暁には、一部もしくは全部

の卸売市場の機能が築地に戻る見込みである。 

 

 残った空きスペースは、冷凍・冷蔵倉庫や物流センターに転用される予定である。 

2020 年以降はフロンガス規制のため冷凍・冷蔵庫が不足する。湾岸地区はもともと高

速道路から近く、物流センターや倉庫の需要が根強い。一方で卸売市場の取扱量はど

んどん減っている。そうでなくても、豊洲は開場後、ずっと赤字を垂れ流す。よって当面、

卸売市場としては使われるが、将来的には用途転用の可能性がある。これが「豊洲は

活かす」という意味である。 

 

●築地に何が戻るのか？ 

 

 豊洲に市場が移転した後、築地はいったん更地にされる。その後、環状2号線の道路

工事を経て五輪用の駐車場として使われる。その後、2020 年秋には再開発が始まる。

その具体的な絵図はまだ描けていないが、食にちなんだテーマパークや飲食・商業、

あるいは教育、芸術、スポーツなどが資料には記載されている。 



 

 そして卸売市場の機能も、一部か全部が戻ってくる。「築地を守る」というのは、特に

仲卸が培ってきた目利きの能力を維持発展させていくということ、そしてそれを生かし

た食ビジネスも探究するという意味である。これは、鉄道会社が鉄道を核として百貨店

や劇団などを多角経営する構図にも似ている。 

 

●豊洲と築地の両立？ 

 

 一部に豊洲も築地も中央卸売市場になるのは無駄だ、あるいは豊洲は主に卸、築地

は主に仲卸の 2つに分断されると機能しないといった批判があるが、誤解だ。まず、取

扱量が減っている中、両方の土地をフルに中央卸売市場で使うという発想はあり得な

い。余剰地は他の用途に使う。それを考えた場合、豊洲は物流・倉庫など川上分野に

適しており、築地の場合は小売りや外食など川下分野に適している。だから「転用」「再

開発」の話が出てくるわけである。 

 

 なお、卸と仲卸は同じ場所にいないと意味がないという主張があるが、これは必ずし

も正しくない。いまどき卸と仲卸が面と向かって、せりで取引する分量は少ない。両者

が同じ場所にいて売り買いをやるというのは、大昔に中央卸売市場の制度を作った時

から引きずる制度上の建前に過ぎない。 

 

●二重投資なのか？ 

 

 上記の理由で、築地の再開発は、豊洲と同規模の市場を築地に再整備するという計

画にはならない。なお、築地の再整備に必要な資金については、中央卸売市場分につ

いては PFI（Private Finance Initiative）で賄い、市場以外の部分は民間投資に委ねる方

法がある。よって築地再開発に関する都庁の出費・投資は必ずしも二重とはならない。 

 

●市場部門の枠を超え、100年先を見据える 

 

 知事はしばしば「鳥の目で見よう」という。今回の案はまさにその典型である。卸売市

場のあり方や土地利用は、都庁内ではこれまで主に市場部門が考えてきた。運営も投

資も市場事業会計の枠内での収支均衡を目指してきた。土地の用途も、卸売市場に使

うか空き地にして民間や他局に売ることだけが選択肢とされてきた。 

 

 その視点（虫の目）からすると、築地は土地を売ってそこで得た資金（約 4500 億円）を

豊洲の建設費（5900 億円）に充てるしかない。それ以外は思いつきもしないし、あって

はならないとされてきた。 

 

 だが、鳥の目で見ると、（1）築地の土地は都民全体の財産であり、市場事業の持ち物

ではない。都庁全体の視点に立てば、築地は一等地であり売るべきではない、（2）築

地を売らないことで発生する市場事業会計の赤字は、一般会計で保有（補てん）すれば

よい、（3）都庁にとっての収入源は卸売市場の使用料だけではない。収支は、市場用



途以外に使う土地の賃貸料を含む多様な収入を全庁レベルで合算して考える、（4）築

地も豊洲も土地の使い方については 100 年先の消費、流通、物流を見越し、都市経営

の視点から考える---といったことが重要になる。つまり今回の案は、そもそもが「虫の

目」でしかなかった従来の議論とは根底から発想が異なっている。 

 

●現実には・・・ 

 

 「築地に戻る」の意味がよくわからないという質問に接することがある。築地は売らな

いということははっきりしたし、民間資金を導入して築地は再開発するとされた。となる

と豊洲に行った事業者の意向、そして築地に投資しようという民間企業の意向が大切だ。

それに伴う若干のあいまいさをはらみつつ、本件は動き始めたといえるだろう。 

 

 

 

─◆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            

2017-8-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第182回 火災の犠牲者も被害もまだまだ減らせる――常識を捨ててみよう 

 

 火事、交通事故など身近な災難は全国的に減っている（震災や豪雨の被害は絶えな 

いが）。 

 

 それでも年間で全国では 1400人以上、大阪府でも 90人が火災で亡くなり、焼損被害

額は全国で 752億円、大阪府で 36億円にも達する。さらなる努力の余地はないのか、

大阪府市が共同で調査をした。すると大阪に限らず全国各地の消防のあり方の参考に 

なる結果が明らかになったので紹介したい。 

 

 （参考）第9回大阪府市副首都推進本部会議資料5 

     「副首都実現に向けた都市機能の強化について」（2017年6月20日） 

    http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/27077/00257201/syuseishiryo5.pdf  

 

●どうすれば被害は減るのか？ 

 

 火災の被害（人的、物的）を減らすには、事前の防災（耐火建築などハード面、火の用

心、訓練などソフト面）と失火時の消防の両面の強化が必要だ。前者については、日本

は優秀だ。燃えやすい家、町の構造だが、火事の発生数は圧倒的に少ない。しかも

年々、減ってきている。後者についても消防力は非常に高く、優秀といわれてきた。確

かに士気は高く、市民の評価も高い。 

 

 だが、もっと上を目指せないのか。今回は、ミクロの現場の実態（出動態勢、指令のあ

り方）、現場組織（市町村消防の組織）、広域の連携体制の順にミクロからマクロへと重

層的な改善余地の洗い出しを行った。 

 

●小さな市町村で火事に会うと助かりにくい？ 

 

 調査にあたっては東京消防庁、大阪市消防局、そして大阪府が持っている府下の市

町村消防のデータを比較分析した。相互比較をするなかから様々な発見があったが、

一番驚いたのが「規模のメリット」だった。消防は東京だけが都全体で運用（一部例外あ

り）するが、全国どこでも市町村単位で運用している。消防の成果指標は、1件あたりの



焼失面積で測ることができ、それと市町村の大きさはおおむね反比例すると分かった。 

 

 例えば大阪府の場合、建物火災 1件当たりの焼損面積は、人口 30万～70万人の市

では約13～20平方メートルであるのに対し、10万人以下の市町村では 33～36平方メ

ートルと約 2，3 倍に広がる。つまり、大阪市や東京消防庁のような大規模組織が消化

にあたると明らかに早く火は消え、被害面積は狭くて済む。ところが小規模自治体では

なかなか火が消えず、被害は大きくなる。つまり、あくまで一般論だが「小さな市町村で

火事に巻き込まれると死亡と全焼の確率が高い」という法則があるようだ。 

 

 なぜか。大規模組織だと出動できる台数、機材の充実ぶり、動員できる消防士の物量

が違う。しかも広域で動き回るのでいろいろなタイプの火災を経験してきており、スキ

ルも高い。 

 

●大きな組織と競争原理 

 

 現場の事情だけではない。消防の単位コストは人口 30 万～70万人規模の消防組織

で最も低く、規模が小さくなるにつれ高くなる。大規模組織では組織と個人の能力開発

がやりやすくなる。広域を転勤することでいろいろな現場や組織が経験できるし、高度

な機材も使える。 

 

 組織が大きいと職種やキャリアパスも多種多彩で、ハイパーレスキュー部隊や大型

組織の長のポストなど魅力的なポストも多い。だから優秀な人材を集めやすいし、そう

であるが故にチーム間、個人間での競争と切磋琢磨が起きる。もちろん消防職員は、

全国どこでも小規模組織においても使命感に燃え、士気は高い。しかし消防といえども

人間集団である。やはり規模による組織としてのパフォーマンスの違いは否めないだ

ろう。 

 

●消防の広域一元化は必然の流れ 

 

 消防組織の広域化の意義はかねてより、喧伝（けんでん）され、実際に進みつつある。

第 1 段階は隣接地域間での相互支援協定だ。もっと進むと隣の市町村に委託し規模拡

大を図る。あるいは隣接市町村で組合を作る。昨今、水道で広域化のメリットが叫ばれ

ているが同じだ。 

 

 だが、“水平連携”、つまり市町村同士の連携だけでは限界がある。独自路線でやっ

たほうが目先は安く上がるといった財政面の都合、隣接地域との組織統合への現場の

抵抗感などが障害となってなかなか進まない。だとすれば上からの改革も考えるべき

ではないか。つまり、「原則消防は都道府県単位の組織とする」という法改正である。現

実には難しいだろうが、人命にかかわる話だ。平成の市町村合併の時のようにインセ

ンティブを付けて一気にやりきれないだろうか。 

 

 「国から都道府県へ」「県から市町村へ」の権限移譲の流れは、福祉、教育など対人



サービス、ソフト分野では有効だろう。しかし、水道、下水、消防、感染防止などの防災、

インフラ分野では市町村から県への逆の流れ、つまり“垂直連携”が有効に思える。い

ずれ人口減少や機材の老朽化の問題にも直面する。それを見越し、経営単位の拡大

に向けた作業を急ぐべきだ。 

 

 

 

 

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

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

第183回 いかにして公務の「ワークライフバランス」を改善するか 

     ――東京都の事例を手がかりに―― 

 

 「働き方改革」は、もはや国家戦略といえるほどの広がりを見せている。官民問わず、

「早く帰宅せよ」「休暇をとれ」「フレックス勤務を考えろ」と経営者が旗を振る。結構なこ

とだが公務の現場では矛盾に悩む声も多い。なぜなら多くの職場では昔より人手が少

なく、業務が増えている。いまどきの役所は猛烈に忙しいのである。都政改革の一環と

して取り組む東京都の例を手がかりに考えてみたい。 

 

●なぜ「働き方改革」なのか？ 

 

 働き方改革は、より具体には「ワークライフバランス（WLB）」「子育て支援」そして「ダ

イバーシティ」といった言葉で語られる。根っこには少子化への焦りと人手不足問題が

ある。電通の新人の痛ましい事件も拍車をかけた。 

 

 これは過剰労働と低生産性というわが国の伝統的課題への直視を意味するが、単に

労働者の雇用環境の改善にとどまらない。女性に優しい職場づくり、男性の家事参加

の促進、男女平等、ひいては性別、年齢、各種障害、人種、言語、LGBT などを含む多

様性のある人材が協働できる職場づくり、そしてそれが創造性を産む人材を育む――

といった風に課題は樹形図のように広がる。 

 

 だからまさに国家戦略課題であり、今の安倍政権はこうした本質をとらえ、うまく旗振

りをしていると思う（「成長戦略」という題目の時代遅れ感やアベノミクスの成否や是非

はさておき）。 

 

●役所が取り組む意味 

 

 明治以来、わが国は新しい機材、技術、仕事のやり方を「役所」が率先して取り入れ、

それを民に普及する手法を使ってきた。男女均等雇用、週休2日制、クールビズなどが

典型だろう。鳴り物入りでお堅い役所がやり始めると安心して金融機関や大企業も従い、

やがて全業種、中小企業などに広まっていく。これが現実である（ベンチャーなどは無

関係に自由にやっているが）。 



 

 今回の WLB も同じで、役所の名物だった「通常残業」が消え、おそらく「定時帰宅」が

次第に定着するだろう。だが、実現は簡単ではない。業務はますます複雑化し、人手は

ますます不足する。今はまだ、職場単位の運動論（「早く帰ろう」の掛け声）でいいが、

徹底させるには本格的な業務改革が必要になる。もちろん ITの発展が前提だが、それ

も業務プロセスの見直しが必要になる。 

 

●小さな改革から始まり、大きな改革へ 

 

 とりあえず WLB の成功指標を「毎日、定時で帰ること」と設定してみる。これを継続的

に実現するには小さな改革から始め、大きな改革に至る一連の取り組みが必要にな

る。 

 

 第 1段階は簡単だ。自分で計画を立て、早く帰る努力をすればいい。無駄な作業を見

直し、整理整頓をするなど何かしら改善余地があるはずだ。 

 

 第 2段階は周りからの理解の取り付けである。「今日は早く帰るからよろしく」といった

声がけ、定時帰宅を後ろめたく思わない上司による雰囲気作りなどである。 

 

 だが、本質的な無駄を省くには組織ぐるみの活動が必要になる。すなわち第3段階で

は組織全体の業務フローの見直し、手続きやルールの簡素化、IT 化、外注化といった

“仕組み”の変更が必要になる（HOWの改革）。 

 

 さらに第 4 段階では、もとにある仕事自体をなくしてしまう、つまり効果の薄い事業は

やめる（WHATの改革）といったことも考える。こうなると政策変更となる。 

 

●従来の行革との重なり 

 

 こうして考えてみるとWLBと言っても、いわゆる行政改革、業務改革と大きくは変わら

ない。従来の行革の目標が「組織全体の財政再建や人減らし」だったのが、今回は「現

役職員の個々人のハピネス、労働時間、生産性の改善」に変わっただけ、着眼点の違

いだけとも言える。 

 

 そういう意味ではほかにもかつて「ハンコ減らし運動」「ペーパーレス運動」「育メン」

「育ボス」といった職場レベルの運動論があったし、「事務事業評価」「事業仕分け」「市

場化テスト」といった業務改革の手法もあった。それぞれ直接、成果とする指標は違っ

た。しかし大きな目標は効率化であり、そこに至る道筋が異なっているだけとも言える。 

 

●職員のハピネスに原点を置く 

 

 だが、WLB が本質的に他の改革手法と根本的に異なる点がひとつだけある。それは

組織（役所）の効率改善（予算、人員）ではなく職員（個人）の主観的満足度を成果指標と



している点である。“ワークライフバランス”は、個人のライフスタイルである。単なる残

業減らしでなく、家庭を含む生きがいと職場のバランスをどうとるかという課題である。 

 

 だから、まずは個々人が自分の仕事と暮らしを見直す必要がある。それにあわせて

職場が環境を変え、それで個人も職場もより充実した状態に変えていく。だからこれは

ある種の文化革命であり、ヒトと組織の生活スタイルを変えることにも近い。 

 

 東京都庁の都政改革ではこの点を考慮し、WLB 問題への取り組みにあたって、全職

員へのアンケートを行った。その結果を公表し、内容の分析に基づく等身大の WLB 運

動を展開中である。 

 

 （参考）都庁ライフ・ワーク・バランス実現プロジェクトチームの検討状況 

   http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi10/04_lifeworkbalance.pdf  

 

 内容的には今はまだ先ほどの第 1～2 段階が中心だが、そこから深化して上の段階

を目指す仕込みが進行中である。次回はその内容について紹介したい。 

 

 

 

─◆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            

2017-10-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第184回 下水道の未来を考える――コンセッション方式のメリットを考える 

 

 浜松市が下水道事業へのコンセッション導入を検討している。また大阪市は下水道事

業の外郭団体を株式会社化し、大阪府下の市町村への技術支援を始めた。背景には

事業の持続可能性への懸念――具体には、財政問題、設備老朽化、技術者・作業要員

の不足、収入減の見込みなど――がある。 

 

 我が国の下水道事業は、次のような改善余地がある。 

（1）一部自治体では処理場など現場業務の民間委託が進むが、直営が多く非効率で 

ある。 

（2）流域下水道は都道府県が担当し、規模の経済が働くが、その他は市町村別に運営 

するため経営単位が小さく非効率である 

（3）海外に比べ、設備も操業手順もいわゆる「過剰品質」で高コスト構造にある 

 

●包括委託からコンセッションへ 

 

 こうした状況を変えるべく、各地で処理場や汚泥処理施設の包括的な民間委託が導

入され、契約でも設備や作業の基準は事業者に委ね、その創意工夫に委ねる性能発

注方式が導入されてきた。 

 

 だが、効率化の最大の眼目は運転や維持管理の業務改善ではなく、設備投資の合理

化である。すなわち、何十年かに一度ある大規模な設備更新の時期に省エネタイプの

設備等に変え、併せて過剰品質も改める。その手段としてコンセッション方式が有効と

思われる。 

 

 コンセッション方式では施設の所有権は官側に残し、運営権を民間に譲渡する。その

際には料金収入の一定割合と設備更新費用を企業側に支払い、日常の運転、維持管

理のみならず、設備更新も企業に任せる。従来の包括委託との違いは、期間が約20年

程度（欧米の場合）と長い点と設備更新を含む点である。こうして、行政側は、長期的に

は従来の包括委託方式よりも低いコストによる事業運営を実現する。 

 

 



●コンセッションの価値の源泉は何か 

 

 なぜコンセッション方式では、設備コストにまでメスが入れられるのか。 

 

 第1に、企業側は契約開始と同時に、非効率な装置の改良投資を行う。例えば汚泥の

乾燥装置を省エネタイプに変え、電球なども LEDに変える。このことで初期段階から操

業コストを下げる。 

 

 第 2に、耐用年数を経た設備の更新時期には、企業がそれまでの設備運営で得た知

見を生かし、費用対効果を最大化するための更新計画を立て、投資額を抑制できる。 

その際には当該施設の運営からの知見だけでなく、他で運営してきた施設から得た改

善ノウハウなども動員する。例えば海外企業の場合、我が国とは異なり、汚泥焼却と下

水処理プラントを一つの制御室で管理する方式をとっている場合が多い。こうした海外

の方式の導入によって合理化が加速される。 

 

 ちなみに従来の包括委託では、設備は従前のままで人員を公務員から比較的低賃金

の民間人材に置き換えコスト縮減を図る。しかし、操業工程の見直しは、発注の段階で

従来の行政の直営時代のやり方の踏襲が求められることが多く、合理化には限界があ

る。 

 

 このようにコンセッション方式ではインフラの所有権、つまり災害時などの設備復旧の

権限と責任は行政側に置いたまま、日常の操業、維持管理に加えて設備更新までを民

間企業の創意工夫に委ねることができる。 

 

 コンセッション方式は関西空港など空港運営や愛知県の有料道路に導入され、アリー

ナや水道への導入も検討されているが、下水道への応用も期待できる。下水道につい

ては、まずは包括委託からと考える自治体が多い。しかし、この際、一足飛びにコンセ

ッション方式を採用し、民間企業の創意工夫の可能性を引き出してみることをお勧めし

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            

2017-11-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第185回 大阪城公園の再生にみる新次元の指定管理者制度 

 

 大阪城公園が連日、観光客で大にぎわいである。ほんの 2年前までは天守閣の博物

館以外は何もなく、ひたすら散策するだけの場所だった。だが、今や会議やイベント、

飲食、物販で人が集まり、海外からの観光客の周遊バスも集中し、京都や奈良の名刹

に負けない一大観光拠点になりつつある。きっかけは大阪市のパークマネジメント事

業である。今回はその概要を見たい。 

 

   （参考）大阪城公園の概要 

        http://www.osakacastlepark.jp/index.html  

 

●公園全体を 20年間の指定管理に出す 

 

 大阪城公園の目玉は天守閣である。ここは1日1.2万人の来場者があるが従来、大阪

市の博物館協会が管理運営を行っていた（指定管理者）。しかしその他のエリアは市が

公園として直営で管理していた。それを改め、公園全体を2015年4月から20年間の指

定管理とした。公募を経て大和ハウス工業や電通などの共同事業体が受託した（代表

者は大阪城パークマネジメント株式会社）。 

 

 同社は天守閣等の集客、公園全体の維持管理（清掃や警備を含む）を行う。加えて事

業経営と集客のノウハウを生かし、公園内にレストラン、コンビニなどの商業施設、さら

に遊覧船や新たな文化施設を設置した。駐車場やランニングステーションなどの施設

も整備した。VIP 用に建てた迎賓館もレストラン兼会議場として一般開放した。また長年、

放置されてきた旧陸軍の第4師団司令部庁舎をリノベーションし、この 10月から「ミライ

ザ」という名前の商業施設として再生させた。 

 

 これら施設の建設費用は数十億円になるが、すべて会社が負担（施設自体は大阪市

に寄付）した。こうした施設の一切を活用し、そこから得た収入で 20 年かけて投資費用

を回収する計画である。 

 

●集客と収支は順調 

 



 2年たった成果はどうか。まず入込客だが、天守閣の入場者数は 16年度約 255万人

と前年比で約 1 割弱増えた。公園全体の利便性と魅力度が増した結果と思われる。ま

だまだ設備投資が続いており、会社としてはまだ投資家には配当できていないが今の

ところ収益も順調に推移している。 

 

●大阪市のメリット 

 

 大阪市にとってのメリットは大きい。まず収支面だがかつては公園の維持管理に約

2.1 億円を要していた。天守閣の入場収入（1.37 億円）等と相殺しても合計で 8200 万円

の実質赤字だった。 

 

 それが今は 2 億円を超える黒字に変わった。すなわち受託企業は毎年、固定額で 2

億 2600万円、さらに売り上げの 7％（15年度は約 1613万円、16年度は約 2751万円）

を変動納付金として市に収めた。市役所にとっては赤字事業が黒字の収入源に転換し、

しかもにぎわいが創出できたのだから今のところ成功といえるだろう。 

 

●成功の秘訣は「大きな面積」と「長い期間」のリスクテーク 

 

 本件がうまくいった要因は多数ある。第 1に潜在ニーズの発掘である。大阪の中心部

には緑が少ない。その中で大阪城公園は群を抜いた緑の空間だった。しかし植物と史

跡しかなかった。遠足や遠くからの来訪者にはよくても、地元民にとってはあまり楽し

めない場所だった。そうした潜在価値を受託企業が掘り当てた。今や広い城内には 10

分から 20 分間隔でエレクトリックカーやロードトレインが走り、最寄り駅からのエントラ

ンス地域には明るく楽しいレストランや売店ができた。何もない空間を楽しい場所に変

えた。 

 

   （参考）公園内の交通システム 

        http://www.osakacastlepark.jp/access/traffic_system.html  

 

 第 2 に市役所が広大な面積を 20 年もの長期にわたって受託企業に任せた思い切り

の良さがある。自治体の指定管理者の指定期間は通常、3～5年、長くて 10年である。

また個別施設ごとに事業者を公募する。それによってリスクを下げるとされてきた。し

かし、それでは事業者はエリア全体への投資をしても回収できないし、民間企業らしい

大胆な企画力は発揮できない。今回の場合、広大な公園のあちこちに新しい施設をオ

ープンさせることで話題作りをし、公園全体の知名度を高めることができた。 

 

 一般に施設は来場者が遠方から来れば来るほど、そして長く滞在すればするほど収

益性が良くなる。大阪城は歴史的建築物であり、以前から知名度は抜群で、一定の集

客力はあった。しかし、門前町に相当する施設がほとんどなかった。それを作り、飲食

や買い物の潜在需要を掘り起こし、またロードトレインや遊覧船で回遊性を高め、滞在

時間を延ばすことに成功した。その結果、今まで天守閣に限られていた公園の魅力を

広域化し、スケールの大きないわばテーマパークとして再開発することに成功した。 



 

 東京の皇居外苑を含め、全国には同様の状態が多々見受けられる。指定管理者制度

もそろそろ見直しの時期に入り、契約の長期化の流れができつつある。大阪の 20年広

域化の例は数々のヒントを与えてくれるように思う。 

 

 

 

─◆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            

2017-12-11 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第186回 これからの都市と公共交通の姿――高齢化と税収減の時代に向けて 

 

 先週、中国の広州と昆明を旅した。驚いたのは、個人所有の自転車がほとんどなくな

り、街中にシェアバイクが走っていたことだ。自動車のライドシェア（相乗り）も進む。

Uber の中国ビジネスを現地企業が買収し、破竹の勢いで伸び、タクシーがずいぶん減

った。カーシェアの電気自動車もずいぶん普及し、街中のちょっとした駐車場にも充電

スタンドがある。IT、省エネ、排ガス規制に向けた政府の意思の強さを感じた。 

 

●ITで大きく変わる公共交通の姿 

 

 中国だけではない。IT によって世界中で都市の公共交通の生産性が飛躍的に上がり、

その姿が大きく変わりそうだ。自動運転が発達すればトラック輸送が夜間にシフトし道

路が空く。混雑状況に合わせて制限速度や料金が変わる（ピークロードプライシング）

スマート有料道路も出てくる。自動運転を待たずとも今のような大規模な橋や駐車場の

投資は不要となり、インフラ更新の予算は大幅縮減できるだろう。 

 

●都市の鉄道のモデルが変わる 

 

 鉄道はどうか。人口の高齢化や鉄道会社の収益力低下を考えると、従来の常識やこ

の 20 年来の単純な民営化論は見直すべき時期に来ていると思う。例えば東京につい

ても以下に代表される従来の改革論は見直すべき時期に来ているだろう。 

 

（1）「公営地下鉄（東京メトロ、都営）は新線建設が終わったらともに民営化し私鉄大手と

同様に株式上場すべきだ」 

（2）「都営地下鉄と東京メトロ（営団）は合併すべきだ」 

 

 筆者はこの 2つの議論はいずれも時代遅れであり、正解はこうではないかと考える。 

 

（1）「公営地下鉄は新線建設が終わったら民営化（株式会社化）すべきだが、自治体が

株式の過半を持ち続けるか、黄金株を持つべきで、全株を上場売却すべきではない」 

 

（2）「都営地下鉄と東京メトロは別会社のままで構わない。ただし、公共交通の視点か



ら運賃や利便性は同一基準とすべきであり、株主の自治体が公共性の視点から調整

すべきである。なお自治体は上場益の代わりに毎年、配当を受け取り、それを周辺部

を含む公共交通の経営支援や整備に充てるべきである」 

 

●地下鉄の合併や単純な上場は疑問 

 

 東京の例をもとに具体的に見ていこう。 

 

 東京の公共交通の課題は、長らく都営地下鉄と東京メトロの“民営化”と“二重行政”の

問題だった。しかし、どちらも新線建設を概ね終えている。さらに掘るとしても国の新た

な建設補助制度ができた。公営（営団）でないと建設金利が高くて賄えないという時代

ではなくなった。 

 

 だとしたら日常のオペレーションは株式会社のほうが柔軟かつ効率的だから公営（営

団）形態を維持する理由は見当たらない。すでに国主導で東京メトロは民営化した。残

るは都営の民営化だが、これは単に時間の問題だろう。 

 

 だが、両者を“合併”させる必要はあるのか。確かに同じ都市で地下鉄が 2 社に分か

れて走っているのは、ややこしいし一見非合理だ。しかし、たまたま地下を走っている

から合併しろというのは素人の暴論だろう。ならば小田急と東急も同じ地表の近いとこ

ろを走っているから合併を云々すべきとなる。 

 

 公共交通で重要なのは第1に安全、第2に経営効率、第3に持続可能性である。これ

らの観点を総合して、民営化が望ましい。 

 

 そのうえで第 4 に鉄道経営と都市政策との一体性が求められる。そのためには地元

自治体が一定の株式を保有し続けるか、黄金株を持つべきである。民営化したらなる

べく早く上場して株を売れというのは、財政赤字の解消策としては正しい。だが都市政

策としては得策ではない。 

 

 地下鉄を持つ自治体は地域の中核的存在である（東京都、大阪市など）。地下鉄は民

営化しても地域の中核自治体は周辺も含めた公共交通のネットワークの持続可能性に

目を光らせる必要がある。例えば人口減と高齢化で周辺の郊外鉄道の収益基盤が傷

む。そうした場合に力のある会社が、弱い会社の保守点検を肩代わりしたり、システム

統合をしたり、経営支援をすべきだ。 

 

 関西ではM＆Aの経緯でたまたま阪神電車が阪急電車に経営統合されたが、今後は

経営支援の観点から私鉄の経営支援や経営統合が関西のみならず関東でも必要にな

るかもしれない。 

 

 その際には、間違いなく収益力の高い地下鉄会社が周辺の私鉄を支援する中核的存

在になる。周辺のネットワークが傷むと地下鉄にとっても減収要因となる。また中核的



都市の経済力にも影響する。地下鉄の株式を保有する自治体は地下鉄会社とともに周

辺の鉄道を支援すべきだろう。 

 

 自治体による鉄道事業の支援は地方都市ですでに例がある。いずれも税金を投入し

て支えている。だが都市の場合、法人税収への依存度が高く、歳入が安定しない。だ

から収益性の高い地下鉄の配当収入をたとえば基金として積んでおいて弱体化した郊

外部の鉄道の経営支援に使うとよい。 

 

 かくして民営化した地下鉄会社は、中核自治体と連携して間接的に（配当を経由して）、

あるいは直接的に（経営統合などを通じて）周辺の郊外鉄道を支える存在となりうる。だ

から地下鉄会社の株式はある程度を中核自治体が持ち続けるべきだろう。 

 

●小林一三モデルを超えて 

 

 今から 30 年前、国鉄が民営化した頃には公営企業の民営化、そしてそれに続く株式

上場はすべてが善とされた。しかし、公共交通ビジネスは運賃収入だけで生き残れる

とは限らない。 

 

 大手私鉄にしても、鉄道事業の赤字を不動産開発や流通ビジネスで補てんしてきた。

阪急電鉄の創業者にちなんで“小林一三モデル”とも呼ばれる多角化経営手法だが、

右肩上がりの経済成長が終わった今、新たなモデルを模索する必要がある。大阪市、

東京都、名古屋市など収益力の高い地下鉄を所有する中核自治体が周辺の郊外鉄道

を支援していくスキームを開拓する時期に来ているのではないか。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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監理団体ポスト、公募制など検討 都政改革本部 

 都の都政改革本部は 6 日、監理団体改革について議論した。同本部特別顧問の上山信一

慶応大教授は「一部の団体については新たな事業や政策を求めるべきではないか」など課

題を挙げた上で、役員や専門スキルが必要なポストの公募制を検討するなどの改革の考え

方を示した。 

 上山氏が示した考え方では、当面は団体側の自律改革、都総務局による監督を進める。

個々の団体の状況に応じて都との特命随意契約の妥当性の見直しも行うとし、民間企業と

の競争で団体の技術・スキルの研鑽（けんさん）につながるなどとした。 

 小池百合子知事は都の事務方に「一律の答えはないが、（上山氏の）指摘を受け止めて

急ぎ検討してもらいたい」と述べた。 
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ＳＦＣ Ｃｌｉｐ                              https://sfcclip.net/2017/12/40574/ 

【セッション】AI時代の文化、社会、政治 

ーアートとサイエンスの再構築 

2017年 12月 8日 

ORF2017の 2日目・11月 23日(木)にセッション「AI時代の文化、社会、政治ーアートとサイエンスの再構

築」が開催された。 アート=ソフト、サイエンス=ハードと位置付け、それらが辿ってきた歴史を紐解きなが

ら今後のあるべき世界や未来について考えた。第 1章では研究会所属の学生によるプレゼンテーション

が行われ、第 2章ではそれらを踏まえた内容でパネルディスカッションが行われた。 

パネリスト 

 宇都宮健太郎 朝日新聞出版社「朝日新書」編集長 

 上山信一 総合政策学部教授 

 歸山和大 (上山研究会卒業生) 

 上山信一研究会学生 

世界はどうなっているのか 

「未来を見通す歴史の旅」と題し、まずは過去の地点に立つことからこのセッションは始まった。 

最初に登壇した学生が触れたのは「近代国家モデルの限界」。市民革命以降の時代には、民主主義・資

本主義は近代国家モデル、つまり"ハード"としてとてもよく機能していた。当時、市民は国家の主体となっ

ており、他より抜きん出ることでブルジョワジーという階級を手にした市民は、連合を組んで市民革命、さら

には技術革新を起こした。このように「やる気があれば誰でも稼げる世の中」が実現可能であったことが、

民主主義・資本主義が機能した理由として挙げられた。しかし現在、それらは機能しなくなってきており限

界に達しているという。 
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アート:ソフト、サイエンス:ハードの歴史を振り返る  

続く学生が掲げたテーマは「アートが支えた中世キリスト教モデル」。サイエンスではなくアートが世界を動

かしていた時代について振り返った。当時、市民から統治者まで誰もがキリスト教徒であった。日常の生

活には常に祈りが共にあり、破門されることは何よりも恐ろしいことだと考えられていた。またその信仰は

人々に建国をさせるほどの大きな影響力を持っていた。そしてアートも同等の影響力を持ち、ドイツではナ

チ文化で国民を統制することさえあった。これらのことから、これから先の時代は、サイエンスだけを強化

して解決を試みるのではなく、アートのポテンシャルも発揮し、どちらも掛け合わせることが必要になるの

ではないかと結論づけた。 

 

今"スタイル"を牽引する企業  

そして最後に登壇した学生が提示したのは「今後を考える鍵は"スタイル"」というテーマ。アートとサイエン

スを掛け合わせる"スタイル"を牽引することができるのは企業なのではないかという切込みからいくつか

の企業が紹介された。無印良品・IKEA・Appleといったような"ミニマリズム"スタイル、Airbnb・Uberなどの"

シェアリング"スタイル、最後に、Googleのような国家に匹敵するほどの規模の"グローバルプラットフォー

ム"スタイル。これらはどれも生活に密着した価値観に基づいており、人々の精神的豊かさを支えるものに

なっている。現代のニーズや価値は、モノを所有することではなく人と繋がることであったり情報を持つこと

になってきている。そのため、「これからの未来を動かすのは"スタイル"になっていく」と語った。 

日本の役割を考える 

第 1章のプレゼンテーションでは、世界の歴史を振り返りながら未来の姿についてヒントを探った。第 2章

のパネルディスカッションでは「日本の役割を考える」と題し、日本の過去から未来の姿を考えた。 

日本はバブル崩壊後、資本主義経済の衰退をどの国よりも早く経験することになった。また民主主義にお

いても、選挙結果と世論とのずれなど制度の疲弊がある。しかし、"なんとなく感じる安定感"が日本には

あり、実際に、同じく民主主義において疲弊が見られるアメリカに比べると自殺率は減少傾向にある。 
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一体、何が日本人の"なんとなく大丈夫"という気持ちを支えているのだろうか。その理由として「日本人の

多重宗教構造」「文化・芸能・工芸・宮中文化」が挙げられた。日本は古来より豊かな文化や多様な宗教に

より精神の安定を保っており、もとより民主主義や資本主義に依存してきた国ではなかったのだという。 

 

競争ではなく"共生"、観察ではなく"対話"といった考え方の「新知性」  

そんな日本の未来を考えるにあたり、「新知性」というキーワードが挙げられた。それは近代化において東

洋由来のアートと西洋由来のサイエンスがぶつかり合った日本だからこその考え方であり、新型優良企業

や老舗企業はこの要素を実際に全て持っているという。これらをもってポスト近代国家モデルとするのが

良いのではないかという意見を提示した。 

閉塞感の正体 

プレゼンテーションのセクションが終わりディスカッションに入ると、ある参加者から「『安定感があるような

感じがする』とプレゼンテーションにはあったが、実際に自分は日本で生きていて閉塞感を感じる。一体こ

れはなんなのだろうか、一体どうすれば解決できるのだろうか」という質問が投げかけられた。 

この質問に上山教授は「閉塞感があるというのはとても分かる。だがこの閉塞感は"GDPが増えないと絶

対にダメだ"とか"少子高齢化でこのままでは労働力が足りなくなる"だとか、政府の財政危機を心配する

悩みであって、私たち自身の悩みではないんですよね。悩みだと思わされているが、実はそんなに困らな

い」と閉塞感の正体について見解を述べた。 

また宇都宮氏は、バブルの崩壊を学生時に体験し自分も閉塞感を感じる、と述べたうえで「高度経済成長

という一発を引きずり続ける上の世代の人たちによって政策は決定されている。その一方で自分より下の

世代の人は YouTuberなんかをやったりして柔軟に楽しそうに生きている。どんな展開を予想してどんな意

思決定をするかについて考えることが大事だし、"一発屋"と"Youtuber"に挟まれた世代として知りたいと

思った」と話した。 
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アート×サイエンスで柔軟な発展を 

上山研究会 OBで既に社会人として働く歸山和大氏は、「僕たちの世代にとってのかっこよさは"自分の価

値観を大事にする"こと。日常の会話の中でも、社会や政治経済にとっての価値の話ではなく自分の価値

観でいいと思うものについて話す。ミニマリストに憧れたりシェアできるものが好きだったりもする。"スタイ

ル"とは、そんな自分の中での価値観を肯定してあげる存在であると思う」と話した。 

アートとサイエンスを掛け合わせた"スタイル"。「"スタイル"が浸透し、個人の価値観が肯定され、結果的

に多くの人の精神や生活を豊かにしていく」という上山研究会が考える未来の社会ビジョンは、多くの参加

者の心を惹きつけていた。 

 

関連記事 

 SFCの研究室が六本木に集結! SFC CLIPの記事で振り返る ORF2017 

関連ページ 

 AI時代の文化、社会、政治－アートとサイエンスの再構築 
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