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2019 年 7～12 月の主な論文・記事 

 

 

１．執筆・インタビュー記事  

（１）『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 

・MaaS と SaaS は都市をどう変えるか？―CaaS（シティ・アズ・ア・サービス）の時代 

   （7 月 10 日） 

・あいちトリエンナーレとフェイクニュース―「表現の不自由展」の本質は何か（上） 

   （9 月 10 日） 

・企業人が政府・自治体で仕事をするときに学んでほしいこと （10 月 10 日） 

 ・課題解決プロジェクトを成功させる秘訣（上） （11 月 11 日） 

 ・課題解決プロジェクトを成功させる秘訣（下） （12 月 10 日） 

 

（２）台風 19 号特集「鉄道防災について」（2019 年 12 月 18 日、慶應塾生新聞） 

 

（３）新任役員紹介（2019年 7月 31日、『野性的文化人』マイスターエンジニアリング社発行） 

 

（４）単行本『緑の不沈空母』（2019年 12月 20日、篠田昭著、幻冬舎） 

序章「北川正恭・上山信一 新潟篠田市政を語る」（篠田昭、北川正恭、上山信一による鼎談） 

 

 

２．書評  

  ・オンライン書評『検証 大阪維新改革』（2019年 12月 27日、ぎょうせいオンライン） 

 

 

３．その他記事（コメント引用等）  

・検証委が初会合（2019年 8月 17日、朝日新聞） 

・表現の不自由展その後中止（2019年 8月 30日、毎日新聞）  

・浅田均（2019年 11月 30日、週刊東洋経済） 

・「改革の政治」が産み落とした鬼子としての維新(2019年 12月 30日、朝日新聞) 

 

 



４．名前の引用等  

・愛知県が検証委を設置（2019年 8月 9日、日経新聞） 

・検証委愛知県が設置（2019年 8月 9日、毎日新聞） 

・公金を使った芸術祭は今後どうなる（2019年 8月 13日、Yahooニュース） 

・あいちトリエンナーレ（2019年 8月 13日、美術手帳） 

・不自由展再開に難題（2019年 9月 26日、朝日新聞） 

・不自由展再開目指す（2019年 9月 26日、朝日新聞） 

・私はなぜ文化庁委員を辞めたのか（2019年 10月 28日、朝日新聞） 

・不自由展検討委が最終報告（2019年 12月 19日、東京新聞） 

・不自由展企画進行に問題（2019年 12月 19日、中日新聞） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  執筆・インタビュー記事  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）『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            

2019-7-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第 205回 MaaSと SaaSは都市をどう変えるか？ 

    ――CaaS（シティ・アズ・ア・サービス）の時代 

 

 昨今、MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）、そして SaaS（ソフトウエア・アズ・ア・サ

ービス）が話題だ。MaaS は利用者あるいはモノを電車、バス、マイカー、自転車など

の交通モードを最適な形で組み合わせ、極力早く、安く、快適に移動する手段を提供

する。例えばオーストリアのウィーンには「年間 365ユーロで市内交通は何でも乗り放

題」というサービスがある。さらにフィンランドのヘルシンキなどにはタクシー（使用回

数や距離に上限あり）や自転車を組み入れたサービスもある。 

 

 SaaS は、人がやっていた作業をインターネットを介したクラウドコンピューテイングで

処理し、生産性を飛躍的に高める。肝はアウトソーシング（外注）、シェアリング（共有

化）、そしてアップデーティング（頻繁な自動更新）である。かつては社内（庁内）にあっ

た情報システムが今は民間企業にアウトソーシングされ、さらに旅費精算、請求、勤

怠管理、在庫管理などの定型業務のソフトは汎用化され、クラウドで提供される。 

 

 両者は別物に見えるが、MaaSはSaaSの技術が前提だ。時刻表や運賃の交通アプ

リはSaaSの一つだし、交通事業者は運行システムなどのSaaSを他社と共有し、遅延

の際のリアルタイムでのダイヤ調整や運賃収入の分配をする。 

 

●なんでも『アズ・ア・サービス』の時代 

 

 『○○・アズ・ア・サービス』という言い方はいろいろな分野に広がりそうだ（XaaS とい

う）。例えば WeWork などのシェアオフィスは、古典的には部屋を貸す不動産業だ。し

かしセンスがいい起業家が好んで入居し出会いが生まれ、新たなビジネスにつなが

る。そういう意味で『OaaS（オフィス・アズ・ア・サービス）』といえそうだ。公共分野でも

例えばニューヨークや大阪の市立図書館は、本の貸し借りやレファレンスを超えたビ

ジネス支援やネットでの情報提供もしている。これなども『LaaS（ライブラリー・アズ・

ア・サービス）』といえるだろう。 

 

 なぜ『アズ・ア・サービス』の時代なのか。第 1 には怒濤（どとう）の勢いで進むネット

化である。IoT（インターネット・オブ・シングズ）の時代には機械も人もすべてがネットで



つながり、データが常時やりとりされる。そこから新たな工夫やイノベーションが生ま

れる。身近ではロボットによる株式の高速取引がそうだし、自宅でネットを通じてどん

な映画でもすぐ見られる時代になった。 

 

 第 2には AI（人工知能）の進化がある。AI を使った交通アプリのおかげで我々は A

地点からB地点までの最速の交通手段がすぐに探せる。さらにAIは自動運転はもと

より、出発点も到着点もルートも決めないオンデマンド型の乗り合いカーサービス、つ

まり“バスでもタクシーでもない乗り物”を誕生させつつある。これが MaaS のレベルを

飛躍的に上げる。ある地方都市での試算ではこれが実現するとマイカー保有数は現

在の 40分の 1に減るという。 

 

●『サービス』は資本主義のフロンティア 

 

 第 3 には、組織の壁を越えた資源のシェアリングによるスケールメリットの探求が、

資本主義の次のフロンティアになり始めた。近代資本主義は石炭をテコに新大陸をフ

ロンティアに発展した。戦後は石油と大企業組織をテコに発展した。企業は巨大組織

化で資金調達、販売、生産の力を高め、大量生産と大量販売を実現した。フロンティ

アは「大衆」だった。大衆を教育し、能力を引き出し、労働者として雇用し、彼らはまた

消費者市場を生んだ。三種の神器（テレビ、洗濯機、車）など憧れの商品が経済を牽

引した。 

 

 それが途上国にも行き渡りつつあり、そろそろ限界が見えてきた。そこで資本主義

が次にテコとしつつあるのが「シェアリング」であり、その時代のフロンティアが『アズ・

ア・サービス』の『サービス』なのである。 

 

●商品や事業の定義の大転換 

 

 従来の『サービス』とはモノとの対比概念、あるいは無料の奉仕を意味した。しかも

サービスはスレイブ（奴隷）と語源を共通にする言語だった。それがこれからは経済

の主役になる。たとえば MaaS では電車やバスといった交通モード（モノ）は単なる手

段となる。現在、私たちは交通商品を「横浜駅から東京駅まで JR で 470円」「東京駅

からタクシーで目的地まで 410 円」などモノの名前で表現し、またモノの使用対価とし

て合計 880円の使用料を払うと考える。 

 

 それが MaaSでは「月額 5000円で都心乗り放題（タクシーは 2キロ以内なら 1日 3

回まで無料）」というサービスに変わる。ここでの商品は「移動（モビリティ）」というサー

ビスであり、モードも運賃という概念も消える。交通サービスはやがて“移動クラブ”の

会員サービスとなり、フィットネスクラブの会員サービスに似てくる。移動クラブはやが

て消費者との接点を握り、バス会社や鉄道会社はその傘下の運行受託事業者に変

わるかもしれない。 

 

●自動運転はMaaS、SaaSの手段にすぎない 



 

 自動運転が話題だ。関係者の間ではトヨタ自動車などの自動車メーカーに代わって

「プラットフォーム」を握るのは誰かがしきりに議論される。製造業の付加価値は確か

に自動車製造からソフトウエアや運行システムの提供者（プラットフォーマー）に移る

だろう。 

 

 自動運転化は運転手などの人件費を大幅に削減し、人手不足への切り札となる。

だが、もっと重視すべきは、それが人や荷物の動きをどう変えるか。また、新たなモビ

リティ需要をいかにもたらすか、そして社会問題を解決するかどうかだろう。 

 

 運転手のコストが激減した自動運転車がオンデマンドで動き、シェアリングも進むと、

今までになかった需要が生まれるだろう。街の姿も変わる。運転ストレスが消え移動

コストが激減したら、都心に住む意味も変わってくる。車の稼働率が向上するので駐

車場面積は激減するかもしれない。都心にはおそらく緑が戻り、社交や文化や娯楽

の要素が強まるだろう。 

 

 こうした現象は全て新たな都市の『サービス化』ととらえるべきだろう。要はテクノロ

ジーの発達で生産性が飛躍的に上がる。それが私たちの周りのモノをどんどんサー

ビス化する。車もオフィスも都市も全部サービス化する。これが『アズ・ア・サービス』の

時代ではないだろうか。 

 

 

 

─◆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            

2019-9-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第 206回 あいちトリエンナーレとフェイクニュース  

   ――「表現の不自由展」の本質は何か（上） 

  

 8 月 1 日に愛知県で開幕した国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」で、韓国の元従軍

慰安婦を象徴したといわれる少女像や、昭和天皇の肖像を焼いているように見える

映像作品が展示された。 

 

 だが、即座に抗議の電話やメールが殺到。さらに、犯罪予告のファックスも送り付け

られ、3 日になって安全上の理由からこれらの作品を展示していた「表現の不自由

展」が展示中止となった（全体のごく一部分でありほかの展示やイベントは平常通

り）。 

 

 その後、愛知県は検証委員会を設置して事実関係と改善策を検討中だ。筆者はた

またま同委員会の委員（副座長）を務めている。調査はまだ途中だが、作業の経過で

感じたことをいくつか紹介したい。 

 

●現代社会の病理が顕在化 

 

 本件は「表現の自由」をどこまで認めるかという観点から議論されることが多い。た

とえば「少女像の展示は芸術監督や知事による韓国の反日政治プロパガンダへの加

担の意図からだろう」「昭和天皇は日本人が敬愛し、憲法上も国の象徴だからさすが

に肖像を燃やす作品を展示してはいけない」「国のために散っていった特攻隊を馬鹿

にした作品だ」といった反対意見がある。 

 

 一方、真逆の意見もある。たとえば「憲法上の『表現の自由』は差し迫った危険がな

い限りは原則自由とするものであり、これは公共施設だろうと公金の支援を得ていよ

うと変わらない」といった具合である。 

 

 これらはいずれも作品を展示することの是非に関わる議論である。だが起きたこと

を冷静に見つめると、展示自体の是非よりも、それを受け止める側の問題というか、

ある種の病理が浮かび上がる。 

 



●3つの作品のフェイクニュースが流布 

 

 この「不自由展」については、SNS（交流サイト）などでおびただしい情報が発信され

た。だが、作品の説明に関して、ネット上、そして識者のコメントには大きな間違い（誤

解）が 3つあった。 

 

（1）天皇侮辱と特攻隊侮辱は誤解 

 大浦信行氏の「遠近を抱えて」という作品の一部で約 20 分の映像の最後には、昭

和天皇の肖像が燃やされているように見える場面がある。しかし、これは天皇を侮辱

する意図は皆無であることが映像全編を見るとわかる。 

 

 私の理解では、従軍看護師の視点から戦争の悲しさや当時の人々の天皇への思

いをつづった心象風景の作品であり、極めて情緒的な作品である。燃やしたといわれ

る場面についても、うまいたとえ話かどうかは自信がないが、「失恋してしまって、恋

人からもらったラブレターを燃やす人の気持ち」に近いものがある。 

 

 ところがネット上で、燃える肖像画像の部分だけを静止画として切り取り、拡大して

流した人がいる。これはルール違反であり、フェイクニュースの流布である。会場では、

見たくない人の権利を確保し、混乱と誤解を避けるため、撮影した画像のSNSへの投

稿は禁止だった。それにもかかわらず画像を切り取って侮辱作品だと発信した方が

おられ、それを機に炎上した。 

 

 「特攻隊を侮辱」と話題になった中垣克久氏の造形作品「時（とき）の肖像」も、同じ

事情だった。作品の上部には古びた日の丸の寄せ書きがあった。しかしそれは当時

の一般人が送別の際に寄せ書きしたもので軍隊とは無関係だった。勝手に特攻隊の

ものと勘違いした人が怒ってSNS上に投稿し、やはり炎上した。マスコミ記者も誰も作

者に作品の制作意図を確かめなかった。 

 

（2）少女像と民衆芸術 vs 政治プロパガンダ 

 さて少女像は事情が違う。あまりにも有名で、多くの来場者が「政治プロパガンダの

実物が来た」と驚いただろう。像の背景説明文の中にも「日本軍の性奴隷」という英文

表記が存在する。 

 

 だが調べていくうちに原作者の訴えは平和であり反日ではなかったこと、海外では

反日ではなくフェミニズムの象徴として評価されていること、韓国には社会問題を彫像

で表す伝統が昔からあることなど、いろいろわかってきた。 

 

 それを念頭におくと、今回の「少女像」は反日勢力に政治利用されてしまう前の「民

衆芸術の姿」だとわかった。だがその説明は会場にはあまりなかった。ちなみに愛知

県知事は記者会見で、（実物展示がもたらす混乱をおそれ）疑問を呈したという旨の

経緯を発言されている。 

 



 以上のように問題となった 3 つの作品はいずれも解釈が大きく間違っていた。それ

をチェックせずにSNS上で批判が流布され、事務局などに大量に抗議の電話やファッ

クスが集中するいわゆる電凸という現象が起こり、そこにさらに政治家発言やマスコミ

報道が加わり、炎上が苛烈さを増したと思われる。 

                                                  （続く） 

 

 

 

─◆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            

2019-10-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第 207回 企業人が政府・自治体で仕事をするときに学んでほしいこと 

 

 

 最近、企業をやめて自治体に中途採用で入る、あるいは議員や首長、顧問やアド

バイザーになる企業人が増えている。企業での経験や民間の感覚を大いに発揮して

いただきたいのだが、官民の仕事のやり方の違いへの戸惑いも多いようだ。筆者は

若い頃は公務員で、その後は外資系企業で仕事をし、また公務に関わってきた。 

 

 その経験を基に最近、東京の日本橋にあるビジネススクールの至善館大学院

（http://shizenkan.ac.jp/）で特命教授（非常勤）として中堅ビジネスパーソン向けに「公

共政策」を教え始めた。今回はそのコースの内容を手掛かりに、企業人が政府を理

解し、動かすために必要な知識とスキルを整理してみたい。 

 

●3つの学習課題 

 

 誰しも中学や高校で政府の機能や政策には触れている。日常のニュースでも発信

は多い。だが、実際に政府で仕事をするとなると、以下の 3つの着眼が必要になる。 

 

（1）政府はしばしば旧態依然と批判されるが、実はそうではない。地方への権限移譲、

広域化、PPP(公民連携)、DX（デジタルトランスフォーメーション）など、時代の流れに

合わせてダイナミックに仕事のやり方を変えつつある。 

 

（2）いわゆる思想や哲学を理解しないと、現実の政治や政策の変化が理解できない。

例えば世界的なポピュリズム、SNS（交流サイト）革命、資本主義の暴走、福祉国家の

終焉（しゅうえん）、国家から都市へのパワーシフトなどのマクロな構造変化の中で、

19 世紀以来の啓蒙思想と国民国家観は大きく変わりつつある。また宗教と国家、経

済と政治の間に摩擦が生じている。 

 

（3）政策は、あるべき姿を議論するより先に、その実態を具体的に把握し、予算、組

織、法律などを評価する必要がある。そのうえで他の政策や予算・組織などの改編を

提案すべきである。 

 



●どういう順序で何を学ぶか 

 

 至善館大学院の場合、学生の大半は社会人であり、ビジネスのものの考え方には

慣れている。しかし、政府特有の原理や制度には精通していない。そこでビジネスパ

ーソンが無理なく、公共の世界を理解し、実際の政策の見直しをできるよう、次の順

序で学習してもらうことにした。 

 

（1）公共のランドスケープを理解する 

・政府は企業とどう違うか 

・官僚組織と議会の行動様式 

 ここでは政府は独占的に暴力を管理し（軍隊、警察）、徴税をする装置であり、それ

が目に見えない権威と権力を行使することで治安や平和や公共サービスが成り立っ

ていることを学ぶ 

 

（2）日本国のビジネスモデル 

・「日本株式会社とは何か？」：高度成長の仕組み 

・それがどう変わりつつあるのか 

・世界情勢の変化と日本のビジネスモデルの再構築 

 日本はたまたま冷戦下に加工貿易で復興し、安い軍事費と食料、エネルギーの調

達ができた。その「ビジネスモデル」が冷戦の終焉などで揺らぎつつある。マックス・ウ

ェーバーがいう「歴史の転轍機（ポイント、分岐器）」を動かす時期に来ている 

 ※参考図書として「大阪維新」（上山信一）、「1940年体制」（野口悠紀雄） 

 

（3）改革とイノベーション 

・社会問題の解決にはビジネスモデルとイノベーションの考え方が有効である 

・政策立案はビジネスモデルの改良、あるいは切れ味のよいイノベーションの創出に

よるものが多い（国民国家、年金制度、排出権取引、裁判員制度など） 

・ちなみにこの 30年、先進国政府はPPPで財政問題と公的セクターの生産性改善を

追求してきたが、それも行き詰まりつつある（民営化、指定管理、民間委託、コンセッ 

ション） 

 ※参考図書として「行政の解体と再生」「改革力」「政策連携の時代」（いずれも 

上山信一） 

 

（4）官僚制と官僚主義 

・政府の根幹を支えるのは官僚制。これがなければ政治家の恣意に操られ、政府は

公平性、中立性を維持できず、民主主義もなり立たない 

・しかし、同時に官僚制は官僚主義を生む。官僚主義はシステムとして増殖し、人間 

性をむしばむ 

 ※参考図書として「官僚制」（ウェーバー） 

 

（5）財政と税 

・財政赤字は企業の赤字とどう違うのか？ 



・財政危機は本当に起こるのか？ 

・福祉国家、民主主義の下でなぜ財政は膨張するのか？ 

 ※参考図書として「地方自治体壊滅」（神野直彦） 

 

（6）都市と地方のあり方 

・19世紀は帝国、20世紀は国民国家、21世紀は都市の時代 

・都市問題 2.0とは何か 

・大阪は 10年前から維新改革に着手した。東京はいつどう変わるのだろう？ 

 ※参考図書として「大阪維新」「検証 大阪維新改革」（いずれも上山信一） 

 

（7）政策評価演習（1）：消防 

・インプット、アウトプット、アウトカムの考え方で公務の生産性を測る 

・都市間ベンチマーキングで実質的な競争を促す 

 ※参考図書として「行政の経営分析」「行政評価の時代」（いずれも上山信一） 

 

（8）民主主義と資本主義 

・現代社会は 2 つのパラドックスの上に成り立っている。社会契約説は全員が約束し

たわけではないが全員合意の民主国家というフィクションを成立させている。市場原

理は各人が私益を追求することで見えざる手による資源の最適配分を期待している 

・ところが最近はこの２つの共同幻想の崩壊で、社会が分断されている。その典型が

ポピュリズムと権威主義だろう 

 ※参考図書として「民主主義という不思議な仕組み」（佐々木毅）、「AIとBIはいかに

人間を変えるのか」（波頭亮） 

 

（9）政策評価演習（2）：空港経営 

・空港は昨今、民営化されているがエアサイドの効率化とランドサイドの増収策が相

まって民間企業が成果を上げる分野である 

・一方で国際航空協定の下でわが国は事実上、ナショナルフラッグキャリアの擁護策

を維持している。この是非の判断は極めて難しい 

 ※参考図書として「航空機はだれが飛ばしているのか」（轟木一博） 

 

（10）東洋哲学と公共精神 

・無宗教のはずの日本の精神風土の基底には実は３つの宗教（神儒仏）がある 

・天皇制には功罪があるが、思いのほか影響力は大きい 

・変われない日本、レジリエントな日本の背景には何があるのか 

 ※参考図書として「近代を支える思想」（植村邦彦）、「痩せ我慢の説」「文明論の概

略」（ともに福沢諭吉） 

 

（11）政策評価演習（3）：ニュータウン問題 

・泉北ニュータウンを経営分析する 

・再生のマルチステークホルダー構造とPPP 

・なぜ住民自治の新法人格が必要なのか？ 



 

（12）デジタルガバメントとMaaS（Mobility as a Service） 

・政府のDX 

・自治体の IT人材不足を考えるとシビックテックは必然といえる 

・自動運転、MaaS、ラストマイル対策と地域の交通福祉政策の意味を考えよう 

 

（13）業界団体、族議員、市民運動 

・鉄の三角形、財界と政界は健在 

・長期政権と官邸主導の功罪も大きい 

・市民が政府に政策変更を迫る方法（裁判、住民投票、選挙など） 

・事例として成田闘争、新幹線新駅問題（滋賀県）、巻町原発建設問題、大阪都構想 

 ※参考図書として「日本の統治構造」（飯尾潤） 

 

 以上が 13 回分のシラバスだが、このほかにチームで取り組む政策演習（教育、医

療、福祉などの政策評価と改革案）が 2 回分ある。至善館大学院に興味ある方はぜ

ひ、筆者までご一報いただきたい。 

   メールアドレス ueyama@sfc.keio.ac.jp 

 

 また大学院とは別に、筆者主催の DMM オンラインサロン「街の未来、日本の未来」

でも、各種の討議や講演を公開している（月額 1500円）。 

   https://lounge.dmm.com/detail/1745/  

 

 

 

─◆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            

2019-11-11 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第 208回 課題解決プロジェクトを成功させる秘訣（上） 

 

 私は今まで数多くの課題解決のプロジェクトに関わってきた。企業の生産性改善や

マーケティング、改革案件が最も多いが、行政系では国土交通省の政策評価会（座

長）、大阪府市の医療戦略会議（議長）、東京都庁の五輪予算調査チーム (ヘッド）な

ど、また非営利分野では病院の経営再生、美術館のリニューアルなども手がけてき

た。今回と次回はこうした経験を基に、課題解決プロジェクトの成功の秘訣を紹介した

い。 

 

●タイミングとメンバー人選がカギ 

 

 課題解決プロジェクトは事件や事故、あるいは赤字など具体的な課題の発覚を機

に始まることが多い。だが、始めるタイミングは、一段落してからの方がいい（理想は

もちろん課題が発覚する前だが）。なぜなら「プロジェクト」とは日常の業務の枠を超え

た視点で課題の本質に迫り、抜本改革する営みである。火消しの最中にそれを考え

るのは難しいし、関係者もなかなか時間を割きにくい。 

 

 プロジェクトチームの人選はどうするか。ラインの責任者、つまり当事者を入れると

客観的な現状評価ができなくなる。発想の飛躍や転換も阻害されることが多いので

主力メンバーには入れない。かといって部外者だけで作業をしていると的外れな提案

になる。どうするか。一番いいのは次期の責任者をリーダーとし、数多くの調査をこな

してきた学者やコンサルタントをサブリーダーや事務局長にすることだ。彼らは対象

事業の詳細や実務は知らないが、幾度も他のプロジェクトで修羅場を見ていて、プロ

ジェクトの動かし方を知っている。いわば登山のシェルパの役割をしてくれる。 

 

 プロジェクトチームの構成員は、企業で言うと課長クラス、30 代後半から 40 代前半

が良い。事業の基本は十分知っているし、まだ頭も柔らかい。野心もある。あと、ぜひ

入れるべきは外国人、転職してきて 1、2年目の人、そして子育て経験のある女性、そ

して技術に精通した人である。人数は短期の具体テーマのプロジェクトなら 3 人がい

い。大きなテーマの場合、5から 6人である。それ以上だと会議の日程調整ができなく

なる。また、人数が増えると議論が形式的になりやすい。 

 



●必ず現状評価から始める 

 

 課題解決プロジェクトでは、いきなり解決策を議論しない。まずは現状評価から始め

るべきだ。なぜなら、それを抜きに本質的な課題は掘り起こせない。また多くのプロジ

ェクトの提言は絵に描いた餅に終わるが、それは実施体制や実行スキルの強化策を

検討の前提にしていないからだ。理想はプロジェクトにかこつけて次期のリーダーに

今起きている失敗の現場検証をさせることである。同じ過ちは繰り返さなくなる。 

 

 過去の失敗の掘り起こしは、得てして発想が後ろ向きだとか、大人げないとか批判

されやすい。だがまずは今、何ができていないのか、その原因は何かを掘り下げるべ

きだ。そしてその結果を組織全体で共有する。一方、原因を作った制度や仕組み、あ

るいは人物を決して糾弾してはならない。必ず新しいやり方を提案する。 

 

●よその例に学ぶ 

 

 現状分析が終わったら、次はよその例を研究する。海外の事例、他業界の例、競争

相手の例などを入手し、時には現地への調査旅行に出かける。プロジェクトチーム全

員で先進事例を見に行く作業はとても効率がいい。他との対比で自分たちの強みや

弱みが体感できるし、宿泊を伴う旅をするとチームメンバーが人間同士、仲良くなる。 

 

●数字にこだわる 

 

 現状評価やよそとの比較をする場合は、ひたすら数値にこだわりたい。数字があれ

ば自分たちの組織との実力の差がよくわかる。また課題の深刻さや期待成果を数字

で“見える化”すると、組織の共通の目標が定まってくる。 

 

●早く成果を出す 

 

 現状分析、他との比較などが終わったら、いよいよ解決策の検討に入る。ここで大

事なのは、大きなビジョンを示す前に、目に見える手っ取り早い成果を出すことである。

それによって組織内での信用が得られる。またメンバーとしても自信が得られる。 

 

                             （続く） 

 

 

 

─◆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            

2019-12-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第 209回 課題解決プロジェクトを成功させる秘訣（下） 

 

 前回に続き、課題解決プロジェクトの成功の秘訣を紹介したい。 

 

●解決すべき「課題」を間違えない 

 

 あえてビジネスの例から入りたい。ある会社で事業が大赤字になったとする。 

さっそく「課題解決プロジェクト」として「収益改善チーム」が立ち上がる・・という動きは

一見、正しい。 

 

 しかし、真に解決すべき課題は「収益改善」とは限らない。赤字は表面現象、結果に

過ぎない。もしかしたら、営業の人手不足が要因かもしれない。あるいは社長が無理

に売り上げ増を要求し、現場で安値販売が横行しているのかもしれない。それならば、

そんな社長の暴走をチェックする仕組みが必要かもしれず、もしかしたら社長を替え

るしかないのかもしれない。 

 

 このように、戦略を見直しても改善しない課題は多い。そうした場合は、そもそもプロ

ジェクトチームを組んでも意味がない。筆者の経験では、世の中の改革プロジェクトの

多くは、実は「課題設定」の段階で間違えている。筆者が経営コンサルタントとして相

談を受ける案件の過半数が実はそういうものである。行政でも同じだ。プロジェクトに

する前に本当の課題は何かを見極める必要がある。 

 

●過去の成功の原因を探る 

 

 何か問題が起きると内外の関係者が一様に「やり方が古い」「ビジネスモデルの転

換期だ」と辛らつに批判しがちだ。しかし、どんなにだめに見える事業、会社であって

も、現状までに至る成功の過程というものがある。 

 

 創業 20年、社員 300人の会社が事故を起こし、大赤字に陥り、組織も腐っていると

批判されていたとする。今は確かにそうかもしれない。しかし最近まで300人もの人が

魅力を感じて入社し、顧客に愛されてきたという実績は消えない。何か秀でた技術や

スキルがあったから大きく育ってきた。だから将来を考えるにあたっては、その強みを



まずは引き出し、生かしていくことを考える。 

 

 改革にあたって「ゼロベース思考」は必須だ。今までの常識にとらわれてはいけない。

社員にはそう言い渡す。しかし、現実にはすべてを捨てたら次には行けない。真の課

題を掘り起こすと同時に、真の強みも掘り起こし、次につなげていかなければならな

い。 

 

●「改革」ではなく「時代の変化の先取り」と位置づける 

 

 いまどきの「改革」は大上段に構えてやるのがいいとは限らない。最近の若者はホ

ラーストーリーを聞いても発奮しない。かつて、欧州の日本企業の工場で、幹部が現

地社員を前に「わが社は未曽有の危機にある。みんなでこれを乗り切ろう」と訓示した

ら、大量退社につながった―という冗談のようなエピソードがあるが、最近の若者は

まさに“外人”である。わが社のホラーストーリーなんか聞いたら、できるやつから辞め

ていく。 

 

 ポイントは「時代の先取り」「一周遅れこそ一周先に行ける」つまり“リープフロッグ”

で一気に先行するというシナリオを提示することだ。幸い、技術は次々進歩するし、情

報も昔よりオープンだ。二番手、三番手こそが先に行けるチャンスも多い。なので、ひ

たすらよその例を研究する。特に海外、他業界の例、競争相手の例にヒントを探り、

その先を行く作戦を考える。 

 

 遅れを取り戻すガンバリズムは禁物である、陸軍歩兵部隊が後から追いつくような

絵柄は見せてはいけない。敵が先に歩いて行ったなら、うちは空から行く、別のゲー

ムを仕掛けるのだとアピールする。 

 

●きめ細かな「情報戦」の心得 

 

 改革には時間がかかる。頑張っていると、だんだん疑心暗鬼になってくる。なかなか

数字は上がらないし、成果も見えない。まさに「リーダーシップ」が問われる局面だが、

リーダーに必要なのは人間力だけでない。こまめな情報発信が必要だ。「速報値で先

月比プラスに転じたらしい」「顧客に褒めてもらったと社長が喜んでいる」「知事が記者

に紹介してくれた」といった、ちょっとした情報開示でチームは頑張れる。 

 

 若手チームの場合などは、プロジェクト発足時に社長や幹部に会わせるのがよい。

そして改革がらみの情報はチーム内にはなるべくオープンにする。もちろん、改革と

は戦争でもあり、社内に守旧派がいる場合もある。情報戦の要素もある。だから改革

では必要な情報を適切なメンバーだけに適時に出していく心がけが必須だ。 

 

●だらだら続けない 

 

 改革には終わりはない。日々がこれ、改革である。だが、ずっと改革に取り組んでい



ると改革がマンネリ化し、ついには自己目的化してくる。目標を数字で出せと言われ、

毎年出しては達成を繰り返していると、やがて無理が出てくる。なかには不思議な数

合わせ（例えば課の数を 2割削減しよう）に発展することもままある。 

 

 要は、改革は目標をはっきりさせ、期限が来たら終結させることが必要だ。改革を始

めるのは大変だ。だが、やめるのも実は大変だ。だから改革は成功させた立役者が

「そろそろやめよう」と言い出すのがいい。そうして改革がいったん終わると、やがて日

常の組織と人々の行動の中に定着する。そして、改革の DNAが組織に根付くのであ

る。 

 

 

 

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



ぎょうせいオンライン 

地方自治  2019.12.27 

 

大阪維新改革―その時何が行われたのか？ 『検証 

大阪維新改革 橋下改革の軌跡』（ぎょうせい）より 

NEW 地方自治 

2019.12.27 

 

目次 

1. 序章 解説：維新改革とは何か 

2. １ なぜ維新改革は分かりづらいのか 

3. ○３つの分かりにくさ 

 

大阪府・市議らが制度設計を議論する法定協議会が 2019年 12月 26日開かれ、「大阪都構想」

が了承となりました。大阪市を廃止して特別区を設置する「大阪都構想」が 2020年 11月にも２度

目の住民投票の公算です。 

小社は 2015年 11月、『検証 大阪維新改革 橋下改革の軌跡』（上山信一／編集・主著者 | 紀

田馨／共著者）を刊行しております。橋下徹氏の知事就任直後から大阪府・大阪市の特別顧問を

務めてきた上山信一、大阪府議会議員を務めた紀田馨の両氏が解説した著作です。改めて、維新

改革、最初の住民投票までを総括した《原点》ともいえる本書の冒頭部分（1-3頁）より抜粋し、ご紹

介させていただきます。 
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序章 解説：維新改革とは何か 

 維新改革の主たる担い手は、行政機関としての府庁と大阪市役所である。しかし、改革項目の中

には、橋下徹氏と松井一郎氏が維新の会の政治家として地元議会と折衝し、あるいは政府や各政

党に働き掛けて実現したものが多い。また、地下鉄・バスの民営化や都構想などの重要テーマは、

首長選挙や議会選挙、さらに住民投票の争点とされ、政治力をテコとした改革が進められてきた。 

 

 結果はどうか。総じて議会の同意を必要としない改革はスピーディーに進んだ。しかし、市営地下

鉄・バスの民営化や府市の病院・大学の統合など、市議会の議決を必要とする案件は頓挫してい

る。野党会派は両議会で過半数を占める（ただし、府議会では 2011年 4月から 2013年 12月まで

維新の会が過半数を獲得）が、彼らは府市連携、事業統合、民営化などの抜本改革には総じて否

定的である。 

 

 ともあれ維新改革の特徴は、通常の自治体が普通は挑まないスケールの大きな課題（民営化、

事業統合など）を掲げ、実現に向け挑戦し続けるという首尾一貫性にある。そこで本章では、まず

維新改革の全体の足取りと改革の原動力となった政治的背景を解説する。 

 



１ なぜ維新改革は分かりづらいのか 

 維新改革、あるいは橋下改革に関しては、さまざまな報道がされてきた。特に2015年5月の都構

想の住民投票は全国の注目を集めた。また、地下鉄やバスなどの民営化条例案が市議会で否決

されたニュースも記憶に新しい。一方、国政レベルで橋下氏がリードした「日本維新の会」「維新の

党」の動向にも注目が集まった。賛成派は「都構想も民営化も地元議会が反対する。国政レベルか

らも実現策を講じるべき」という。一方、反対派は「橋下氏は手を広げすぎ」と批判する。だがこれら

も含め、維新改革そして橋下氏についてはあまりにもさまざまなニュースが錯綜し、「いろいろあり

過ぎてよく分からない」というのが多くの人の率直な感想だろう。 

 

○３つの分かりにくさ 

 維新改革が理解しにくい理由はおそらく３つあるだろう。 

 第１に、改革の中心柱にある大阪市を廃止し、府と統合して大阪都を作るという都構想は、前代

未聞の提案で多くの人はすぐにはイメージしにくい。最近は、スコットランドやスペイン・カタルーニャ

の独立運動がニュースになり、日本でも道州制論がある。しかし、都道府県と市町村の垂直統合の

提案は初めてである。 

 第２に、橋下氏が国政政党のリーダーであると同時に大阪市長であるため、次元の違うニュース

が同時に流れて人々を混乱させる。その典型が従軍慰安婦発言問題だろう。大阪市長としての仕

事ぶりの是非と国政政党のリーダーとしての発言は直接には関係がない。ところがどうしても連動

したニュースとして扱われる。 

 第３に、府議会と市議会での各会派と首長の駆け引きがあまりにも激しく、多くの人は何が起きて

いるのかフォローできない。その典型が都構想の協定書を巡るバトルだろう（詳しくは本書第 25章



で解説）。議会では重要案件を巡って与野党双方が手の込んだ裏ワザを次々に繰り出す。多くの

住民は、本来の争点が何なのか、なかなか理解できない。 

 しかし、この７年間で大阪のまちは確実に変わりつつある。議会の議決を必要としない行政改革

や政策の見直しは、知事、市長の采配の下で、どんどん進んでいる。（下記図表参照・以下序章第

２節に続く） 

 

（本書刊行時点の図表） 
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記者の目  

「表現の不自由展・その後」中止 事前の議論欠いた挑戦＝山田泰生（中部報道センター） 

毎日新聞 2019年 8月 30日 東京朝刊 

 

 

 

 

中止となる前、「平和の少女像」の隣に座ったり、のぞ

き込んだりして鑑賞する来場者たち＝名古屋市東区の

愛知芸術文化センターで２日、山田泰生撮影  

 

 

 

 

 

 

 愛知県で今月始まった国際芸術祭「あいちトリエンナーレ２０１９」で、企画展「表現の不自由展・その後」

が開幕３日で中止された。従軍慰安婦を象徴する少女像などの展示に、想定以上の激しい抗議があった

ためだ。行政自らが表現の自由を損ねた罪は重い。テロ予告や政府要人の発言が中止に追い込んだ事実

も無論見落としてはならない。一方、公的空間で困難なテーマを取り扱う際の覚悟や手続きが不十分だっ

たと考える。  

「平和の少女像」抗議電話が殺到  

 国内外の作家９０組超が参加した芸術祭で、企画展はメイン会場の愛知芸術文化センター（名古屋市）内

に設営された。今は固く閉ざされて入り口さえ見えず、中止の余波で企画展以外に出品していた作家１０組

以上の作品の展示中止や変更に発展。抗議や連帯を訴える声明文があちこちに張られている。  

 企画展は「表現の自由の現在地を示したい」というジャーナリストの津田大介・芸術監督の肝いりで開か

れた。私も７月末の記者内覧会で真っ先に見た。公立美術館などで過去に展示を拒否された作家１６組の

作品が経緯の説明とともに並んでいた。抗議の対象となった韓国人作家夫妻による「平和の少女像」や、

昭和天皇の肖像を素材にした映像作品もあった。懸念を抱いたのは私だけではない。主催者もインターネ

ットでの「炎上」を避ける対策として、撮影写真・動画のソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）への

投稿禁止などを呼びかけていた。  

https://mainichi.jp/kishanome/


 少女像は在韓日本大使館前に設置され、外交問題になったものと同じ形だが、材料が違い彩色され、少

女が老いた姿を影で表現している。もちろん、賛否さまざまな意見があるだろう。夫の金運成（キムウンソン）

氏は「少女像は反日プロパガンダでなく、芸術作品として見て感じてほしい」と話した。ベトナム戦争中の韓

国軍の蛮行をテーマに作品にしたこともある。底流にあるのは政治の不正義に抵抗する韓国の「民衆美術」

の精神だと感じた。  

 しかし、現実は主催者の想定以上だった。８月１日の開幕初日から抗議電話が事務局以外の県庁部局に

も殺到。応対した職員名をネット上にさらすなどの脅しや「ガソリン携行缶を持っていく」といったテロ予告が

相次いだ。官房長官や芸術祭への補助金を扱う文部科学相も「文化庁の補助事業だが、審査時点では展

示内容の記載はなかった」とけん制。３日夕、芸術祭実行委員会会長の大村秀章知事が「安心安全な運営」

を理由に中止の専決処分をした。  

 どうしてこうなったのだろうか。企画展の元になる展覧会は２０１５年に東京のギャラリーで開かれていた。

津田氏は１７年に監督に就任すると、これを公的な場でやるべきだとして、１８年に提案した。だが「企画展

自体が１作家」の扱いで、企画展の実行委員会が作品選定の最終決定権を持っていた。津田氏が今年２

～３月に少女像出品への懸念を伝えた際にも、同実行委は「少女像を展示できないなら、その状況こそ検

閲であり、企画展をやる意味がない」と反発。津田氏は「公的主催者による事前検閲」となる事態と、開催リ

スクとの板挟みになった。  

毎回挑戦的内容、リスク管理必要  

 一方、事前に告知するとリスクを増やすという警察側の助言で、展示内容は関係者にも伏せられた。大村

知事は６月半ばに知らされたといい、少女像は「実物でなくパネルにしないか」と要望したが、「作品の中身

について言えば憲法（表現の自由）の話になってしまう」と再考は求めなかった。一連の過程でリスク管理

はもとより、表現の自由そのものの議論が欠けていたと私は感じる。県は開催と中止の経過を検証する第

三者委員会を設置。１６日の初会合で上山信一慶応大教授は企画展について「政治的プロパガンダと一部

の人が感じるのは否定できない。それに対しアートの自由を主張しても議論がかみ合わない」と指摘した。  

 あいちトリエンナーレは０５年の愛・地球博を継承する国際イベントとして、神田真秋前知事が構想、１０年

から３年ごとに開かれ、毎回約６０万人の観客を集めてきた。行政は「金は出すが口は出さない」がモットー

で、最高責任者の芸術監督がテーマ決定や作家選定に個性を発揮する。過去３回も詩人や建築史家、写

真家が監督を務めてきた。１３年には被災者である監督が「揺れる大地」をテーマに、福島市で昨年設置後

すぐに撤去された防護服姿の少年像をシンボルとするなど、毎回挑戦的な内容で話題を呼んできた。  

 今回も監督に指名された津田氏が、国内の芸術祭で初めて参加作家数を「男女平等」と発表、開幕前か

ら美術界の注目を集めていた。そもそも現代アートは美を志向するより、政治的主題や社会へのメッセージ

を内包していることが多い。企画展も「不寛容な時代に、アートは言論より大きなメッセージを伝えられる」と

の意図だったが、悪意が渦巻く時代だからこそ一層のリスク管理が必要だったはずだ。今回の件が後に

「表現の自由後退へと時代を画した出来事」と言われたら悲しい。今後もあいちトリエンナーレの魅力であ

る「懐の深さ」が失われることのないよう、アートの世界が主導する打開策を切に願っている。  















朝日新聞 論座 RONZA 

政治・国際 「改革の政治」とは何か 

「改革の政治」が産み落とした鬼子としての維新 

平成政治を問い直す【6】「政治主導」から独裁の肯定へ 

大井赤亥 東京大学非常勤講師（政治学） 

2019年 12月 30日 

橋下徹の登場 

 2009年に民主党への政権交代が起こると、強いリーダーシップによって行政機構の縮小再編成

を断行する「改革保守」の趨勢は、いびつな形で関西へ移る。それが橋下徹による大阪維新であ

り、橋下旋風はいわば「改革の政治」の第四波であった。 

 2008 年の大阪府知事選では、現職太田房江の不出馬を受け、自民党は当時 38 歳、テレビ番

組『行列ができる法律相談所』で「茶髪とジーンズの弁護士」として知名度があった橋下徹に出馬

を依頼し、橋下は自民党推薦で当選を果たす。 

 以降、橋下は 2008年から 11年まで大阪府知事、11年から 15年まで大阪市長を歴任し、一連

の橋下政治が開始された。 

 

 

 

 

初めての大阪府知事選に臨んだ橋

下徹氏＝2008年 1月 20日、大阪

市中央区 

  

 

 

出馬会見では「子どもが笑う大阪」をスローガンにした橋下であったが、その府政の基本思想は自

治体経営と企業経営とを同一視する「政治への経営感覚の導入」であった。 

https://webronza.asahi.com/politics/index.html
https://webronza.asahi.com/politics/column.html?id=%E3%80%8C%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B
https://webronza.asahi.com/authors/2019091700001.html
https://webronza.asahi.com/photo/photo.html?photo=/S2010/upload/2019122400002_1.jpeg


 上山信一によれば、「企業であれ行政であれ、改革の第一歩は無駄な出費を止めること」であり、

行政改革の場合には「人件費の見直し」が不可欠だという。そして橋下は「経営の原点はコスト削

減」という鉄則を理解しており、上山は「この人は若いけれど、稀に見る一流の経営者だ」（注 1）と

感じたという。 

 果たして、府知事就任初日、橋下は職員を前に「皆さんは破産会社の従業員でボーナスゼロは

あたりまえ」と宣言し、職員の人件費削減や府有施設の売却に乗りだしていく。 

 横須賀を地盤とする小泉純一郎、神奈川県の都市部自治体を基盤とした中田宏や松沢成文ら

が都会的でスマートな「改革保守」であったのに対し、大阪で登場した橋下徹はラディカルでやくざ

風の「改革保守」であったといえよう。二宮厚美の言葉を借りれば、「現代日本の新自由主義の妖

怪は、この荒々しいばかりのハングリー精神と競争心に満ちたバーバリアン的体質に着眼して、

橋下に呪いついた」（注 2）のであった。 

（注 1）上山信一『大阪維新』角川 SSC新書、2010年、132－133頁。 

（注 2）二宮厚美『新自由主義からの脱出』新日本出版社、2012年、317頁。 

 

社会運動としての大阪維新 

 橋下政治の特徴は、路上の民衆の不満や怒りを吸いとり、メディアを駆使して世論を焚きつけ、

敵対勢力との論争を沸騰させ、有権者の政治的関心の高揚を自らの加点要素とするダイナミック

な運動的要素である。 

 橋下は 2010年 4月に大阪維新の会を結成。維新の会は、大阪都構想という大義とともに「大阪

の都市のあり方を大きく変えていく社会運動」（上山信一）を自力創出するものであった。 

 維新の運動的性格は、2011年の府市ダブル選挙に如実に現れている。橋下は大阪都構想をめ

ぐって平松市長と対立すると、2011 年 11 月、平松を追い落とすために自らが大阪市長選に出馬、

府知事選には懐刀の松井一郎をあてるという前代未聞のダブル選挙を仕掛ける。 

 ダブル選挙での維新は、大阪都構想、教育基本条例、職員基本条例の三点セットを掲げ、有権

者からの全権委任を要求する。 

 これに対して、既成政党は自民党大阪府連から共産党まで立場の違いを超えて反橋下の布陣

を形成。この反橋下包囲網の構築は、あまりに急激かつ野蛮に統治制度再編を強行する橋下型

の「改革保守」に対して、大阪地場の「守旧保守」と左派とが一時的に連携したものといえる。 

 しかし、維新はむしろそのような対決を養分とするように、市長には橋下、府知事には松井が大

差で当選し、大阪府市のいずれをも維新が獲得することになった。 

 



「政治主導」から「独裁」の肯定へ 

 「改革保守」の特徴は強いリーダーシップによって行政機構の縮小再編成を行うものであり、大

阪維新もまたそのパターンを踏襲している。 

 大阪維新はその政治手法として「決定できる民主主義」を標榜し、独自の手法で「政治主導」を

実践していった。橋下の政治手法は敵と味方を明確に区別する「ケンカ民主主義」であり、ここに

おいて「政治主導」は、乱暴な言葉で論争を盛りあげては選挙で白黒決着をつけようとする「選挙

至上主義」へと展開されていった。 

 

 

 

大阪市長選、府知事選のダブル選

に勝利して橋下氏から知事の引き

継ぎを受ける松井一郎氏 

＝2011年 11月 29日 

 

 

 

 

 ダブル選勝利を受け、維新は松井を本部長、橋下を副本部長として府市統合本部を設置。府市

統合本部は大阪行政の司令塔として、府市の類似事業の仕分け、広域行政の一元化、港湾や水

道などの一体運用を進めていく。このような決定系統の一元化は、維新による迅速かつトップダウ

ン型の政治手法を可能にした。 

 橋下による「政治主導」は、時に「時限的な独裁の肯定」にまで行きつくものでもあった。2011 年

6 月、橋下は「今の日本政治で一番必要なのは独裁」と発言して物議を醸す。政治的リーダーシッ

プの強化を追求してきた「政治主導」の掛け声は、橋下政治に至って「独裁」の肯定に帰結するこ

とになったのである。 

 その後も維新は、「あほでバカ」「ウソつき」などの過激な民進党批判で 1年に 4度も懲罰動議を

出された足立康史や酒に酔って戦争を肯定した丸山穂高など、多くの問題議員を輩出してきた。

元来、1990年代に「政治改革」の旗振り役をした政治エリートたちは、自らが進める制度変革が橋

https://webronza.asahi.com/photo/photo.html?photo=/S2010/upload/2019122400002_2.JPEG


下徹のような粗暴な政治家を生み出すとは想像していなかっただろう。その意味で橋下政治は、

「改革の政治」が意図せずして生みだした鬼子であった。 

市役所改革の断行 

 「時限的独裁」によって橋下が行なった「改革」は、第一に市役所改革であった。 

 大阪市役所ではかねて市長、議会、職員労働組合の間のなれあいが形成され、それらは市役

所の所在地をもって「中之島一家」といわれてきた。 

 2000 年代以降、組織的なカラ残業、異常な退職手当やヤミ年金、職員に対する家電製品やス

ポーツ観戦券の支給、職員の子どもの入学や結婚に際した祝い金制度など、市民には納得しが

たい大阪市役所の職員厚遇が明らかになり、「職員の職員による職員のための市役所」の実情が

暴露されていったのである。 

 橋下による市役所改革の柱は第一に職員規律の強化であり、「公務員の身分保障が甘えを生

む」という発想の下、「民間のような厳しい競争原理」の導入が図られた。その際に橋下が敵役と

見立てたのが職員労働組合であった。 

 橋下は労組との激しい対立の末、2012年 5月、職員評価に相対評価を導入し、2年連続で最低

ランクの評価を受けた職員には解雇もありうるとした職員基本条例を制定させる。 

 市役所改革の第二の柱は市政への民間活力の導入であり、橋下は行政職への民間人登用を

推進した。民間人登用の対象となったのは区長や市立小中学校長であり、橋下は企業経営者や

コンサルタント、首長経験者などを「僕の身代わり」として公職に登用していくことになる。こうして

民間から採用された区長や校長は、その後、重要会議の欠席、ツイッターでの攻撃的発信、セク

ハラやパワハラなどを頻発させて更迭や退職が相次ぎ、人材の質が問われた。 

 しかしながら、橋下による役人の「既得権」剥奪は、市民や府民の支持を確実に獲得するもので

あった。有馬晋作によれば、「職員労働組合との対立姿勢を伴ったスピード感ある市政の改革は、

日頃から行政の非効率や官僚組織などに不満を持つ市民にとっては、新鮮で強いリーダーシップ

を発揮しているようにみえ支持率も高くなった」（注 3）。労働組合は大阪市の税金を食い物にする

「既得権」の牙城とされたのである。 

 

 


