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2020 年 1～8 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 

・教育のイノベーション――AI に代替されない人づくり（前編）（1 月 10 日） 

・教育のイノベーション――AI に代替されない人づくり（後編）（2 月 10 日） 

・間違いだらけのスマートシティ戦略―勘違いの日米中 vs 卓越する欧州都市（3 月 10 日） 

・“ポスト・コロナ時代”の行政のあり方を考える（上）（4 月 10 日） 

・「専門家会議」にどこまで期待していいのか？（5 月 11 日） 

・駅前や撤退したショッピングモールにシェアオフィスを作ろう（6 月 10 日） 

・コロナについて第 1波の教訓を総括しよう―都市部の広域管理体制など（7月 10日） 

  

 

（２）Yahoo ニュース 

・抜本改革は過去プロジェクトの“断捨離”と“供養”から 

―改革シェルパの秘密のノウハウ（その 1）（2 月 6 日） 

・これでいいのか、日本の自動運転とスマートシティ－都市戦略なきハイテク信仰は危険 

（3 月 18 日） 

・民間ビジネスのノウハウで社会を変える 改革のシェルパが語る仕事術とは（3 月 26 日） 

・コロナ後の社会を創る５つの“BBB（ビルド・バック・ベター）戦略” 

－企業・政府・個人の再構築（4 月 27 日） 

・コロナを機に会社と学校を変える”センターピン”は何か 

―「9 月入学」「在宅勤務」じゃなくて何か？（5 月 30 日） 

・在宅勤務でも都心通勤でもない。「郊外サテライトオフィス」という選択 

－リモートワーク時代の街づくり（6 月 14 日） 

・「大阪維新の会」、できてから１０年（6 月 24 日） 

・小池都政の 4 年を振り返る―五輪予算問題、豊洲移転、都民ファ、希望の党（7 月 1 日） 

・ウイズ・コロナ時代にじわり芽生える「ジモト経済」と「＠ホーム経済」（7 月 3 日） 



・コロナが世の中をよくする可能性について―資本主義と民主主義の修復のチャンス（7 月 6 日） 

  ・感染症対策はそろそろ都市圏単位を基本に。官邸発・全国一律主義から卒業しよう（7 月 16 日） 

・ウイズコロナを逆手に取った街づくりをしよう 

―公民連携による”快適インフラ”づくりを（8 月 28 日） 

  ・「大阪維新」は日本政治の Apple 的存在 

―今後の政局を動かす”地域・ベンチャー政党”の本質を知ろう（8 月 29 日） 

 

（３）その他 

・都知事選告示まで１か月（5 月 18 日、東京新聞） 

・人はパンのみにて（5 月 21 日、朝日新聞） 

・大阪維新の会 10 年（6 月 17 日、毎日新聞） 

・ニューノーマルの時代が始まった（交詢雑誌 2020 年 7 月号) 

・ウィズコロナ時代の地域経営（月刊ガバナンス 2020 年 8 月号） 

 

 

２．講演録  

  ・これからの都市経営－地域創生そして日本創生へ－（2019年 6月 1日講演録） 

（日本経済政策学会叢書、勁草書房） 

 

 

３．その他記事（コメント引用等）  

・「表現の不自由展・その後」の問題はまだ解決されていない （3月 23日、朝日新聞） 

・連載大阪は燃えているか 商都政治の興亡と攻防 11（塩田潮）NewLeader 2020年 7月号） 

・寄合に学ぶこと（7月 29日、毎日新聞） 

・男子 800mで 44年ぶりの五輪、横田（４Years、8月 16日 ) 

・豪雨鉄路に難題（8月 18日、毎日新聞） 

・『2020年 6月 30日にまたここで会おう』（瀧本哲史著）星海社 

・『女帝 小池百合子』（石井妙子著、文藝春秋） 

 



４．名前の引用等  

・権限凝縮指揮系統にゆがみ（2月 7日、都政新報） 

・愛知県コロナ対策（6月 30日、中日新聞） 

・経済効果検証されるか 都構想、１４日意見交換（8月 14日、大阪日日新聞） 

・都構想推進意見を交換（8月 15日、毎日新聞） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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            

2020-1-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第 210回 教育のイノベーション――AIに代替されない人づくり（前編） 

 

 教育は改革が必要といわれつつ、なかなか変わらない分野だ。だがついに激変を

迫られる時代に入った。この70年、戦後日本の教育、特に職業教育は均一な工業製

品を作る従順な人材づくりに成功してきた。おかげで日本は発展した。だが、今後は

知識や技術を必要とする仕事ですら AI（人工知能）が代替していく。その時、社会が

求める人材とはどのようなものか。AI時代の教育について前後 2回で考えたい。 

 

 

●2050年の社会で求められる人の能力とは？ 

 

 筆者は今後、教育が開発すべき人間の能力は、（1）主体性の発掘、（2）他者とつ 

ながる力の 2 つと考える。そしてこれらの能力は従来の学校教育の制度や場を超え

た形で開拓されるものである。 

 

（1）主体性の発掘 

 AI に絶対にできないことは、まったく新しいものを生み出すこと、あるいは願望を持

つことである。だから、これからの教育は生徒・学生に自らが心の声に従って学びた

い、知りたいことを発見する手助けから始まる。 

 

 これは与えられた問いを解く教育とは正反対の営みである。答えのない問いに向き

合う、自分はどうしたいか、何をするべきかという問いを極めていく。具体的には自分

が置かれている社会環境や潜在・顕在の能力を見極めながら、学習対象自体を探し

当てていくことが重要だ。もちろん、読み書き算数の基礎力は学習したうえでの話だ

が、そこから先は何を学んだかよりも「自分は何を学ぶべきか」を問い続けつつ学ん

でいるかどうかが大切になる。 

 

（2）他者とつながる力 

 個人が獲得した学びを実社会で発揮するには人に認めてもらうこと、そしてたくさん

の人から共感を得る、あるいは人を動かす力を獲得しなければならない。それによっ

てさらに新たな主体性の発掘につながっていく。これは狭い意味では話し方やプレゼ

ンテーション、対話の能力を身に付けさせることになる。大きな意味だとチームワーク



の力やリーダーシップの発揮、演技力などが重視されるだろう。 

 

●人生の目的自体が変化 

 

 （1）（2）で述べたこれからの教育で重要な要素は、ドイツの政治哲学者ハンナ・アー

レントが「人間の条件」で述べた 3種類の生き方を手がかりに考えると分かりやすい。

3 種類とは「労働」と「仕事」と「活動」だ。戦後の機械化で「労働」の多くは機械に変わ

った。人は機械を動かすための調整などホワイトカラー的な「仕事」で時間を使うよう

になった。しかしその「仕事」も多くはAIに代替され、残るは「活動」の部分になる。 

 

 この活動とは芸術や政治など精神性を求められる分野のことをいうが、この能力こ

そ、これからの教育で伸ばすべき人間力だろう。個人の主体性を尊重し、社会との協

働を重視する教育の仕組みは、自己実現や社会貢献につながる。 

 

 だとすればこれからの教育は、工業化社会が生んだ学校教育の枠組みを取り払う

必要がある。より人間らしい存在証明とも言えるような個人の意志を重視した教育を

実現していくべきなのだ。そこには工業化で重視された経済性や合理性ではない新

たな価値基準が生まれるはずだ。 

 

●“学校”という制度の限界 

 

 学校は国民国家を支える基盤装置としてこれまで有効に機能してきた。明治以来の

わが国の学校教育には 2つの特徴がある。1つは集団生活による協調性の尊重だ。

生徒たちは学校で社会的な協調性を学ぶ。もう 1 つは教科書と学習指導要領による

均一的学習だ。こうしてわが国は協調性が高く均一的な学習能力を持った人材の量

産に成功した。 

 

 だが、日本に限らず現代の学校は多くの課題を抱えている。その象徴が、いじめや

不登校の増加だろう。現在、小中学生の 1.5％程度が不登校である。かたや先生たち

は、精いっぱい働き、目の前の生徒に全力を尽くし、しかし疲弊している。 

 

 OECD（経済協力開発機構）のデータによると、日本の教育水準は高い（世界 2 位）

が国民の労働生産性は低い（20 位）。工業化社会を支える大量生産型の人材では、

現代社会の成長につながる成果を生み出すことが難しいのだ。 

 

●個別最適化と“学校”の再構築 

 

 こうなってくると、「全員が同じ年齢で同じ科目を同じ教科書で」という学校教育の前

提は維持されにくくなる。とはいえ、教える側は個別に家庭教師のようなきめ細かさを

用意する余裕もない。となると個人の希望や学習進度をデータ化して、その有効活用

による教材開発や、統計に基づく指導方法の最適化などが必須となる。AI に代替さ

れない人間をつくるためにこそ、AI を有効活用し、個人の特性を重視した教育をめざ



す。協調性を重視した学校教育から、主体性重視の教育に転換する中で、データに

よる個別最適化が大きな役割を果たすのである。 

                                 （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            

2020-2-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第211回 教育のイノベーション――AIに代替されない人づくり（後編） 

 

 前回は、今後の AI（人工知能）時代において教育が開発すべき人間の能力は、（1）主

体性の発掘と（2）他者とつながる力の 2 つであり、これらは従来の学校教育の場や制

度のままでは開発しにくいだろうと述べた。今回はこうした認識の下で海外での学校改

革の動きを手がかりに、さらに考えてみたい。 

 

●教室、教科書、学校の概念を超える 

 

 まずドイツの「ESBZ」（Evangelische Schule Berlin Zentrum、初等中等学校）。 

ここでは先生が教壇から一方的に教える一斉授業が廃止され、生徒が自分のペースで

学習を進めるカリキュラムが設計される。子どもたちは、自分で学ぶか互いに教え合う。

教室では7年生から9年生までが一緒に学び、学年が上の生徒は下の子どもの面倒を

見る。教師は助言者やコーチとして子どもたちを励まし、相談に乗り、褒め、意見や感

想を述べる。しかし学びの最終責任は生徒の側にある。 

 

 どのクラスにも自閉症や学習障害の子どもが交じっている。どの生徒も日誌を持って

いて、日々の成果を記録する。すべてが自由ではなく、学年度末には個々の生徒が期

待水準を満たしたかどうか、振り返る。 

 

 2 つ目は米国の「AltSchool」である。これは元グーグル社員が創業したオルターナテ

ィブとしての新しい学校である。ここでも生徒の主体性が重視され、何をどう学ぶべき

か自体を、IT 化された教材資料をもとに、生徒に自分で考えさせる。ここには保育園児

から中学生までが在籍し、全員が共通のオンラインサイトを使用する。もちろん、何年

生は一律に何をどこまで学ぶかといった基準はない。 

 

 大学でも同様の動きがある。サンフランシスコを拠点とする米ミネルバ大学はキャン

パスを持たず、オンライン授業を中心に運営される。代わりに学生たちは 4年間で 7つ

の国際都市を巡回する。その生活の中で、滞在地の現地企業、行政機関、NPO（非政

府組織）等との協働プロジェクトやインターンを経験する。学校に縛られない実社会の

中での学びと、オンライン講座による個別最適化された教育とを両立している。 

 



●未来に向けた能力開発とは 

 

 こうした海外事例に共通するのは、（1）生徒本人の主体性の発揮、（2）個々の生徒の

ニーズと進度に合わせた教育内容と教材の個別最適化、（3）教室内外の他者との交流

促進――の 3つの要素である。 

 

（1）主体性の発揮 

 まずは生徒に自ら何を学びたいか、何を選ぶか選択を求める。これは実は答えのな

い問いに向き合う訓練の始まりである。これからの時代は常に周りの環境変化を予測

しながら、今自分は何をすべきかを問い続けなければならない。従来の教育が重視し

た決まりきったことを確実にやり切る能力の開発はもういらない。なぜなら AI に代替さ

れるからだ。何をやるか、それ自体を考えさせることが教育の始まりである。 

 

（2）個々の生徒のニーズと進度に合わせた教育内容と教材の個別最適化 

 従来の学校では教師の数に限界があり、また生徒の側のニーズも一律だったため、

同一教材、同一教室で同一進度の教育が効果的かつ効率的だった。ところがこれから

は個人の学習データが記録できるし、全体の統計データに基づく指導方法や教材の最

適化も進む。従来は家庭教師を一人一人につけなければできなかったような個別教育

が低コストで実現できるようになる。 

 

 折しも協調性重視から主体性重視に教育の力点も転換する。そこでは個人と集団の

データが教育内容の個別最適化で大きな役割を果たすのである。ちなみに先述の

AltSchoolはデータ活用において、いわゆる EdTech（エドテック）の先駆事例になりつつ

ある。 

 

（3）教室内外の他者との交流促進 

 何を学ぶべきかを自分で考えさせるためには、実社会で自分が何をするか、何をす 

べきかを考えなければならない。そのためには卒業前に世の中について知る必要が

ある。また知識だけでなく、人を動かす力や人との共感を生み出す力の獲得も必要だ。

その意味でこれからは読み書きだけでなく、プレゼンテーションやチーム編成など、他

者と多種多彩な方法でつながり、コミュニケーションする能力が重要になる。 

 

●学校制度のオルターナティブを求めて 

 

 わが国の学校教育制度は明治初期に確立した。さらに戦後、1947年には義務教育が

小中学校の 9 年間と定められた。明治以来のわが国の学校教育は、当時の時代の要

請に即したものだった。 

 

 第 1 に集団生活による協調性を重視した。大日本帝国憲法と同時期に制定された学

校教育法では、集団行動を前提とした学習環境の中で、生徒たちは社会的な協調性を

学ぶと定められた。 

 



 第 2 には教科書に代表される均一的な学習スタイルだ。教室で全員が同じ教科書を

使い、同じペースで学習が進む。こうした合理的学習方法のおかげで、わが国は協調

性が高く均一的な学習能力を持った人材の量産に成功し、世界第２の工業国家にまで

成長した。 

 

 こうした成果と伝統を認めつつも、学校という制度は抜本的に見直す時期に来ている。

こういう話をしていると「今ある学校の運営自体が危機にひんしているのに、それどこ

ろではない」といった批判を受ける。だがそうした危機の根っこにこそ、今回提起したよ

うな課題が横たわっている。既存の学校の改革にこそ、海外の先端事例を生かすべき

だろう。またそうした工夫も重ねつつ、我々は日本の未来のオルターナティブスクール

のあり方を設計すべきだろう。 

 

 

 

 

─◆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            

2020-03-10 

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

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

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

第212回 間違いだらけのスマートシティ戦略（上） 

     ――勘違いの日米中 vs 卓越する欧州都市 

 

 この1年、大阪府市の特別顧問として、全国と世界のスマートシティ戦略を調査し評価

してきた。目的は世界の各都市の動きも参考にしつつ、大阪に役立つスマートシティの

姿を描くためである。 

 

 2019 年春に府市合同の専門チームを設置して専門家ヒアリングを始めた。夏以降は

知事と市長が出席するスマートシティ戦略会議（7回開催）で議論を深め、2月上旬に戦

略の骨子がまとまった。 

 

  （参考資料） 

   大阪スマートシティ戦略 Ver1.0 素案 

   （第7回大阪府市スマートシティ戦略会議資料） 

    http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/smartcitykaigi/smartcitykaigi7.html  

 

●秀逸な欧州のQOL志向 vs 時代遅れの日米中のスマートシティ 

 

 世界各都市のスマートシティ戦略を調査して痛感したのが、欧州都市の卓越した戦略

性である。米国はいまひとつだ。日本も中国もいまひとつのような気がする。先端技術

の開発では日米中が先行する。しかし、欧州諸都市のスマートシティ戦略は、技術力に

過剰に期待しない。あくまで都市における人間の QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の課題

を見据え、その解決に使えるのなら「技術も」使おうと考える。 

 

 例えばフィンランドのヘルシンキなどは、「都市から自動車を締め出す“最終兵器”とし

てオン・デマンド型のカーシェアを普及させよう」ととらえ、それに沿った都市計画を始

める。オーストリアのウィーンも、脱クルマ社会を目指し、その政策の実現手段の一つ

としてMaaS（Mobility as a Service）を位置づけ、自動運転などはそのまた下位の単なる

運搬手段とみなしている。彼らは冷徹に都市の現実を見据え、新技術をテコとした都市

政策の刷新を図る。 

 

 効率追求、エネルギー過消費で突っ走ってきた現代文明は、いずれ行き詰まる。 



資本主義、民主主義の制度疲労が露呈しつつある。彼らはそうした社会課題の解決に

は、政治の刷新はもとより、都市計画制度の見直しや各種政策の刷新こそが大事で、

それをやる前提で「ハイテクも」活用すると割り切っている。 

 

 注）欧州のスマートシティ戦略については、中島健祐著『デンマークのスマートシティ』、

村上敦著『ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか』などの書籍、第6回大阪府市

スマートシティ戦略会議の資料7「テクノロジーを活用したまちづくり」を参照。 

  http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/smartcitykaigi/smartcitykaigi6.html  

 

●自動運転よりも都市計画 

 

 多くの欧州都市は、日米のように「自動運転で世の中が激変する」なんて考えない。

「運転手なし」は車両の技術革新のひとつに過ぎない。自動運転よりも大きなテーマは、

MaaS や運賃の定額サブスクリプション化であり、それとセットで出てくるドアツードアの

移動手段としてのカーシェアのサービスのあり方である。 

 

 しかも、スマートシティの実現の重要手段として自転車政策が重視され、手放しでハイ

テクを礼賛する姿勢はない。またMaaSのさらに前段には、異なる交通事業者が運賃収

入をプール化して利害を共通化する運輸組合の制度が必要になる。だからその実験を

始めている。これはすなわち鉄道会社の疑似的な経営統合のようなものだが、公共交

通は公共財であり税金で賄うという都市政策が根っこにある。 

 

 日本でも最近、地方都市の零細バス会社の経営統合を、やっと公正取引委員会が独

占禁止法の適用除外として見直す話が出てきた。だがまだその程度であり、公共交通

を道路と同様の公共インフラとして捉えなおす考え方や完全無償化の議論はやっと識

者の間で始まったばかりである。 

 

 背景にはもちろん関連事業も含めて私鉄やJRが多大な収益を上げているという現実

がある。だが、バスはもちろん鉄道も、赤字の路線は多い。これから少子高齢化が進

むと、運賃収入も商業収入も減っていくだろう。一方で高齢化で免許を持たない人も増

え、車も一般的手段でなくなってくる。地方の中小都市の住民の足は、将来、どうやって

確保すればいいのだろう。 

 

 欧州都市はもともと人口が 10万から数十万人程度しかない。だからスプロール化（都

市域の無秩序な拡大）を防ぎ、中心地の人口密度を高める政策をとってきた。あわせて

マイカーなし、つまり公共交通機関だけで暮らせる街づくりを進め、そのために自転車

道を整備し、車の乗り入れ規制をかけ、さらにスプロール化を防ぐ立地規制をかけ、都

心部の建物の高層化を促している。要するに欧州都市にとってスマートシティ戦略とは

車依存の 20世紀型ライフスタイルとの決別の道であり、脱・車社会、コンパクトシティ戦

略、21世紀の都市計画そのものなのである。 

 

●日米中のスマートシティ論の限界 



 

 これに対して日米中のスマートシティ戦略はどうか。米国のスマートシティ戦略は、人

間や都市のあり方に対する反省、問題意識がない。今の暮らしや車社会の街の姿を肯

定し、恵まれた人、強者が新技術を使いこなし、いかにしてもっと豊かに、強くなるかと

いう個人の視点、現代社会の延長線上で論じられる（ロボタクシーの中で一人で会議の

映像を見ながら通勤する姿等）。都市の貧困格差、社会的孤独、インフラ老朽化といっ

た現実は横に置き、新技術とそのビジネスチャンスに注目しがちだ。 

 

 中国も似ている。今の都市の姿を肯定し、ICT ですべての情報を合理的に監視制御し、

渋滞に合わせて信号機が変わり、信用スコアの棄損を恐れて人々は行動し、街は安全

に便利になるという。だが人間の幸せにとってそれが何を意味するのか言及はない

（究極の機能主義ともいえるが）。そして投資や費用負担、金額への言及がないまま中

国版のスマートシティを輸出商品にしようとする。 

 

 日本も同じだ。中央集権型で国の主導で「スマートシティ」「スーパーシティ」を考える

ということ自体がおかしい。地域のあり方を国が考え、全国に普及させるという発想自

体が昭和的、途上国型、20世紀的でいけていない。 

 

 そして国主導の政策形成のいつもの弊害だが、都市問題への洞察が抜けている。ま

た誰が技術導入のコストを負担し、社会がどう変わるかといった社会と経済の分析がな

い。利用者の姿や経済計算がないまま、「技術が開く明るい日本の未来」についての空

虚な議論が進む。 

 

 民間企業も視野が狭い。大手の通信事業者や ITハイテクメーカーが目の前の都市の

ハードの老朽化、都市の財政難、人手不足などの問題に肉薄しないまま、単に技術が

できることだけ並べ立て、夢の未来を描く。あるいはせいぜいが局所対応の問題解決

にとどまる（介護の人手不足にはロボットをどうぞ等）。 

 

 要するに日米中のスマートシティ戦略は総じて技術先行、ビジネス先行の夢物語の

オンパレードであり、例の荒唐無稽なシンギュラリティ論（人間の能力を 2045 年頃にコ

ンピューターが追い抜く説）の系譜に連なる愚かさを禁じ得ない。政府が掲げる

「Society5.0」も、昭和的、途上国的、20 世紀型の計画主義に見える。なにも間違ってい

ないが、全く戦略性がなく、ビジョンとしては何の役にも立たないだろう。 

 

●「実装実証実験」の意味を問い直そう 

 

 日米中のスマートシティに関する戦略性のなさを象徴する現象が、各地での「実装実

証実験」ブームではないか。わが国の政府・自治体の各種提言、計画書に、やたら「先

進技術の実装」「実証実験」という言葉が出てくる。しかし、都市経営では、たかが技術

を付加しただけで解決できるような問題は少ない。 

 

 例えば自動運転の「実装実証実験」が各地で進むが、自動運転を待ち望むようなお年



寄りがそもそも郊外にパラパラと分散して住んでいるという街の構造自体を見直すべき

だ。スプロール化を都市計画で規制せず、自動運転車による高齢者の足の確保を議論

するのは、穴の開いたバケツに水を入れるようなものである。 

 

 各地で行われる実装実証実験はなかば茶番劇である。既製の自動運転車は、完成

度が高くどこに持っていっても絶対にちゃんと走る。そんな車の走行実験を首長がイベ

ント感覚で誘致し、たった一日走らせて実証実験ができたとメディアが持ち上げる。これ

が今の日本の現実である。もはや、世も末ではないか。 

 

 将来像も甘い。車両のコスト、道路の容量を考えると、今のマイカーがすべて自動運

転車に置き換わり、運転免許のない人も自由に乗る――といった携帯電話的な普及の

姿は想像しにくい。電波は場所をとらないが、車は道路で場所をとる。全員が乗れば今

よりも渋滞が増える。識者はシェアすれば駐車場もいらないし、マイカーが減ると気楽

に言うが、それも疑わしい。郊外から都心に来ていちいちシェアカーに荷物や子供を移

す手間はどう考えるのか。 

 

 道路の車線がとれない日本では米国型の「マイカーが自動運転に変わり、運転の苦

痛から解放される」ような場所は、へき地か自動車専用道に限られるだろう。都市や郊

外では自動運転になっても車の走行台数は増やせない。「お金持ちは自動運転のマイ

カー」「余裕のない人は自動運転の相乗りタクシー（オンデマンドシェア）がバスより便

利でタクシーより安い」という程度の状況改善にとどまるだろう。 

 

 スマートシティ戦略は各都市が自分の頭で現実を直視して考える。政府の Society5.0

から敷衍（ふえん）して全国を一律的に考えると間違える。自分の地域の社会と暮らし

についての冷静な現状分析がまず必要だろう。         

  （続く） 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第213回 “ポスト・コロナ時代”の行政のあり方を考える（上） 

 

 当面、各地の行政機関は、新型コロナウイルス被害の救済に追われるだろう。一方で

コロナは我々に数多くの教訓を与え、新しい技術開発や投資、制度ももたらすだろう。

今回はやや気が早いが、長いトンネルの先の行政の姿を 5 つの教訓を掲げて考えて

みたい。 

 

●教訓1：やはり政治が社会を統率する 

 

 コロナは半ば天災だが、対応次第で地震や台風以上に被害の規模が大きく変わる。

だから人災でもある。早々にロックダウン（都市封鎖）をした米カリフォルニア州と遅れ

た米ニューヨーク州では、死亡者数に大きな違いが出た。有能な為政者のもとでないと、

命が危ないと分かった。また有権者は今まで他の自治体の首長の仕事ぶりを知ること

がなかった。だが今回はニューヨーク州知事や東京、大阪の知事の仕事ぶりが広く全

国に報道された。有権者は今まで以上に慎重に首長を選ぶだろう。 

 

●教訓2：平時から災害モードへの転換を織り込む 

 

 今回はホテルに軽症者を収容する。災害時に、学校の体育館は避難所になったが、

今までホテルが病室になるという想定はあまりなかった。だが「Hotel」に 3 食のルーム

サービスと医療を足せば「Hospital」になる。実は語源も同じで不思議なことではない。

だが実際に機能転換するとなると、ホテルも行政も躊躇（ちゅうちょ）する。あらかじめ

想定して、協定などを結んでおくとよい。 

 

 ちなみに自衛隊も災害モードへの転換が想定された組織だろう。戦争という有事はめ

ったに起きない。災害救助隊の仕事のほうが出番が多い。 

 

 機材も人も、災害専用の投資は平時に遊んでいるので高くつく。家具でも機材でも有

事には即座に災害モードに転換できるものを備えると効率的だろう。 

 

●教訓3：利権化しやすい補助金よりも保険制度を用意すべき 

 



 今回は被害者救済の手段に補助金が使われる。緊急かつ被害が甚大だからそれは

よいのだが、本来はこの種のリスクに備えた保険制度が用意されているべきだった（不

可抗力による長期休業保険、廃業保険）。なぜなら補償すべきは「事業収入減（事業リ

スク）」ではなく、個々人の「生活苦リスク」である。だから本当は従業員の雇用を守るた

めに事業者に補助金を出す必要はない。 

 

 救うべきは従業員の生活そのものである。政府は本来、事業者経由でなく直接、個々

の従業員に対して休業保険や失業保険を使った支援をすべきである。実際にはそうい

う制度は用意がなかったので補助金を配るしかないし、今回は速やかにそうすべきだ

と筆者も思う。だが、今後に向けた教訓としては保険制度を整備すべきだろう。 

 

 補助金ではなく保険がいい理由はもう一つある。公金や公金で買った商品を個人に

配ると、不公平が生じたり、口利きなど新たな政治利権が発生したりしかねない。和牛

向けの“お肉券”を配る案が批判を浴びた理由の一つはこれだろう。 

 

 飲食、イベント、旅館、タクシー等のサービス事業の場合、今回の巨大な不可抗力を

前に余裕のある経営者は少ないだろう。無理はせずにいったん休業して社員は解雇し、

あとから全員を雇い直すのも一案だろう。ちなみにあるタクシー会社は「当面は失業保

険で食いつないでくれ、あとで必ず雇うから」と全員をいったん解雇した。そのほうが社

員の手取り額が多いと分かっていたからだ。 

 

 ちなみに先述の休業保険、廃業保険の経営者版も用意すべきだろう。制度は政府が

用意し、加入を啓蒙・促進すればいい。 

 

 なお保険を通じた公的手段の順序は、自助、共助、公助の順である。当事者である被

害者があらかじめ保険に入っておく（自助、共助）。そのうえで原資として政府が若干の

補助金を出す（公助）。実は医療保険も実質的には同じ方法で運営され、約半分の費用

を政府が負担している。 

 

●教訓4：制度と世論のバランス 

 

 最後の最後に困っている人を救済できるのは政府しかないという事実も広く確認され

た。ただし原資は税金である。国民が出し合ったお金であり、誰にどう配分すべきかは、

為政者と行政だけでなく、議会や世論の動向も見ながら判断すべきだ。 

 

 例えば当初、政府が休校支援金を風俗営業で働く人々には支給しないとしたのは間

違いだった。もともと職業による差別であり許されるはずがないのだが、案の上、集 

中砲火を浴びて方針転換を余儀なくされた。 

 

●教訓5：沈黙も貢献の一つ 

 

 国会では野党議員が的外れの質疑を繰り返し、厚生労働省に負担をかけて、顰蹙



（ひんしゅく）を買った。有事の際には医療などのプロと担当省庁、自治体、つまり行政

に判断を委ねるべきだろう。議員はあとから制度の矛盾や運用方法を検証すべきであ

る。                           

    （続く） 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第214回 「専門家会議」にどこまで期待していいのか？ 

 

 

 政府の感染症の専門家会議が経済の専門家の会議体も作ってほしいと言い出した。

確かに緊急事態宣言の出口を探るには経済のプロの意見も聞くべきだろう。しかし専

門家会議ばかり作っていていいのか、本当に専門家の意見は正しいのか、本来は政

治家が官僚と相談して決めるべきではないのか等、疑問は尽きない。今回は「専門家

会議」の功罪を考えたい。 

 

●なぜ「専門家会議」が必要なのか 

 

 新型コロナウイルス対策はもちろん、最近の政策形成では外部の専門家の知見が欠

かせない。政府内部にも、ある程度の専門家はいる。感染症なら厚生労働省の医系技

官だ。彼らは専門知識を持っていて、技術用語や現場のデータを読み取る力がある。

だが彼らの日常は“事務屋”とあまり変わらないし、専門外の分野にも配属される。

往々にして最先端の研究成果や現場情報には疎い。だから国も自治体も大学、研究機

関、企業の専門家を集めて会議体を設けて政策を検討する機会が増えてきた（特に IT

分野、医療、金融など）。 

 

 では、専門家会議を置くメリットは何か。 

 

 第1に、多種多様な専門家の意見を 1カ所に集め、比較検討ができる。従来も官僚た

ちは専門家にヒアリングして情報収集していた。だが官僚組織にとって都合のいい人

選になり、また都合のいい意見だけが引用され、既存の政策の正当化に使われがちだ

った。専門家のほうも研究予算獲得のために自分たちに有利な発言をする可能性が否

めなかった（科学技術研究の方向性など）。だが関連の専門家を一堂に集めて公開会

議で議論をすると、こうしたバイアスを排除できる。 

 

 公開会議だから専門家の発言や提出資料は全て公開、検証にさらされる。だから総

理、大臣、首長（以下「政治リーダー」とする）の意向を忖度（そんたく）することなく、プロ

の誠実な意見が出されやすい。またそれらを取捨選択するとベストな政策が作りやす

い。 



 

 第 2に専門家による政策の正統性の担保や権威付けができる。専門家が何度も議論

した上での提案なら議会やマスコミも納得しやすい。特にコロナのように命に関わる選

択の場合は政府リーダーの責任が問われる。「十分に調べて決めたのか」とマスコミや

野党も迫る。専門家の意見を聞くプロセスは必須だろう。 

 

●専門家会議の意見を聞いた上でどうするのか 

 

 だが現実には専門家の意見がすべてではない。専門家はどうしても業界内の良識

（常識）に従う。感染症の専門家にとっては病気の収束が最大目標であり、その過程で

経済危機や学力低下が起こっても管轄外だし、一般人と変わらぬ知見しか持っていな

い。 

 

 だから政治リーダーは専門家の意見を丸のみにせず、別途官僚組織から上がってき

た情報や伝手（つて）を頼って得た反対の論者の意見なども集約し、最終的には自分で

政策判断しなければならない。それができていないと「専門家に丸投げ」という批判に

さらされる。 

 

●政治家の存在価値は最終的な決断 

 

 専門家が議論を尽くしたうえで、なぜ最終判断は素人に過ぎない政治家に委ねられる

のか。これは民主主義の本質に根差す深遠なテーマだ。政治リーダーの使命は、突き

詰めると国家や地域を代表して国民（住民）の存亡を決める決断をすることである。そ

のために法律で警察や軍隊をも動かす権力が与えられ、税金の使い方も委ねられる。 

 

 こうした権限は重要かつ危険なものだ。だからこそ選挙で選ばれた、そして時には素

人に過ぎない政治リーダーに委ねられている。そうしなければ、民主主義の下では「誰

もが納得する結果」に至らない。政治の本質は利害調整である。市場原理で決まらない

ことを決めていく。 

 

 例えばコロナ感染のリスクがあってもパチンコ店に行きたい人がいる。一方ではパチ

ンコ店を閉めてほしい近所の人もいる。両者の利害は一致しない。強制的に集めた税

金をどこに使うかも同じだ。 

 

 政治の世界はゼロサムゲームが多い。誰かが得をし、誰かが損をしたといわれる場

合が多い。だから政治判断、つまり選挙の結果の民意に従う割り切りの方法が編み出

されてきた。政治リーダーはそうした最終決断の権限を有権者から与えられている。だ

からその分野の素人であっても、大事な決断をしていいし、それが期待されている。 

 

 だから政治リーダーは専門家に熟議を尽くさせ、官僚に調査を尽くさせ、最後に物事

を決める。失敗しても選挙民は文句を言えない。だが判断を誤った政治家は去る。これ

が民主政治のルールだ。「政治家は使い捨てでいい」と橋下徹氏や吉村洋文大阪府知



事がいうゆえんである。 

 

●専門家の社会的責任 

 

（1）オリンピック・パラリンピック 2020東京大会の調査チームの経験 

 筆者も公共経営や行政改革の専門家として政治リーダーの意思決定にしばしば関わ

ってきた。1番シビアだったのは、2016年に携わった東京オリンピック・パラリンピックの

予算見直しチームの仕事だった。当選直後の小池百合子都知事に任命された私たち専

門家の調査チームは大会の準備状況を調べ上げ、「総予算 3兆円超えのリスク」や「経

営ガバナンス上の欠陥」を問題提起した。 

 

 専門家チームは私を筆頭リーダーに経営コンサルタント 4 人で構成し、弁護士と公認

会計士の応援も得た。知事は公約で「五輪予算の検証」を掲げていた。だから社会的関

心も高かった。チームは経営分析の手法でデータを分析しつつ、国際オリンピック委員

会（IOC）等関係者へのヒアリングを行った。また調査結果は逐一、情報公開しながら進

めた。 

 

 だが選挙の直後である。「当初計画通り準備すべき」という現状肯定派と、「大きく見直

すべき」という改革派（知事と調査チーム）との間には当初から大きな溝があった。かく

して調査チームは都庁組織を挙げての抵抗に遭い、また一部マスコミも絡んだ政治プ

レッシャーにさらされた。 

 

 もちろん調査チームは東京都が設置した公式機関だ。都民の視点から事業投資の費

用対効果を検証し、客観的な意見を出そうとしていた。ところが調査を知事選挙の延長

で、あるいは翌年の都議会議員選挙の前哨戦と捉える人たちは、「政治的な狙い、結論

ありきの調査だろう」と批判した。それでも紆余曲折（うよきょくせつ）を経て最終的にチ

ームは合計約400億円の投資額の削減を提案し、都はそれを実行した。 

 

 調査結果に対する評価は様々だった。海外プレスの多くは「着工寸前のたった 3 カ月

の間にあそこまで調査・提言できたのは上出来」と評価した。かたや国内の反応は賛否

両論、様々だった。大幅削減を期待していた人たちは「たった 400 億円か」と落胆し、当

初計画通りを主張していた人たちからは「今更余計な横やりを入れないでほしい」と批

判された。 

 

（2）国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の場合 

 もう一つ苦労をしたのは 19 年夏の愛知県の「あいちトリエンナーレ検証委員会」であ

る。ここでは元従軍慰安婦を象徴した少女像や昭和天皇の肖像を燃やす作品が展示さ

れた「不自由展」の再開の是非を検討した。私は副座長として報告書を執筆したが、委

員会は最終的には「不自由展」は条件付きで再開すべきと提案し、それに従って県は展

示を再開した。結果的に混乱なく再開し、会期を終えることができた。 

 

 このケースの場合は、マスコミは総じて好意的だった。彼らが大事にする表現の自由



を調査チームも主張したからだ。しかしネット上では様々な誹謗（ひぼう）中傷を受けた。

批判の多くは昭和天皇の肖像画を燃やすシーンを含む動画作品を再展示することへの

抗議だった。 

 

●専門家と政治リーダーの関係 

 

 以上 2 つのほかにも、私は政治リーダーからの依頼で専門家チームを率いて調査・

提言する場面を数々経験してきた。日本年金機構のシステム調達の方法、滋賀県の新

幹線新駅設置問題、福岡の新空港建設問題、大阪の地下鉄民営化や泉北高速鉄道の

民営化、横浜市の動物園の統廃合の是非、長野県の美術館の建て替えの是非など事

案は様々だ。 

 

 多くのケースで記者たちからは専門家としての中立性と政治との距離のバランスをど

う保っているのか、と問われた。これに対する私の答えは次の通りだ。 

 

 第 1 に今、目の前に起きる問題への関与を求められた場合、極力、解決に貢献する

のは専門家としての社会的責務である。政治リーダーが何党関係者であっても変わら

ない。選挙で選ばれた政治リーダーが出す問いに答えを示すのはプロの社会的責務

である。だが、第 2 に助言の相手の政治リーダーに問題を解決できる見通しがない場

合は参加しない。これは実行能力がない場合、選挙目的等で不誠実な場合、方針が最

初から合わないと分かっている場合である。 

 

 仕事を受ける際には注文をつけることも多い。例えば情報公開である。私は「なぜそ

のような提案をしたのか」「どんな調査をしたのか」を問われた場合に必ず自ら説明をし

たうえで、ブログなどでも発信する（守秘義務の範囲内で）。その際、政治リーダーや官

僚組織がなかなか言えない複雑な事情をオフレコで代弁することもある。まれには、事

態が重要局面を過ぎた頃に「実は自分は当初は政治リーダーと違った意見を提示して

いた」といった経緯を明らかにすることもある。そのほうが他人と自分に対して誠実だ

からだ。 

 

●専門家の参画の効果は事後検証が必要 

 

 専門家チームの仕事の妥当性は事後に厳しく検証されるべきだ。オリンピック・パラリ

ンピックの場合、2021年に大会が開催され、さらに数年後に 2016年の調査チームの見

立てが正しかったか否かが明らかになる。例えば私たちは東京湾の真ん中に巨費を

投じてボート競技場を作る計画に反対した。だが IOC と国内競技団体は、競技場は将

来にわたって有効活用されるし、赤字も出ないと主張した。結果がどうなるか、いずれ

わかる。 

 

 また愛知トリエンナーレについて専門家チームは「次回以降も愛知県はトリエンナー

レを開催すべきだ」と提言した。それに沿って愛知県は民間の会長候補者の就任の内

諾を得て準備を始めている。この提案が正しかったどうかは 2 年後の開催実績が証明



するだろう。 

 

 専門家チームの仕事の妥当性はメディアと研究者がぜひチェックしてほしい。そこか

ら今後の専門家の関与のあり方、そして政治家が専門家を使いこなすノウハウが情報

公開され、ひいては専門家と政治リーダーの連携の質が上がっていくのである。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第215回 駅前や撤退したショッピングモールにシェアオフィスを作ろう 

            ――新たな自治体の企業誘致戦略 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大を機に、都心のオフィスを縮小する動きが出ている。

日立製作所は2021年4月から在宅勤務比率を5割程度にする方針を示し、ITベンチャ

ーの中にはオフィス自体をなくす動きも出ている。こうした流れが広がれば、都心一極

集中、さらに東京一極集中が崩れるという見方もある。今回はこうした流れはどこまで

定着するか、この機を捉えて自治体はどう動くべきかを考えてみたい。 

 

●リモート勤務の功罪 

 

 緊急事態宣言の発出に伴うステイホーム期間には、多くの人が在宅勤務（リモート勤

務、テレワーク）を経験した。「オンライン会議やチャットでも打ち合わせはやってみたら

意外と快適」「何より通勤時間がないのは快適」「家族と過ごす時間が延びた」といった

前向きな反応が多い。一方で、毎日一人でいると寂しい、フェース・ツー・フェースの関

係なしで新入社員を育成するのは難しい、初対面の顧客への営業は厳しいということも

分かった。要は何でもオンラインでよいというわけではないと分かった。 

 

 若者たちはどうだろう。やっと僕らが言ってきたとおりになったという声の一方で、狭

い家には大きなディスプレイの置き場所がない。子どもが泣いている横で、そして家族

がオンライン会議をしている横では集中できないと嘆く声もある。中には「満員電車に

乗るたびに社畜になったと思っていたが、今は家にいると家畜になった気分」と言った

皮肉なコメントもあった。 

 

●都心のあり方 

 

 在宅勤務が広がる今後の都心のあり方について不動産の専門家にヒアリングをして

みたら、場所次第という答えだった。全体的にディスタンスを考え、一人当たり床面積を

増やす傾向がある。そこで出社する社員数を減らすため、フリーアドレス制にしたうえ

で在宅勤務を増やす会社が多い。 

 

 そこからさらにオフィス面積を縮小する動きもあるし、逆に借り増す動きもあるらしい。



例えば米グーグルは社員一人当たりの床面積を増やすことを決め、オフィス面積を増

やす方針を打ち出している。他も同様でシリコンバレーでは賃料が上がり続けている。

クリエーティブな社員を集め、密な打ち合わせ、ダイナミックなチームワークを維持する

には、やはり1カ所に集まる必要があるという考えだろう。要するに遊びに来たくなるよ

うな楽しい会社の環境のほうが、在宅勤務での快適さよりも生産性が高いという結論の

ようだ。 

 

 シリコンバレーの場合は短時間でマイカー通勤できる恵まれた環境が前提だと思わ

れるが、魅力的な空間と知的な刺激が出社のメリットという法則は日本でも同じだろう。

となると東京の場合、大手町、霞が関、新宿副都心のようにランチの場所すら足りず、

オフィスだけが集積する街は厳しいだろう。この点、丸の内や京橋、六本木はデベロッ

パーがすでに飲食やエンターテインメントも交えた街づくりをしてきて安心だ。 

 

●郊外の街はどうなるのか 

 

 おそらく「完全在宅シフト」も「全く在宅なし」もともに現実的ではない。各社にとって正

解はこの 2つの間にある。筆者は大企業の場合、本社の規模は維持しつつ、郊外に複

数のサテライトオフィスをいくつか置くというやり方が標準になるような気がする。 

 

 例えば本社スタッフを半分に減らし、残りは八王子市、さいたま市、鎌倉市の3つのサ

テライトオフィスに勤務する。社員は週に1回本社に会議に行くが、他の2日はサテライ

トオフィスに通勤し、後の 2 日は在宅勤務といった勤務形態だ。パンデミックのリスクを

考えると、朝夕の通勤時間帯に満員電車で都心に通勤するのは避けたい。郊外オフィ

スなら広々とした空間が取れるし、通勤時間も短くてすむ。駐車場も使える。 

 

●サテライトオフィスで社内の縦割りを壊す 

 

 さらにポジティブな効用がある。社内の部門間連携がうまくいくということだ。サテライ

トオフィスになると、その近所の社員と机を並べて仕事をするようになる。リラックスした

環境で他の部署の人との付き合いが始まり、ランチの場などで自然に部門間のコミュ

ニケーションが進む。こうした効用は新たに発生する賃料コストを上回るものをもたらし

うる。 

 

●サテライトシェアオフィスを誘致する 

 

 こうしたトレンドを先取りして、自治体も街づくり戦略を見直すといい。従来の企業誘致

は高速道路の近所の物流センターや工場の誘致が主流だった。しかし今後は企業の

サテライトオフィスも誘致対象になる。 

 

 特に注目したいのは、キーテナントが撤退したショッピングモールの跡地である。駐

車場や飲食の場所もあるのでオフィスに転用しやすい。学校校舎の転用もいい。校舎

は教室ごとに分けて使えるし、懐かしい感じで魅力がある。市町村合併で不要になった



旧町村の庁舎などもいい。あとは駅前の総合ショッピングモールである。これらに託児

所、駐車場、図書館を併設する。あるいは役場の出先なども活用する。 

 

●異業種交流の場にもする 

 

 サテライトシェアオフィスはフロアごとに特定の会社に貸すのが収益的にはいいが、

民間のシェアオフィスを誘致して個人事業主やベンチャー起業家が交流しながら仕事

する手もある。まちづくりの肝は、工場や企業など「法人」の誘致よりも創造的「人材」を

集めることだと喝破したのは米国の経済学者リチャード・フロリダである。彼は「創造都

市論」を掲げ、ボストンやサンフランシスコなどが繁栄し続ける背景には楽しいシアター

や文化施設、レストラン、本屋などがあって、そこにクリエーティブな人材が集まり、彼

らが遊びでも仕事でも刺激的な新しいものをもたらすからであり、彼らを吸引すべく企

業がその街に寄ってくるという。 

 

 今まで日本でこれが当てはまるのは金沢、京都、横浜など、もともと文化資源がある

街と思われていた。しかし今後は在宅ホワイトカラーの住民が住む街は多かれ少なか

れ、これを意識しなければならない。特にベッドタウンは、住んで安心というだけでなく、

家の近所に仕事場があって刺激が受けられる環境づくりが必須だろう。 

 

●老若男女のダイバーシティが生み出す新たな創造性 

 

 自治体がやるシェアオフィスの運営はもちろん民間企業に任せる。だが、企画は企業

任せではだめだ。在宅勤務をする多種多様な市民の意見を聴いて設計する。つまり在

宅勤務の子育てママ、IT に詳しい若い男性、在宅でアルバイトをする学生、リタイアし

た中高年など、ふだん交流の少ない市民同士が互いにアイデアを出し合いながら、ど

んなシェアオフィスがいいか、考える。 

 

 実はこのプロセス自体が新しいまちづくりであり、地域でダイバーシティを実現するこ

とにもつながる。そしておそらくそこから今まで見過ごしていた地域の生活産業のアイ

デア（地元野菜を使った食ビジネス、空き物件や余剰労働力を生かした新たな教育・福

祉・介護サービスなど）も生まれてくる可能性がある。 
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第216回 コロナについて第1波の教訓を総括しよう――都市部の広域管理体制など 

 

 新型コロナウイルスはまったくの不意打ち、想定外だった。まさかパンデミックで五

輪・パラリンピックが延期や中止になる可能性なんて誰も予想しなかった。だがコロナ

渦から早5カ月、冷静に来し方と行く末を考えるべき時期だろう。 

 

 コロナはもう聞き飽きたといわれる方もおられるだろう。だが第 2 波はありえる。ブラ

ジルや米国では第1波が収束していない。愛知県は第2波に備えた総点検の委員会を

立ち上げ、筆者もそこに参加している。コロナ対策は医療の枠を超え、官民が連携し、

個々人が気を付ける社会の総力戦だ。今のうちに来し方行く末を考えておきたい。 

 

●なぜ日本はコロナに強かったのか？ 

 

 日本は人口当たり死者数ではトップクラスの好成績を収めた。100 万人当たり死者数

は米国361人、ドイツ106人に対して日本はたった7.5人だ（6月21日時点）。政府は「日

本モデル」というが、私は 3 つの要素が大きいと思う。第 1 はマスク着用に始まる人々

の行動変容、第 2は医療従事者たちの使命感と頑張り、第 3は感染の多い都市部、特

に東京、大阪、愛知、神奈川、北海道の知事と都道府県、医療の現場がよく頑張ったこ

とである。 

 

●「マスク着用」と同調圧力の威力 

 

 マスクの効果は飛沫感染の防止だけでなく、個人と集団に大きな行動変容をもたらす。

マスクをつけるとウイルスのついた手で口の周りを触れなくなる。マスク着用で予防に

向けた心のスイッチが入り、頻繁な手洗いを心掛ける。さらに他人のマスクはまさに目

に見える形で「マスクをつけろ」と同調圧力をかける。かくしてマスクはコロナと戦う日本

人の戦闘服と化した。 

 

 人は誘惑に弱く、生活習慣はなかなか変えられない。生活習慣病に悩むわが国の医

療において「行動変容」はほとんど永遠の課題とされてきた。体に悪いと分かっていて

も暴飲暴食、喫煙、夜更かしを続ける人は減らない。ところがコロナで私たちは一斉に

マスクを着用した。それが集団のマスク着用への同調圧力へ、ひいては飲食店やパチ



ンコ店に閉店を迫る“自粛警察”と言われる動きにまで発展した。マスクおそるべし、で

ある。 

 

●都市部自治体の頑張り 

 

 パンデミックになると、社会全体を統率するリーダーが必要になる。その役割を果たし

たのが、都市部を中心とする知事たち、特に大阪府の吉村知事、東京都の小池知事、

北海道の鈴木知事、愛知県の大村知事、神奈川県の黒岩知事らだった。吉村大阪府知

事は寝食を忘れる仕事ぶりが評価され、親しみを込めての「＃吉村寝ろ」というツイッタ

ーのハッシュタグすら生まれた。 

 

 吉村知事の頻繁な情報公開と自粛要請の記者会見は、人々の心の支えとなった。と

りわけ４月７日の緊急事態宣言、ステイホーム期間の始まりに際しての「2 週間後まで

の未来は決まっているけど、そこから先の未来は変えられます」というフレーズは大阪

だけでなく全国民を感動させた。小池東京都知事もロックダウンの可能性、東京アラー

ト等、お得意のキャッチフレーズを次々と繰り出し、タイムリーな情報提供を続けた。 

 

 都道府県という役所はふだんは何をしているのかよくわからない。知事は地味な存在

で、閣僚や市町村長に比べ、ふだんはニュース番組でも見かけない。だが医療は都道

府県の担当だ。病院や保健所も管轄している。今回は各地の知事が直接市民に訴え

かけた。それが奏功し、不安解消につながった。 

 

●失策のない政府 vs 官邸を評価しない国民 

 

 国の施策はどうだったのか。わが国は感染者や死者も少なく、他国と比しての大きな

失策はなかった。緊急経済対策の打ち出しもスピーディーだった。GDP（国内総生産）

の 2割もの規模の経済対策、そして第１次25兆円、第２次31兆円、総額57兆円という

予算の規模も出色の出来といえよう。 

 

 だが内閣の支持率は４～5 カ月間に大きく下がった（共同通信調査では 2020 年 1 月

の 49.3％が 6月は 36.7％に低下）。吉村知事らの活躍の一方で、安倍総理は国民から

コロナ渦を乗り切るリーダーとしての信頼を得ることができなかった。 

 

 不人気の要因は多々ある。“アベノマスク”の配布の不手際、SNS（交流サイト）への

投稿で犬と自宅でくつろぐ姿を流したこと、記者会見で「前例のない規模の」「比類なき」

「世界に誇れる」といった抽象用語を連発する官僚の作文を読み上げ、あきれられたこ

とはよく指摘される。さらに電通等への再委託問題や PCR検査体制の不備などの報道

が重なった。 

 

 だがコロナ以前から森・加計・桜問題でもともと官邸は国民の信頼を失いつつあった。

そこに黒川検事の定年延長や検察庁法改正問題も加わり、総理のリーダーシップへの

反発につながったと思われる。 



 

●国単位での感染症対策には限界 

 

 実は感染症のコントロールは国単位では扱いにくい。わが国は世界の中では意外に

人口も国土も大きい方だ。しかも南北に細長く山がちで、気候風土と人口密度の地域差

がある。 

 

 感染症対策では地域の発生状況を保健所からタイムリーに吸い上げ、地域ごとの政

策を展開する必要がある。2 月末頃、島根県や岩手県では感染者がほとんど出ていな

かった。 

 

 それにもかかわらず総理は 3月2日からの全国一律の学校閉鎖を呼びかけ、混乱を

招いた。さらに官邸は担当省庁の厚生労働省を超え、都道府県を超えて頭越しで各家

庭にマスクを配った。加えて総理が SNSで全国民にステイホームを呼びかけた。 

 

 こうしたアクションは、そもそも官邸主導でやる必要があったのか。市中のあれこれま

で官邸が差配するという発想自体が間違っていないか。確かに状況は差し迫っていた。

国が前面に出るという気概はよい。国単位で行うべきこともいろいろある。WHO（世界

保健機関）との連携、空港検疫、ワクチン開発支援などだ。そして総理が発すべきメッ

セージがあるのもわかる。 

 

 しかしわが国は台湾、韓国、ニュージーランドのような小国ではない。官邸主導によ

る各省庁・自治体頭越しのコロナ対策はその必要性を吟味すべきだ。事前によく考えれ

ば、アベノマスクの調達と配布を巡る混乱などの問題は予想できたはずだ。医療現場

や自治体の実態を知らない官邸官僚に差配をゆだねてはならないと思う。 

 

●あるべき姿は広域管理体制 

 

 「官邸の目詰まり（総理の弁）」が明らかになった一方で、今回は隣接県の知事間の連

携が目立った。大阪と兵庫、神奈川・埼玉・千葉と東京などである。通勤・通学は県境を

越える。連携は感染症の性質に照らせば当然のものだった。 

 

 だが都道府県を超えた都市部の広域管理体制は、広域連合などの仕組みはあるも

のの、機動的な組織などの制度が用意されていない。今回はたまたま関西では大阪府

の吉村知事が、首都圏では小池東京都知事が、中部圏では大村愛知県知事が有能な

リーダーで、隣接各知事との連携がよかった。だが、第2波に向けた広域管理体制を構

築すべきだし、国もそうした枠組み作りを支援すべきだろう。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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抜本改革は過去プロジェクトの“断捨離”と“供養”から――

改革シェルパの秘密のノウハウ（その1） 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 2/6(木) 0:28  

 

改革は山登りに似ている（出典：写真 AC、クリエーター：チョコクロさん） 

 

私は「改革屋」である。３０－40代には 14年間にわたってマッキンゼーのコンサルタン

トとして大企業の改革を手掛け、この 20年ほどは企業改革に加え、行政改革（橋下

改革、小池改革など）や病院、美術館、大学、NPO、財団、さらにお寺の改革なども手

掛けている。本務は大学で改革論、企業経営、公共政策を教える研究者・学者だ。だ

が同時に「組織のコンサルタントですか」と問われれば否定はしない。多くの場合、改

革を決意した企業や自治体、団体等の社外役員や顧問などの役職となる。そして経

営トップを直接サポートする。結果的にいろいろな組織で半分外部、半分内部の兼職

を引き受けている。 

〇改革シェルパとは何か？ 

 改革の道筋は必ず経営トップ（社長、知事、市長、理事長など）と一緒に設計する。

改革は未踏の山に登る厳しさがある。主役はあくまでも経営者である。経営者がこれ

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/
https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/


なら挑める、挑みたいというピークを探し、そこに向けた登攀計画を設計する。ある経

営者は私のことを「改革のシェルパ」と呼んだが言いえて妙だ。確かにこれまで経営

者と一緒に改革という道なき山を登ってきた。その数はおよそ 100 くらいになる。絶体

絶命の危機に瀕したり（東京五輪の予算調査チーム）、抵抗勢力に追い出され、あと

から巻き返した（大阪市の行財政改革）こともあった。この連載では四半世紀にわたっ

て改革シェルパとして私が培ってきた改革術を経営トップや後に続く改革屋の皆さん

にお伝えしていきたい。 

〇組織とどうかかわるか？ 

 私のような組織外の人間が改革を手伝うきっかけは様々だ。一番多いのは社外役

員、経営コンサルタント、会計士、弁護士、機関投資家などの方々が「私の職分では

手に負えない」と相談に来られる場合。あるいは二代目経営者、経営企画担当、若手

社員グループ、まれだが組合幹部からの相談もある。もちろん経営者からの依頼で

手伝う場合も多い。 

 コミットの期間は概して長い。大阪の維新改革の場合は、橋下徹氏が知事に就任し

た 2008年から始めて今も続き、まだ課題は尽きない。企業の場合はもっと短くて 3年

程度だが社員数1万人を超える企業の場合、10年以上のお付き合いが多い。組織内

では何かの役職をいただき、役員会や理事会には必ず出る（社外役員、顧問、改革

委員会議長等）。そうでないと経営と組織の全体観が得られないし、社員から正しい

情報を出してもらえない。だからいわゆる社外の「コンサルタント」よりも踏み込んだと

ころに位置させてもらっている。 

==〇今やっている改革プロジェクトの“断捨離”と“供養” ==  

 さて「改革」は、どこから始めるか。意外に思われるかもしれないが、私は新しい改

革に取り組む前に、今やっている改革の棚卸（わたしは“供養”あるいは“断捨離”と

呼ぶ）から始める。官民問わず、大きな組織には立ち消えの改革、理想的過ぎて挫折

した改革、間違った目標に向けた改革、などが転がっている。今ある課題の分析やビ

ジョンを描く前にこれら過去の改革の経過と現状を確認し、それを整理、あるいは終

息させる必要がある。 

 改革はかつては稀にやる作業だった。だが今やどこの組織でも何らかの改革に取

り組んでいる。新しい改革は、それらとの整合性が後で問われることが多い。また、と

ん挫した改革の多くは意図は正しいが、手法が間違っていたものが多い。だからこれ

らの棚卸の作業は今後の改革の設計のヒントになる。あともう一つ大事なことは関係



者の“供養”である。過去プロジェクトの関係者は勇気あるパイオニアである。私たち

外部プロは彼らにまずリスペクトを示すべきである。だから彼らがやってきた作業の

棚卸をし、彼らの勇気と努力と成果を讃える。こうやって組織全体として過去を総括し、

また訣別し、それから新しい改革に向けた気持ちを醸成していくのである。 

〇改革の設計 

 改革は未踏の山の登山である。だから改革シェルパは経営者の意欲とスキルにあ

ったピーク（目的地）を決め、そこに至る道筋を設計する。素人がやる改革と私たちプ

ロがやる改革の最大の違いはこの作業にかけるノウハウとエネルギーだと思う。そこ

で次回以降はこれらをじっくり解説していきたいが、だいたい以下の 10個の作業が改

革という“登山”の前には必要になる。 

１．過去の改革プロジェクトの棚卸をして“断捨離”と“供養”をする 

２．何もしない場合の将来想定：ホラーストーリーの見える化 

３．新たな需要の取り込みの可能性を探る：LCC、24時間フィットネスクラブ、『大阪維

新の会』の例に学ぶ 

４．とにかく 3つの選択肢を出してみる：組織の思考停止を脱する決め手 

５．期限と目標を定めてどこかとキャッチボールを始める 

６．必ずトップを抱くチームワークにする：対外交渉でレバレッジ効果を得る秘訣 

７．書きたくないこと、見たくないことを書類で「見える化」する 

８．議題がなくても定例会議を設定する 

９．常にチームを褒める。小さな進捗を祝う 

10．追いつめると同時に助ける。第 3者を呼び込む 

 

 次回以降の連載では、これらについて順次、解説していきたい。（つづく） 



https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/20200318-00167986/ 

 

これでいいのか、日本の自動運転とスマー

トシティー都市戦略なきハイテク信仰は危険 

上山信一  | 慶應大学総合政策学部教授、改革シェルパ（戦略・組織） 3/18(水) 11:41 （有料記事） 

 

 

 連載 2 回目は「自動運転とスマートシティ」を題材に、それを戦略的に深く、深く洞察すると何が

見えるか考察したい（以下の内容は関係当事者にとっては辛らつ過ぎるかもしれない。だがマスコ

ミ論調に惑わされず、物事の本質を深く洞察してみるという本連載の趣旨に照らしお許しいただき

たい）。 

 筆者はこの 1 年、大阪府市の特別顧問として全国と世界のスマートシティ戦略を調査し、評価し

てきた。大阪の現地の現実にとって真に意義あるスマートシティ戦略を描く目的である。調査を経

て痛感したのが、先端技術の先進性だけで将来像を描く日本のスマートシティブームの内容の危

うさ（失礼）、そしてそれとは対照的な欧州都市のしたたか、かつ堅実な戦略性である（ちなみに技

術開発で先行する米国や中国も社会、経済、人間に対する洞察が浅く、範とすべきか疑問であ

る）。 

 

●秀逸な欧州の QOL志向 vs 時代遅れの日米中のスマートシティ 

 

 自動運転やスマートシティ分野の先端技術開発では米中が先行し、日本が追い、欧州はその後

塵を拝する存在といわれる。しかし、欧州諸都市のスマートシティ戦略は、そもそも先端技術に過

剰な期待をしない。スマートシティは、都市における人間の QOL（クオリティ・オブ・ライフ）をあげる

課題解決策のパッケージであるととらえ、技術は単にそのための一手段と位置づける。 

 例えばノルウェイの首都オスロは 2003年に「都市から自動車を締め出す」ことを目標に掲げ、駐

車場を 1000 以上も削減し、トラムを街の背骨として自転車道を整備し、そのうえでオン・ディマンド

型カーシェアを普及させる戦略を展開する。オーストリアのウィーンも脱クルマ社会を目指し、その

政策の実現手段の一つとして MaaS（Mobility as a Service）を位置づけ、自動運転はそのための

単なる運搬手段の技術的進化とみなしている。彼らは冷徹に都市の現実を見据え、新技術をテコ

に都市と暮らしのあり方の刷新を図る。欧州諸都市の多くは「効率追求、エネルギー過消費で突

っ走ってきた現代文明はいずれ行き詰まる。資本主義、民主主義の制度疲労が露呈しつつある」

と考えている。そうした社会課題の解決には、政治はもとより、都市計画や各種政策の刷新が必

須でそれをやる前提で「ハイテクも」活用すると割り切っているようだ。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/20200318-00167986/
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（注）欧州のスマートシティ戦略については、中島健祐著『デンマークのスマートシティ』、村上敦著

『ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか』などの書籍、第 6 回大阪府市スマートシティ戦略

会 議 の 資 料 7 「 テ ク ノ ロ ジ ー を 活 用 し た ま ち づ く り 」 を 参 照 。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/smartcitykaigi/smartcitykaigi6.html） 

 

●自動運転の前に都市構造を見直す―ー欧州諸都市の公共交通戦略 

 

 多くの欧州都市では、日米のように「自動運転で世の中が激変する」「誰でも自由なカーライフを

楽しめる時代が来る」なんて考えない。「運転手なし」は車両の技術革新のひとつに過ぎない。自

動運転よりも大きなテーマは、MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）や運賃の定額サブスクリプシ

ョン化である。だから自動運転技術の到来を待たずに既存のバスやトラム、メトロをつないだ公共

交通の MaaS化を始めている。そしてマイカーに変わって当面は自転車（シェアバイク、スクーター

を含む）、将来はオン・ディマンド・シェア・カーがドア・ツー・ドアの移動の決め手になると期待を寄

せる。こうした都市の交通政策の全体シナリオにおいて自動運転とはオン・ディマンド・シェア・カー

の運行コストを下げる手段に過ぎない。主目的はそれで公共交通が便利なドア・トゥー・ドア移動

の手段となること、そして、都市住民がマイカーを手放すことである（郊外は例外としつつ）。 

 

 したがって各都市は、スマートシティの実現の重要手段としてまずはローテクの自転車に期待し、

それに ICT を実装したシェアバイクを普及させる。日本のようにひたすら自動運転を礼賛し、待ち

望む気配は全くない。むしろ MaaS の実現を目指し、そのために自治体が異なる交通事業者を束

ねて、運賃収入をプール化して利害を共通化する運輸組合の構築をめざす（ドイツが先行）。運輸

組合はバス会社や鉄道会社の疑似的な経営統合に近く事業者間の競争をそぐという批判もある。

だが最近では公共交通は公共財であり税金で賄うという都市政策の考え方が優越しつつある。 

 欧州都市のこうした動きはフライブルグ（ドイツ）、ナント（フランス）等の小さな街のこの40年ほど

の試行錯誤に始まり、アムステルダム、オスロ、ストックホルム、バルセロナなど各地に浸透しつ

つある。多くの欧州都市は人口が10万から数十万人程度しかない。スプロール化（都市域の無秩

序な拡大）を防ぎ、中心部を高層化して人口密度を高める政策が有効だ。都市内では公共交通

機関だけで暮らせるようにトラムと自転車道を整備し、車の乗り入れ規制をかけ、周辺部には開

発規制をかけてきた。欧州都市にとってスマートシティ戦略とはこの 40年来、目指してきた車社会

との決別の最終手段であり、エコシティ戦略、コンパクトシティ戦略、そして 21 世紀に向けた都市

計画の一形態なのである。 

 

●車中心主義が日本の地方都市を疲弊させた 

 

 日本ではどうか。電車やバスなど都市の公共交通の担い手には私企業が多い。そのためか公

共交通は公共財＝みんなで支えるという意識はやや薄い。背景には私鉄や JR 各社が高度成長



の中で関連事業で収益を上げてきたことがある（交通事業の赤字には社内で補填）。だが路線バ

スは運転手不足や赤字が多い。少子高齢化が進めば鉄道の運賃収入や商業収入も減っていく。

各社の黒字経営がどこまで持続可能か疑わしい。一方で地域では高齢化で免許を持たない人が

増え、車が一般的な移動の手段でなくなる。路線バスが廃止され、車も運転できなくなると空き家

が増加し、さらに都市部から遠い町は次第に放棄されていくだろう。 

 こうした公共交通の危機を見越して、わが国でも最近、やっと地方都市の零細バス会社の経営

統合を公正取引委員会が独占禁止法の適用除外として見直す話が出てきた。だが公共交通を公

共インフラと捉えたり料金無償化の議論はまだ始まったばかりだ。かろうじて誰でも自由に移動す

る権利を人権と考える交通権の意識はでてきたが、全体におそらく欧州より３０～40 年遅れてい

る。 

  

●米中のスマートシティ論は模範とならない 

 

 米国はどうか。米国のスマートシティ戦略は今の暮らしや車社会の街の姿を肯定し、恵まれた人、

強者が新技術を使いこなしてもっと豊かに強くなるという個人の視点が先に立つ（ロボタクシーの

中で一人で会議の映像を見ながら通勤するカッコいい若いビジネスマンの姿等）。総じて都市の

貧困格差、社会的孤独、インフラ老朽化といった現実は横に置き、新技術とそのビジネスチャンス

に注目しがちで、おしなべて人間や都市のあり方に対する反省、問題意識が薄い。 

 

 中国も似ている。今の都市の姿を肯定し、ICT ですべての情報を合理的に監視制御し、交通量

に合わせて信号機のサイクルが瞬時に変わり、信用スコアの棄損を恐れて人々は行動し、街は

安全に便利になると予言する。だが住民の QOL や幸せにとってそれが何を意味するのか言及は

ない（究極の機能主義ともいえるが）。そして投資や費用負担、金額への言及がないまま中国版

のスマートシティを輸出商品にしようとする。 

 米国も中国も国土が広く余裕がある。また、米国では社会全体、コミュニティのあり方よりも個人

の自由が優先される。だから都市もどんどんスプロール化して車中心社会が出来上がった。中国

も広いうえに米国を意識し、米国型の都市づくりを目指してきた。そのため町が広がっている。 

 

●自動運転の導入の前に脱・車依存に向けた都市戦略を 

 

 戦後の日本の都市づくりも主に米国の政策を真似た。自動車産業を振興する都合も相まって車

中心の街づくりを続けた。都市を拡張し、スプロール化させる道路建設が続き、路面電車は廃止さ

れた。その結果、昨今の中心市街地の崩壊とシャッター通り化、そして郊外の巨大モールだけが

栄えるいびつな街の姿となった。 

 こんな状況の中でさらに車を便利にするのが果たして正しいのか？自動運転を期待する前にそ

もそももっと車を便利にする必要があるのか、考え直すべきだろう。 



 日本の自動運転ブームは都市の課題を理解、分析しないまま、夢の解決策（ソルーション）とし

て自動運転のすばらしさばかり語られている。だがソルーションを提示する前に課題をよく分析べ

きだ。多くの都市の衰退の原因は中心部に車を増やし、駐車場をつくり、結局、歩ける楽しい街を

壊してきたことにある。だとすれば今後は「もっと車を（more or better car)」ではなく、「脱・車（less 

or no car)」を目指すべきであり、その前提の中で「車を減らすために自動運転車をどう使うか」を

考えることこそが都市戦略になるはずだ。 

 ちなみに今のような中心市街地の惨状を放置したままでマイカーをことごとく自動運転車に置き

換え「誰でもどこでも自由に自動運転で行ける」状態にしたら何が起きるか？街はますます荒廃す

るだろう。車優先の都市政策を変えないまま、単にマイカーとして自動運転車を普及させることは、

まるでかろうじて残ったサンゴ礁にオニヒトデをばらまくのに等しいとすらいえないか？ 

 

●各地の「実装実証実験」は企業の悪弊の”官から民へ”の移植 

 

 さて、わが国のスマートシティ戦略の中身のなさを象徴する現象が、実は各地の「実装実証実験」

ブームである。これらはほとんどが実験の意味をなさない。なぜなら既製の自動運転車は、完成

度が高い。どこでもちゃんと走る。そんな車の走行実験を首長がイベント感覚で誘致し、たった一

日だけ走らせる。それで「実証実験に成功」と地元メディアが持ち上げる。これではまるで海の向こ

うのどこかの国と同じではないか。 

 わが国の政府・自治体の各種計画書には頻繁に「先進技術の実装」「実証実験」という言葉が出

てくる。象牙の塔の研究ではなく実践的でいたいという心意気はよい。だが、中身のない今の「実

装実証実験」ブームの姿は「頭を使う前に現場主義の名のもとにひたすら走り回る」という最近の

劣化した日本の大企業の行動様式（失礼）を自治体に移植（官から民へ）したかのようだ（失

礼・・）。 

 そもそも都市は有機体であり、工場や実験室とは違う。仮に技術の妥当性を検証したところで、

それだけで解決できる問題はほぼ皆無である。たとえばお年寄りの足を確保するために自治体が

自動運転サービスを提供しようと考える。それはよしとして自治体は同時に免許を返納したお年

寄りが郊外にパラパラ分散して住むような街のあり方自体を見直すべきだ（思い切って町をたた

む）。スプロール化を都市計画で規制せず、気の毒だからと自動運転車による高齢者の足の確保

を議論するのは、まるで穴の開いたバケツに水を入れるようなものである（費用を負担させられる

若年層が可哀そう・・）。 

 

●自動運転は携帯電話のように普及しない 

 

 さらにいえば、様々な企業、シンクタンク、政府機関等が描く日本の都市の未来の自動運転の

姿は荒唐無稽である。財政難と高齢化、そして一部住民の貧困化に悩まされる都市の将来の不

都合な真実を見ていない。自動運転車両の導入コスト、拡張余地の乏しい道路の幅員と輸送容



量を前提に考えると、今のマイカーがすべて自動運転車に置き換わり、運転免許のない人も自由

に乗る――といった携帯電話的な普及の姿（夢の未来図）は絶対に描けない。 

 日本の多くの場所では道路の車線が片道２つ以上もとれない。全員が乗れば今より渋滞が増え

る。「誰でもいつでも自動運転のマイカーで移動し、運転の苦痛から解放される」ような場所はへき

地か有料道くらいではないか。技術信者は「将来はシェアするので駐車場はあまりいらないし、マ

イカーが減る」と気楽に言うが疑わしい。郊外から都心に来ていちいちシェアカーに荷物や子供を

移す手間はどう考えるのか。そもそも今のバス代すら高いと嘆く一人暮らしのお年寄りの費用負

担をだれがするのか。疑問は尽きない。 

 都市の中や周辺では自動運転になっても車の走行台数は増やせない（よほど人口が減少すれ

ば OK だが、道路を維持する税源を負担しきれない・・）。究極のところ、日本では「お金持ちはタク

シーか自動運転で楽なマイカー」「庶民は自動運転の相乗りタクシー（オンデマンドシェア）を利用

し、行政が補助金を出す。つまりバスより便利でタクシーより安い」という程度の状況改善、つまり

高齢化で状況悪化した利便性をやや回復する程度にとどまるのではないか。 

（注）自動運転車は都市の専用レーンを走るバス、深夜の高速道専用レーンを走るトラックや墓地

や別荘地、工場内などの業務用車両での実用化は早い。上記議論は一般人が現在、マイカーや

タクシーで移動するトリップの自動運転化についてである。 

 

●技術を言い訳に経営課題を直視しない 

  

 あと一つ問題がある。こうした仮説を誰かが口にしたとたん「まだ技術開発も終わっていないの

で、そうしたことはその時に考えればいい」という一見まともだが間違った意見が出されがちだ。人、

社会、経済に関する外部環境の分析と技術開発は同時に行うべきだ。なぜなら技術は開発できる

が、外部環境は簡単には変えられない。どの程度、技術開発に人とカネをつぎ込むのか、その判

断自体が外部環境の分析にかかってくる。「とりあえず技術の未来を考えよう」という日本企業に

ありがちな技術先行の戦略は極めてハイリスクに思えてならない。 

 

●そもそも国主導で都市の未来が考えられるのか？ 

 

 わが国のスマートシティ戦略にはもう一つ決定的な間違いがある。中央集権型＝国主導で「スマ

ートシティ（国交省、経産省）」「スーパーシティ（内閣府）」を普及させるという発想自体が間違いだ。

都市の姿は極めて多種多様だ。スマートシティの姿もそれぞれの地域が自分で考えるしかない。

ところが、わが国では政府が（IT ベンダーやコンサルテイング会社とともに）海外先進諸国のスマ

ートシティ戦略を勝手に解釈（あるいは咀嚼？）し、それを全国に普及させようとする。結果として

上（国）が下（自治体）を一律的に煽る（いつもの）仕事のやり方になっている。こうした仕事のやり

方はあまりに昭和的、途上国型であり、およそスマートでもスーパーでもない。 

 



●大都市には課題が山積み 

 

 スマートシティ戦略に限らず、国（政府）は大都市問題への洞察がない。なぜなら、わが国の中

央省庁は主に地方（いわゆる郡部）の振興に人材とエネルギーを傾け、都市のことは都市の成長

力に委ね、放置あるいは無関心できた。故田村明氏（元横浜市局長）をはじめ、都市政策の主だ

った先人も自治体で育ち、活躍した。そんなわが国政府が海外諸都市のスマートシティ戦略の本

質を正しく理解し、各都市に伝授できるかはなはだ疑わしい。またスマートシティ戦略にしろ自動

運転にしろ、誰が技術導入のコストを負担し、その結果、都市の姿がどう変わるのか。各都市の

財政事情や都市経営の視点に立ったビジネス的な洞察が必要だ。中央から抽象的に見ていても

何もわからないだろう。 

 ちなみに直接、スマートシティ戦略を描いたものではないが政府が掲げる「Society5.0」も内容が

ない（失礼）。別に何も間違ったことは書いていないが、その辺にふつうにある教科書と何も変わ

らない。いつまでに誰がどういうリスクをとって何に投資し、何ができるのか、さっぱりわからない。

戦略性が極めて乏しい。 

 

 民間企業も戦略性を欠いている。大手通信事業者や IT 関係者は、ひたすら「５ｇ」「自動運転」と

いうが、目の前の都市のハードの老朽化、都市の財政難、人手不足などの問題を認識していない

ようだ。５ｇの整備どころか今ある道路を維持する財源探しに四苦八苦しているのが自治体の現

実である。大都市の現実的な経営課題に肉薄しないまま、単に先端技術ができることだけを並べ

立てるのは無責任である。 

 

 要するに、現在のスマートシティ戦略は総じて技術先行、ビジネス先行の夢物語のオンパレード

であり、例の荒唐無稽なシンギュラリティ論（人間の能力を 2045 年頃にコンピューターが追い抜く

説）の系譜にも連なる愚かさを禁じ得ない。自動運転もスマートシティ戦略も、国や企業が主役で

はない。各都市が自分の頭で住民の前に横たわる現実をまず直視する。政府の方針をもとに全

国を一律的に考えると大きく間違える。地域社会、人々の暮らし、インフラの状態、財政事情につ

いての冷静な現状分析がまず必要だろう。 

 

（注１）上記の議論は、公開資料と筆者の独自の研究調査に基づく個人的見解です。大阪府市の

公式見解ではありません。誤解なきよう。なお、お読みになったご意見、ご感想、反論をぜひ、コメ

ントでお寄せください。また、大阪府スマートシティ戦略部では、団地、公園、非公道の府有地等で

の具体的な自動運転サービスの事業スキームを検討中です。ご興味ある企業の方はぜひご連絡

をお取りください。 

（注２）大阪府市のスマートシティ戦略会議の検討体制は、2019 年春に府市合同の専門チームを

設置し、まず専門家ヒアリングを始めました。夏以降は知事と市長が出席するスマートシティ戦略

会議（7 回開催）で議論を深め、2 月上旬に戦略の骨子がまとまったところです（参考資料：大阪ス



マートシティ戦略  Ver1.0 素案 （第 7 回大阪府市スマートシティ戦略会議資料 ：

http://www.pref.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/smartcitykaigi/smartcitykaigi7.html）。また上記に加

え、個人的な作業として海外都市の訪問調査と欧米識者との意見交換を行いましたが、まだまだ

調査中ですので読者の皆様からの情報提供を歓迎します。 



 

 

民間ビジネスのノウハウで社会を変える  

「改革のシェルパ」が語る仕事術とは 
Yahoo!ニュース個人編集部  | 編集部 3/26(木) 12:01  

•  

『改革プロの発想＆仕事術（企業戦略、社会課題、まちづくり）』 

最近、官と民との垣根を越えたビジネスや社会問題の解決の成功事例が数多く生まれています。

空港や水道などインフラ設備の委託や PPP、PFIと呼ばれる官と民の共同事業の仕組みも広がって

います。  

実は大都市の土地の２割強は自治体が持っており、自動運転や５Gを見込んだ遊休地の活用や民

間と共同での低層ビルの建て替えなど、アセットやインフラを上手に活用した公民連携のビジネス

モデルが次々と生まれることも見込まれます。  

企業にとっては公共インフラの市場開放の流れは大チャンスである一方、行政にとって企業との協

業は未知の世界。そんな両者に対し、例えるなら登山の「シェルパ」のように寄り添ってサポートを

するのが、慶應義塾大学総合政策学部教授で、経営コンサルタントでもある上山信一さん。  

https://rdsig.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPgt0DaoFePiUAyhwxEv17/RV=2/RE=1585625988/RH=cmRzaWcueWFob28uY28uanA-/RB=lio4JXvO_9vkJPE8Xa6uVab1o4I-/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLnlhaG9vLmNvLmpwL2J5bGluZS95YWhvb3JvdXBlaXJvZWRpdC8A/RK=0/RS=kkuYem.51cwRwFRR6dWSY0JBuJE-
https://rdsig.yahoo.co.jp/media/news/bylines/ueyama_1/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLnlhaG9vLmNvLmpwL2J5bGluZS91ZXlhbWFzaGluaWNoaS9zdWJzY3JpcHRpb24v
https://rdsig.yahoo.co.jp/mh/click/logo/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLnlhaG9vLmNvLmpwLw--


元マッキンゼーのパートナーで大企業のリストラや M&Aを数多く手がけ、大学教授に転じた後に、

橋下徹氏や小池百合子氏らのブレーンをはじめ愛知県や新潟市など全国各地の知事や市長の特

別顧問を務めてきました。  

さらに最近では、お寺やNPOの改革、村おこしなどもボランティアで支援されているという上山さん。

そんな改革支援のプロフェッショナルである上山さんが自ら定義する「改革のシェルパ」とは、一体

どういう存在なのか。  

その変遷や、最近の行政と民間の協業の動きについてなど、じっくりとお話を伺いました。  

単なるサポート役ではなく、責任感を持って共に歩む存在としての「シェルパ」 

 

――上山さんが自らを「改革のシェルパ」と称されているのは、どういう意味合いがあるのでしょうか。  

上山：シェルパはもともとネパールの少数民族の名前です。そこから転じて、過酷な山々に挑む登

山家たちのサポートを専門とするプロフェッショナルのことをいいます。  

ネパールのシェルパは豊富な登山歴と周到な計画性、どんな困難にも立ち向かうメンタルタフネス

を持っています。よく知られるとおり、彼らが数々のエベレストの登頂記録を陰で支えてきました。  



企業の改革、M&Aの後のPMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）、そして激しい選挙を経て当

選した改革派の知事や市長が取り組む自治体改革は、険しいヒマラヤの山々へのアタックに似て

います。簡単に攻略できるものではありません。  

しかし、「これは数年前にサポートしたあの件のスキームを使えばいけそうだ」「ここから先は危ない。

しばらく待とう」といった具合に、数多くの過去の体験をベースに戦略を練るのがシェルパです。  

その際にはクライアントとなる知事や経営者の行動スタイルの見極めが大事です。ゆっくり考えてか

ら動く人、動きながら考える人など、まさに千差万別。そして、それに合わせて登頂ルートやメンバ

ー、ペースを設計するのです。  

ともかくクライアントに寄り添って動く。そして運命を共にする。だから最近は僕はコンサルタントとい

わず、「シェルパ」と名乗るようにしています。 

――アメリカでいう「チェンジエージェント」や「カタリスト」がニュアンスとしては近い存在になります

か。  

上山：外からやってきて組織を刺激する第三者のことですね。私もそれはやります。というか、マッキ

ンゼーの頃はそれが得意で、グローバルチームのリーダーもやった。今はむしろ孤独な経営者に向

き合う比率が多い。年齢を重ねてきたせいもありますが。  

シェルパの使命は、もちろん経営者が苦難の山登りの過程で力尽きそうな時にサポートし、99％の

ところまで奮い立たせること。一方で燃え尽きないよう、撤退のシナリオも常に考えておくことが大切

です。  

期間限定でありながら、事業の成功を左右する存在がシェルパです。そもそも、一緒に山に登るこ

とで自分の命も賭けているわけですから。 

そういう意味では厳然として社内の大勢とは真逆の方向を提示し、経営者の代わりに集中砲火を浴

びることもある。行政改革では特に守旧派議員から目のカタキにされたりもします。しかしそれで問

題のありかがあぶり出されるわけで、本望でもあります。  

――なるほど。そんな上山さんのこれまでのキャリアについて、改めて伺わせてください。  



上山：子供の頃から旅と鉄道が好きで、大学卒業後は旧運輸省（現国土交通省）で働き始めました。

しかし、米国のプリンストンの大学院に行ったら、ちょうど航空規制緩和の時期で航空局の仕事がど

んどんなくなっていった。おりしも日本も国鉄分割民営化（JR民営化）の時期で、「自分自身を民営

化しよう」と考え、次の職を探すことにしたのです。28歳の時のことでした。  

しかし、当時日本で転職はまだ珍しい時期です。元官僚だからビジネスセンスも未知数。でも親戚

はみんな大阪商人で、僕も経営には前から興味があった。だから、たまたま知人が国鉄を辞めてマ

ッキンゼーに行ったので、私も受けてみたんです。  

当時はあの大前研一さんが支社長だったのですが、取り繕うこともなく思ったことをそのまま話して

みたら、「面白い。ぜひ来なさい」となり、コンサルタントの修業を始めることになりました。これがシェ

ルパの道への第一歩でしたね。  

――マッキンゼー時代にはどういう仕事に携わっていたのでしょうか。  

上山：メーカーから製薬、放送など内外の大企業の経営改革や戦略見直しに、14年ほど携わって

いました。  

官僚出身なので、外資系の世界もビジネスもまったく初めて。最初のうちは日々驚くことだらけでし

た。多角化、リストラ、グローバル展開など、当然一筋縄ではいかない仕事ばかりです。本当に毎日

が山あり・川あり・谷あり、極めて充実していました。（笑）  

そうこうしているうちに、５、６年もすると自他ともにどうもコンサルタントに向いているとわかってきた。

お客さんもついてきて、成果が出て喜んでもらえると心底うれしい。でも好物と一緒で、同じことばか

りずっと続けていると、進歩がなくなってくる。 

最終的にはパートナーとして楽しくやっていたのですが、43歳の時に新しいことにチャレンジしようと

決めました。ちょうどその頃、アメリカ発で世界中に「行政評価」「行政経営」という新しい波が生まれ

ており、そこに着目しました。  

行政改革に必要なのは民間のビジネスノウハウだった 



 

――いよいよ上山さんが行政改革に関わることになるわけですが、2000年頃の日本は具体的にど

ういう風潮だったのでしょうか。  

上山：国も自治体も財政赤字が深刻化し、無駄な事業はやめたい。だけど政治的しがらみでやめら

れない。そういう時代でした。  

国の動きは鈍かったのですが、自治体では三重県の北川知事や岩手県の増田知事ら改革派の首

長が出て、これまでの「官」のやり方をがらりと変え、「民」の成功例やフレームワークを取り入れる

動きが起きていました。  

それで僕ら民間若手のコンサルタントも協力して、各地の県庁の改革が始まったのです。たとえば

顧客起点のサービスデザインや「ロジカルシンキング」などは、企業経営では当時すでに当たり前

になりつつあった。でも官では知る人ぞ知るといった程度のものでした。  

たまたま私は公務員とマッキンゼーの両方を経験した。それで、「自分の新たなミッションは、官に

民のノウハウを伝えることだ！」と思い立ち、2000年頃から逗子市を皮切りに福岡市、大阪市、横

浜市、岩手県など多くの自治体改革に次々と関わるようになったのです。  

――自治体の改革のやりがいや目指すところは、どういうところにあるのでしょうか。  



上山：大阪がそうですが、長年改革に関わっていると目に見えて街が明るくなっていく。行政が率先

して改革すると、企業も投資をし始め、地域全体にいい循環ができる。あわせて、改革の対象として

の自治体の面白さは、水道から教育まで社会インフラや地域サービスに幅広く関われる点でしょう

ね。  

難しさは民間とは違ってゴールが複雑なこと。自治体は、社会基盤を支えること自体がミッションで

す。しかしゴミ処理施設の建設など具体案件になると、市民の間で利害関係の対立も起きる。  

一方で「公共事業」は事業である以上、企業経営に似た面も持っています。予算に見合った最適な

成果が求められますし、納税者や利用者は顧客です。海外の大学院には MBA と並んで「公共経営

（MPA）」を教えるスクールもあるほど。  

今までの日本は国民を統治の対象者とみてきましたが、国民、住民は本来は顧客、株主、そしてパ

ートナーです。公共のあり方は、社会全体をみてもっとシステマチックに考えなければならないので

す。  

――官の改革は、民間企業以上に難しいのではないでしょうか。  

上山：はい、10倍以上難しい。しかも、官の動きはとても遅い。DX（デジタルトランスフォーメーション）

はもとより、どんなトレンドの波も、ベンチャー、大企業、NPOの順で、官が最後です。  

また、行政の改革は利害関係者が多い。課題点のひとつひとつを検討し、軋轢を生まないように上

手に進めていく必要があります。その段取り、道筋を描くのがシェルパの腕の見せ所です。  

それが結果として住民の満足度向上や自治体の健全化につながる。さらに、東京、大阪、愛知など

大都市の自治体の事業規模はマッキンゼーで扱っていた大手企業よりも大きい。非常にやりがい

を感じます。  

もちろん、自治体特有の難しい問題もあります。例えば、議会と首長の足並みがなかなか揃わない。

あるいはいったん決まった計画をなかなか修正・見直ししようとしない。「行動の無謬性信仰」という

のですが、なかなか間違いを認めようとしない。  



――いかにも官、という印象のお話ですね……。そんな中でもわかりやすい具体的な改革事例があ

ればぜひ教えてください。  

上山：私が関わっていた件でいえば、大阪市の地下鉄の民営化。議会で 2回否決されましたが、12

年越しの議論を経て株式会社化し、収支も大幅改善しました。また、大阪城公園も民間委託で明る

くなった。  

もともとは市役所が管理し、赤字が発生していたのですが、2015年から公園全体の管理を民間委

託に切り替えました。民間企業は空き地にレストランや店を建てる投資をし、駐車場も拡充。いつ行

ってもにぎわう場所になったことで、インバウンド・来場者がさらに増え、商業収入も入り、雇用も産

み出した。  

思い切って全体を長期間、民間に任せることで自治体の資産がしっかり有効活用され、自治体も利

用者も企業もハッピーというトリプルウィンが実現できました。どこの自治体も膨大な資産と人材を

抱えています。それを有効活用するだけで地域全体の活性化につながるのです。  

知識を知識のままとせず、自分の実とすることで閉塞感を打破する 

 

――2020年2月より配信開始の『改革プロの発想＆仕事術（企業戦略、社会課題、まちづくり）』とい

う連載シリーズは有料版となりますが、どのような情報を発信されていく予定なのでしょうか。  

https://rdsig.yahoo.co.jp/media/news/bylines/ueyama_2/RV=1/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLnlhaG9vLmNvLmpwL2J5bGluZS91ZXlhbWFzaGluaWNoaS9zdWJzY3JpcHRpb24v


上山：普段は企業の経営者や官僚、自治体首長向けに「シェルパ」の仕事をしていますが、この連

載では若い社会人を読者層とした発信を想定しています。  

具体的には、今の職場に対してモヤモヤを抱えながら組織の改革や転職のきっかけがつかめない

人、自主的に学習したい人、社会人大学院に通っている人など、30〜40代の人が中心ですね。  

「シェルパ」に関する説明でもお伝えしたように、組織や地域に関する課題解決のノウハウは、ある

程度パターン化できます。そうしたノウハウを知ることで、成功確率はきっと上がる。それに役立つ

着眼点を、この連載ではお伝えしたいです。  

あと重要なのは、知識を知識のままとせず、自分の実にできるかどうかです。ビジネス本を読んだり

研修に行ったりすれば、知識は増える。でも実際のビジネスシーンですぐには使えない、という場合

もよくあります。  

だからこの連載では、なるべく日常の「勉強のコツ」そして「自分の力にするキッカケ」をお伝えした

い。  

そして、連載の中では私が日常的に行っている仕事のやり方や学び方も紹介していきたい。旅の

仕方や本の読み方、お金の貯め方まで。全てシェルパの仕事術です。それを実践してもらえれば、

成長の手ごたえが得られるのではないかと思います。  

――想定する読者層がまさに「働き盛り」というタイミングだからこそ、大いに活用できそうな情報が

発信されるというわけですね。  

上山：仕事に対して実力が伴うようになると、根拠のある正しい自信も身に付いてきます。それによ

って職場全体の課題や経営者の悩みもわかるようになる。すると、フラストレーションの源泉となっ

ている不合理なルールや上司のふるまいも、実はシステムが産み出す現象の一つだとわかってく

る。  

そうしたら次は、そのシステムをどう変えるか考える。それがシェルパの目標です。そうした視点でし

っかりと学び、実力をつけることで、仲間や上司に対してソフトにでも論理的に説得できるようになる。

そうやってシェルパはみんなを味方にしていくのです。  



最近、ダイバーシティとよく言われます。もちろん男女の壁や国籍を取り払うのもいいことですが、私

は、もっとシンプルに「人はそれぞれ、違うということを前提に仕事をしたほうがいい」と考えています。

そんな新しい価値観を周りに働きかけながら作っていってほしい。  

そういう働き盛りの人たちの助けとなるコンテンツを『改革プロの発想＆仕事術（企業戦略、社会課

題、まちづくり）』では提供していく予定です。ぜひとも購読してもらえればと思います。  

 

上山信一（うえやましんいち）プロフィール 

専門：企業の経営戦略、政府・非営利組織の経営改革。経歴：旧運輸省、マッキンゼー（共同経営
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コロナ後の社会を創る５つの“BBB（ビルド・バック・ベター）戦略”

－－企業・政府・個人の再構築 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 4/27(月) 13:18 （有料記事） 

 

イメージ映像、出典：エストニア政府（無償提供映像） 

今後は”ウィズ・コロナ”の時代に入る。企業・政府・個人はどう変わるべきか。リモート化を超

えた大変動とチャンス。５つのキーワード「保険」「コロナ公社」「災害モード」「弱者支援」「家庭

DX」に注目したい。 

 連日コロナの話ばかりで嫌になる。だがコロナは次の時代のビジネスモデル、制度、規範を

考える絶好のチャンスでもある（亡くなられた方々のご冥福を祈りつつ）。今回は経営リーダー

や公務員のために次の作戦を考える糸口を整理したい。 

 

●まずは企業がコロナ常態化時代のビジネスモデル（プラン B）”を考えよう 

 

 コロナ危機で政府の存在感が一躍大きくなり、リーダーの出来（ニュージーランド、ニューヨ

ーク州、大阪など）や不出来が明らかになった。巷間では「経済か命か」「補償なしの自粛要

請」の是非が論争だ。経営者も営業自粛等の目先のコロナ対策や復旧プラン、そして政府の

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/
https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/


支援策で頭がいっぱいだろう。だが経営リーダーが今、真剣に考えるべきは長期化する場合

の「プラン B（物事がうまくいかなかった場合の代替策をこういう）」である。コロナはいったん

収束してもまた蔓延する可能性があるし他の疫病が出てくる可能性もある。そこに震災、噴火、

豪雨などが重なる場合もありえる。これらへの備えは後ろ向きの防衛策のように見えるがそ

れにとどまらない。政府も企業も、そして個人も「ウイズ・コロナ」のいわば戦時体制が常態に

なり、それを前提に行動を変える。否応なしにそれが新しい時代のビジネスモデルを生み出

すだろう。最近、英米のビジネスピープルは BBB（build back better）を口にする。災い転じて

福となすに近い考え方だが、まさにそのチャンスだ。今回は仮に「ウィズ・コロナ」といわれる

最悪の状態が常態化するとしたら企業と政府と個人はどう変わるべきか、５つの観点から前

向きな「プラン B」を考えてみたい。 

 

■戦略（１）企業も個人も「災害モード」を実装しよう 

 

急激な需要減、売り上げ減はホテル、飲食、航空に始まり、B2C(対消費者)産業全体に広が

り、ほぼすべての業界に及びつつある。連鎖倒産と大量失業は広範囲に及ぶだろう（まるで

感染拡大のように）。だがもっと問題なのはいったん収束したあと単に昔の“普通（ノーマル）”

に戻れるとは思えないという現実である。「ウィズ・コロナ」の時代の展望を描いておくしかな

い。 

失業には失業保険が一応ある。しかし 6 か月で切れたあと再雇用の保障はない。倒産はへ

たをすると連鎖し大混乱を招き、経営者の自殺を招きかねない。だから今の会社が事業の内

容を変えてでも存続し続けるのが社会的正義である。シャープがマスクを、ANA が防護服を

つくるというニュースには驚かされたが正しい。半導体産業のクリーンルームがあれば医療

系資材が作れるし、大量のワーカーがいるなら手仕事や人材派遣に転業できる。何業であっ

ても専業は危ない。いつでも「災害モード」に切り替えられるよう普段から設備を工夫し、社員

を教育しておく。「災害モード」の準備活動をボランティアでやっておくのもよい。そういう発想

で商品を開発している会社もある。Abby という今治のタオル会社は普段使いができて災害時

にマスクなど７つの機能を果たす「防災タオル」を売っている。アウトドア製品や文具などの備

品開発でこういう考え方が広がりつつあるが同じだ。災害時には社員が「災害モード」に早変

わりして稼げる準備をしておく。 

 

■戦略（２）政府は「コロナ公社」を核に令和の”ニューディール”政策を繰り出せ 

 



なかにはコロナで需要が激増している業界がある。マスクなど医療器材、消毒、宅配業者（運

送、ピザなど）、在宅勤務グッズ（Web カメラなど）、通販事業者、映画配信などの巣ごもり関

連産業、さらにテークアウトの容器や防護カーテンのメーカーなどすそ野は広い。 

 

 さらに今後大きくなるのは現在、公営でほぼ独占していてキャパシティが圧倒的に足りない

PCR 検査等の仕事だろう。こうした業界は供給量を増やしているが限界がある。なぜなら収

束後の需要減退を恐れ思い切って投資しない。あるいは投資資金や人材が足りない。こうい

う場合は政府が代わりに投資をする。あるいは製品を継続的に買い取る予約をする。それだ

けを行う公社をつくる。本来は、いつどこで誰にどう売るかとか顧客ニーズを調べてから発注

すべきだ。しかし緊急事態だからとりあえず政府が予算を投入して公社が投資をする。そして

買取予約とともに代金も企業に払う。要は収束後のリスクを公社が介在することで政府が肩

代わりするのである。こうすれば供給が増えるし、新しい雇用も生まれる。戦前のニューディ

ール政策では電源開発や公共工事をした。それと同じ発想である。PCR 検査をはじめ足りな

いコロナ対策のグッズやサービスを政府が増産する。いわば「令和のニューディール政策」が

必要だ。 

 

■戦略（３）この際、学校、診療、行政支援窓口を一気にオンライン化しよう 

 

コロナを機にした政府による需要創造（新規のサービス開始）という意味では、さらに対面型

の公共サービスのリモート化がある。とりわけ政府が優先して進めるべきは弱者支援だ。特

に学校、診療、役所のコロナ被害の救済申請窓口のオンライン化の３つだ。いずれも従来の

対面対応だと三密になるサービスで、かつ対象者が学童、患者、被災者といった弱者で、か

つ緊急対応が必要だ。 

実はこれら 3分野の ICT化は昔から提唱されてきた。だが予算の問題、そして現場の「先生」

「専門家」たちの新技術導入への抵抗、あるいは業界団体（あるいは労組）の反対で進んで

いなかった。それがコロナ対策となれば緊急性は明らかだし世論の理解をバックに一気に進

めやすい。規制改革を一気に進めるチャンスでもある。 

 

■戦略（４）学校のオンライン化はわが国の DX（デジタル・トランスフォーメーション）化のセン

ターピン 

 

学校のオンライン化、つまり在宅学習の体制整備は費用対効果が高い。これも令和のニュー



ディール政策として予算を投入すべきだ。なぜなら ICTには子供の頃からなじんだほうがいい。

また家庭（親）と教師がダイレクトにつなげられる。義務教育をオンラインでも行うとなれば政

府がすべての家庭にWifiとPCを入れることになる。やがて家族全体がタブレットやPCを使う

ようになり、オンライン診療や行政手続きのオンライン化が一気に進む。マンションの管理組

合や町内会もオンラインで開けるようになり、地域住民同士のつながりも深くなる。ひいては

地域全体のキャッシュレス化や遠隔医療や自動運転などのスマートシティ戦略が進めやすく

なる。 

地域全体、国全体の ICT化という意味では従来から e-Government政策があるが、既存の政

府の仕事の ICT化が中心だった。マイナンバーカードも普及せず、水を飲みたくない馬に無理

やり水を飲ませるとすら揶揄されている。それに比べ、「学校発、家庭から地域へ」のこの政

策は広がりと発展性がある。急がば回れである。政府は日本全体の DX 化を急ごうと政府の

ICT化や企業の ICT投資の支援をする。一方、個人や家庭の PC購入や WIFI普及は「私」の

世界のことで公金を投じるべきでないと考えている。だが個人や家庭が ICTを使わなければ、

社会全体の ICT化やDXは進まない。だからこそ、学校閉鎖の現実の前で理解が得られやす

い義務教育の在宅オンライン化を突破口とする。これこそがボーリングでいうセンターピンで

ある。政府は、今すぐここに思い切って資金を投じるべきだろう。 

 

■戦略（５）被災者支援には、自助と共助による保険制度も取り入れよう 

 

 パンデミックのみならず異常気象による豪雨や台風、旱魃など地球規模で災害リスクは増し

ている。わが国の場合、さらに東日本大震災でプレートがずれた。南海トラフや東海大地震、

さらに首都直下型地震などのリスクが加わる。これまでは続発、増大する被害に対し、政府

がその都度、議論し、制度を創設し、時間をかけて被災者を特定し、事後に支援してきた。だ

がそれでいいのか。もっと迅速に、効率的に、そして費用を抑えて支援する方法が考えられな

いのか。 

 

公的救済制度としての保険制度をもっと使うべきだ。災害の都度、政府が救済する方式を減

らし、なるべく保険制度を用意して当事者たちの自助と共助を促し、そのうえで公助を提供す

るべきだろう。もちろんまずは自助である。日頃から災害の予防や避難の準備をしておく。パ

ンデミックの場合は先ほど紹介した「災害モード」に備えた企業や個人の日頃からの準備であ

る。またそれに向けた投資や訓練をしておく。すると被害は小さくなる。 

次が共助、つまり保険の出番である。保険は、たまたま不幸にあった人や企業を広く薄く集め



てきたお金で救済する仕組みだ。これだけでは救済しきれない場合には政府が支援すれば

いい。地震保険はそうだし、健康保険も実は半分近くの費用が税金で賄われている。パンデ

ミックの休業補償についても政府が再保険を提供したり、保険料を補填したりすればいい。 

失業保険と同様に企業に対して「災害休業保険（天災、疫病など）」への加入を義務付けたら

どうか。そして防災対策や訓練、またパンデミックを想定した「災害モード」が準備できた企業

については保険料を政府が補填する。こうすれば被害を丸ごと公助（税金による支援）で補填

しなくてすむ。各企業は自助の準備をしたうえで共助（保険）に入り、それでも足りない場合だ

け税金で補填すればいい。 

さて、このような「補償から保険へ」の動きがなぜ進まないか。政治家にとっては補償のほう

が票になるからだ。今回の 10 万円分配論争がその典型だが、キャッシュをばらまくのは政治

的に注目を集める。どうしても「より広く、より多く」助けようという流れになり、災害のたびに補

償制度ばかりが充実されていく。その結果、財政負担は増すばかりだ。だが政治主導だから

官僚たちはわかっていても保険制度の整備をなかなか言い出さない。企業や財界が自助の

限界、共助の限界を踏まえ、また増税リスクにも目配りをして、こうした政策を要求していくべ

きだろう。 

 

●もう政府だけに期待するのはやめよう 

 

コロナは天災の一種だから私たちはとりあえず政府に対策を求める。だが地震や豪雨とは異

なり、パンデミックは世界的現象であり、すべての国、地域、個人が被災者である。政府も被

災している。そして政府は新しい環境への対応がとても遅い。なぜなら政府は軍隊と警察を

有し、権力を持ち、暴力も行使できる。そのうえ政府は税金を強制的に徴収する。だから民主

国家では政府は議会の議決がないと予算も法律も作れない。どうしてもワンテンポ遅れるの

である。つまり政府は過去に起きたことへの対応のためにできた組織であり、パンデミックの

ような新しい事象に対応する能力は低い。だから「プランB」は経営リーダーが率先して考える

べきだ。その際には自社のことだけでなく、深く社会全体のあり方を考える。そして最悪の事

態を想定した「プラン B」をテコに自社のみならず政府の「ビジネスモデル」を転換するというし

たたかな発想が必要だ。こうした転換期には企業と政府と個人の境目が揺らいでくる。公と民、

官と私の境目もとりはらい、次の時代の姿を考える。それがまさにBBBの方法論であり、パン

デミックはピンチをチャンスするヒントを我々に与えている。 



コロナを機に会社と学校を変える”センターピン”は何かー

ー「9月入学」「在宅勤務」じゃなくて何か？ 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 5/30(土) 19:19 （有料記事） 

 

出典：エストニア政府提供の無償画像より 

  

 コロナを機に従来の常識を疑い、日本人の生活様式を「断捨離」する動きがでてきた。仕事

では通勤と会議だ。やってみたらリモート（在宅）勤務とオンライン会議は結構便利とわかった。

経営者の間では「オフィス不要論」もでてきた。ベンチャーだけでなく日立など大企業にも在宅

勤務を常態化する動きがでてきた。学校のあり方も高校生の問題提起に端を発し「9 月入学

論」がでてきた。結局、見送りとなったがかなり議論された。考えてみると「オフィス不要論」は

「働き方改革」の、そして「9 月入学論」は「教育改革」の“センターピン”的な存在とみなされ、

注目を集めたのではないか。しかも２つは根っ子で密接につながっている。在宅勤務は日本

の会社の“痛勤”や過剰残業から訣別する具体策だ。また 9 月入学の欧米には、ばかげた受

験文化はない。ならば日本も 9 月にしたら受験文化から決別できるのではないかと思われた

節がある（全くロジカルではないが）。 

 実際は、完全リモートで仕事が廻る会社は少ない。9 月入学も現場の都合を考えると実施

は困難だ。そもそもそれだけで教育が国際化するわけがない。数ある教育問題の中で国際

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/
https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/


化がそこまで重要な課題か疑わしい。だが、この２つは妙に人々の期待を集める。うまく前向

きの改革に活かせないのか？可能性を考えたい。 

 

〇「オフィス不要論」と「9月入学論」は会社と学校への不満のはけ口 

 

 なぜ経営者は「オフィス不要論」が、政治家は「9月入学論」が好きなのか？都会のビルはど

んどん高層化し豪華になり企業の家賃負担が増す。従業員にとっても満員電車は不快だした

どり着いたオフィスもエレベーターになかなか乗れない。個人の執務環境も狭い。教育も同じ

だ。学校は受験戦争、教師の質など問題だらけに見える。要するにオフィスも学校も、もともと

人々の間に不満があった。それがコロナのせいで一瞬、消えた（まるで営業停止処分を食ら

ったように）。「おっ」と思ったがすぐに再開、再稼働の見込みの話になった。そこで経営者た

ちは思った。「もとに戻すのは芸がない。もっとリモート勤務を増やそう。オフィスの床面積は

小さくしよう」と。同じく政治家たちも「夏休みが終わったら学校の再稼働だ。春は閉鎖してい

たのだから、いっそ秋から新学期にしてみたらどうか」とひらめいた。要はどちらもコロナに端

を発したアイディアだ。また“オフィスレス“はベンチャーに例があり、海外は 9月入学が多い。

どちらもちゃんと先例がある。だからコロナを機に一気に変える絶好のテーマに思えたのだろ

う。 

 STAY HOME期間はいわばラマダンだった。みんなが会社や学校に行かなくなる。すると客

観視が始まり、内省に至り、そして生活周りの断捨離となった結果、通勤や通学の棚卸しに

至ったのだろう。 

 

〇「オフィス不要論」「9月入学論」はセンターピン理論？ 

 

 改革論の世界には「センターピン理論」というものがある。ボーリングではセンターピン一本

を倒すと将棋倒しのように後ろのピンが全部倒れる。だからとにかくセンターピンを狙う。ビジ

ネスにもセンターピン的ポイントがある。高度成長期のソニーやホンダにとっては国内市場の

開拓よりも対米輸出がセンターピンだった。米国で認められた後日本でも受け入れられた。80

年代にスェーデン語を捨てて英語の歌で世界制覇を目指した ABBA にもセンターピンがあっ

た。当初は英米市場で苦戦した。だが豪州がセンターピンだった。豪州ツアーを機にブレイク

し、あっという間に英語圏そして世界中に知られる存在となった。 

 今の日本の経営者にとって「オフィス不要論」は社員のワークライフバランスを改善し、ある

いはダイバーシティを進めるセンターピンに見えるのだろう。確かに感染防止を理由にディス

タンスを拡大すると座席数が減る。さらに業績悪化を理由にフロアを減らす。おのずと社員の



出勤パターンは見直しとなり、仕事や会議も削り、あるいは外注となる。そして在宅勤務が増

える。「オフィス不要論」はコロナを奇貨とした業務改革運動でもある。 

 「9月入学論」も同じだろう。学校のあり方を巡る課題は多々あって、主要課題は所得差によ

る学力格差の拡大、過剰な受験競争、創造性より暗記力を求める古臭い教育内容あたりだ

ろう。さらに義務教育の教員不足、質の低下、IT 化の遅れ、大学では世界レベルの競争に負

けていること等が二番手の課題だろう。そして日本はこうした問題がゆえに海外、とりわけ欧

米より遅れているとされてきた。“国際化”が必要、日本はガラパゴス、だから「もっと留学生を

入れよう。日本人を留学に出そう」といわれてきた。だが 3月卒業だと海外の 9月新学期まで

に間が空く。だからこの際、日本も 9月入学にしようというロジックである。 

 

〇本当にセンターピンなのか？「風が吹けば桶屋が儲かる」的無理筋ではないか？ 

 

 私はコロナを機に「9 月入学」や「オフィス不要論」が議論されるのはとてもいいと思う。なぜ

なら、教育問題は長年、議論され一向に解決されていない（少なくとも多くの国民が不満を抱

いている）。そこにコロナがやってきた。これをチャンスととらえ、「政治主導で何か起死回生

策は打てないのか？旧態依然の現場を動かせないか？」と思いつくこと自体は悪くない。政

府の審議会で学者を集めて長年議論してもなかなか変わらない。現場も頑迷固陋に見える。

だから政治家、特に知事たちが「上から無理やり変える、カタチから変える、もはや劇薬が必

要だ」という問題意識は十分納得できる。 

  

 だが、両者とも本当にセンターピンなのか？課題を解決する手段のごく一部、あるいは思い

付きにしか思えない。なぜ海外に合わせて 9 月に入学すると教育が国際化するのかロジック

は不明だし、国際化の意味もあいまいだ。移行するコストと効果を比べると割に合わない。リ

モート勤務も同じだ。もしかしたら「リモート勤務でいい」ということは「会社が楽しくない」「打ち

合わせの必要もない定型的な事務処理しかやっていない（AI 時代になるとなくなる仕事？）」

なのかもしれない。 

 

「風が吹けば桶屋が儲かる」という昔の格言がある。ご存知の方が多いと思うがこれは、風が

吹くと目に埃が入り、眼病を患う人が増え、中には目が不自由になる方も出てくる。そうした人

の多くは（昔は）三味線奏者になることが多かったらしい。だから三味線の原料の猫の皮をと

る人が増え、だからネズミが増える。するとネズミは桶をかじるから桶屋が儲かるという説明

だ。いうまでもなく昔話だし、論理的因果関係も疑わしい説だ。だから迂遠な因果論を批判す

る際に例として広く使われる。「オフィス不要論」「9 月入学論」もこれに似ている。そういう展開



も否定はしきれない。だが冷静に考えると都合のいい話を並べたストーリーでしかない。 

 

〇“Solution is looking for the issues（答えに合わせて課題を指摘する） 

 

 日本のオフィスも教育も様々な問題を抱えているのは事実だし、オフィス不要論、9 月入学

論が答えの一部になりうるのは確かだ。だが、だからといってその実現方法から考え始めると

いうのは間違いだろう。そもそも何が解くべき課題か、つまり何がイシューかを考え直すべき

だ。筆者の元同僚の安宅和人氏（慶應義塾大学環境情報学部教授）のベストセラーに「イシ

ューから始めよう」という本がある。問題に悩まされたら、まずは何がイシューかじっくり考える

べきだ。コンサルタントの世界にはやってはいけないことの格言として“Solution is looking for 

the issues（答えに合わせて課題を指摘する） というのがある。コンサルタントが得意な手法、

たとえばコストダウンや会計システムの整備などを売らんがため、それにあうように「御社の

最大の課題はコストです」といった自己都合の企業診断をする危険性をたしなめる言葉だ。

私の眼には 9月入学はこれと同じように見える。政治家たちは「9月入学さえ実現すれば教育

にまつわるすべてのもやもやが晴れる」という期待を抱いていないか。 

 

〇「飛び級」と「副業制」が気になる 

 

 要は「9 月入学論」も「オフィス不要論」も着眼としては悪くないが、ホンモノのセンターピンで

はなさそうだ。ならばホンモノは何か？ぴたりと言い当てることはできない。だが、教育の場合

は「飛び級」かもしれないと思う。日本の教育にひずみが生まれるのは全員が同じ年齢で同じ

学年で同じことを学ばないといけないからだ。これは当たり前のようだが人間の本性にだんだ

ん合わなくなっている。お勉強が得意な子は早々に内容を理解し授業は退屈だと思っている。

片や前の学年でやるべき基礎の計算などがあやふやで授業が理解できない子供もいる。そ

れを無理に同級生、同学年、同カリキュラムで束ねて教育する仕組みがもはや時代に合わな

いのではないか。だとしたら、飛び級はOKだし、逆に休学も自由にすればいい。同じ学年を 2

回やりたければやってもいいし、春秋の 2回に卒業のチャンスを設けたらいい。現に米国では

小学校から飛び級制度があり、学校が認めれば教室外の先生から外国語などを学び、その

修了証書で科目の単位が取れたりする。難関大学を受験するため共通テストの成績をあげ

るべく高校 3 年生をいわゆる進学校で再び経験する人もいる。本人たちは「結局、このほうが

長い目で見て快適」と屈託がない。 

 

「オフィス不要論」のほうはどうか。これも広まるのは確実だし、メリットは大きい。だが裏から



見ると会社の仕事が家に侵食しているだけではないか。社員同士の密な相談がないと進まな

い場面も多く、効率化の手段だがビジネスモデルを変えるほどの道具になるとは思えない（IT

系企業は別だが）。こっちのセンターピンはもしかしたら「副業制」ではないか？企業が社員に

副業を認めるとなると企業と社員の関係が大きく変わる。“うちの社員”が“対等なパートナー”

に変わり、新たな緊張関係が生まれる。オフィスで仕事をする社員の位置づけも変わり、社員

は独立したワーカーとして一定の時間、一定の仕事のためにオフィスにいる存在となる。する

ともはや企業側がワークライフバランスを考慮する必要がなくなる。本人の自律的な自己管

理に委ねることになり、労務の仕事も激減する。 

 

〇個々人に選択を迫る制度こそが改革のセンターピンになる 

 

 考えてみると「9 月入学」というのは“暦”を動かすということだ。古来、政治家は暦を管理し

た。今でも元号をどうするかは政治の一大事だ。だから教育改革となると入学時期に目が行

くのだろう。同様に経営者は「オフィス」にこだわる。何区のどの住所のどのビルの何階か、こ

だわるゆえんはそれが“信用”の糧だからだ。立派な住所、立派なオフィスだと優秀な社員が

採用しやすいし、取引先も信用してくれる。 

 だが、これからは「政治家」だけに教育改革を、「経営者」だけに働き改革をゆだねていては

いけない。個々の子供たち、個々の社員が自分で自分の学びと仕事を考えていく。そしてそこ

から自分にあった環境を考えていくべきだろう。その結果、近所の高校に行かずに N高のよう

な学校を選ぶ子も出てくるし、いったん就職してから復学する子もいていい。仕事も同じだ。オ

フィスか家かの二者択一ではない。リモート勤務の自宅も実はオフィスだしシェアオフィスもそ

うだ。 

 

 コロナでたまたま始まったニッポンの生活断捨離。センターピンを探し出し、カタチから社会

を変えるチャンスが広がっている。だが、政治家や経営者が見つけてくる“センターピン”だけ

に目を奪われていてはいけない。個々人が自分にとって快適な仕事と教育の意味を深く考え

直す。それから新しい生活スタイルを考える。私は「飛び級」「副業制」に着目しているが他に

もあるだろう。とにかくそれを探し出そう。それはなるべく社会が各個々人に生き方の選択を

迫るような制度がいい。センターピンをうまく見つけて制度化していく。すると日本は大きく変

わるような気がする。 



在宅勤務でも都心通勤でもない。「郊外サテライトオフィス」

という選択ーーリモートワーク時代の街づくり 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 6/14(日) 0:50 （有料記事） 

 

タリン市風景（出展：エストニア政府）   

 

 コロナを機に在宅シフトが一気に進む。日立は来年 4月から在宅比率を 5割にする方針を

示し、ITベンチャーの中にはオフィス廃止の動きもある。大企業は週 1日程度が多いが次第

に在宅勤務比率は上がるだろう。住居選びでは再び郊外志向の兆しがあり、東京から地方

へ人口流動が起きるという予測もある。こうした動きの中でこれからの街づくりはどうなるか、

考えたい。 

 

〇リモート勤務は功罪半々 

 

 ステイホーム期間に多くの人が在宅勤務（リモート勤務、テレワーク）を経験した。ヒアリング

してみると功罪半々だった。「オンライン会議は意外と快適」「通勤がないのは最高」「家族と

過ごす時間が延びた」といった反応の一方で「寂しい」「オンラインで新人育成は無理」「初対

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/
https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/


面の相手とは厳しい」等も分かった。若者には概して好評だが若い夫婦は辛いようだ。狭い

家に大きなディスプレイの置き場がない」「子どもが泣いたり家族が会議している横で集中で

きない」と嘆く声もある。中には「サービス残業が家までやってきた。社畜が家畜になった」と

言った皮肉なコメントもあった。 

 

〇郊外のサテライトオフィスはどうか。 

 

 おそらく「完全在宅シフト」も「全く在宅なし」もともに現実的ではない。企業にとって正解はこ

の 2つの間にある。筆者は大企業の場合、本社の規模は維持しつつ、郊外に複数のサテライ

トオフィスをいくつか置くというやり方が標準になるような気がする。例えば本社スタッフを半

分に減らし、残りは八王子市、さいたま市、鎌倉市の 3つのサテライトオフィスに勤務する。社

員は週に 1回本社に会議に行くが、他の 2日はサテライトオフィスに通勤し、後の 2日は在宅

勤務といった勤務形態だ。パンデミックのリスクを考えると、朝夕の通勤時間帯に満員電車で

都心に通勤するのは避けたい。郊外オフィスなら広々とした空間が取れるし、通勤時間も短く

てすむ。駐車場も使える。 

 

〇サテライトオフィスは社内縦割りを壊す 

 

 サテライトオフィスには社内文化を変えるポジティブな効用がある。社内の部門間連携がう

まくいきやすい。サテライトオフィスでは近隣に住む見知らぬ他部門の社員と机を並べる。リラ

ックスした環境で他の部署の人との付き合いが始まり、ランチの場などで自然に部門間コミュ

ニケーションが進む。こうした効用は新たに発生する賃料コストを上回りうる。 

 

〇街づくりの核にサテライトシェアオフィスを誘致 

 

 自治体もこうしたトレンドを先取りして、街づくり戦略を見直すといい。従来の企業誘致は高

速道路の近所の物流センターや工場の誘致が主流だった。しかし今後は企業のサテライトオ

フィスも誘致対象になりうる。 

 特に注目したいのは、キーテナントが撤退したショッピングモール跡である。駐車場や飲食

場所もあってオフィスに転用しやすい。学校校舎の転用もいい。教室ごとに分けて使え、懐か

しさや魅力がある。合併で不要になった旧町村の庁舎などもいい。あとは駅前の総合ショッピ

ングモールである。これらに託児所、駐車場、図書館を併設する。あるいは役場の出先なども



活用する。さらに商店街の空き店舗や銭湯跡なども使える。 

 

〇異業種交流の場になる 

 

 サテライトシェアオフィスはフロアごとに特定の会社に貸すのが収益的にはいいが、既存の

民間のシェアオフィスを誘致して個人事業主やベンチャー起業家が交流しながら仕事にする

手もある。まちづくりの肝は、工場や企業など「法人」の誘致よりも創造的「人材」を集めること

だと喝破したのは米国の経済学者リチャード・フロリダである。彼は「創造都市論」を掲げ、ボ

ストンやサンフランシスコなどが繁栄し続ける背景には楽しいシアターや文化施設、レストラン、

本屋などがあって、そこにクリエーティブな人材が集まり、彼らが遊びでも仕事でも刺激的な

新しいものをもたらすからであり、彼らを吸引すべく企業がその街に寄ってくるという。 

 今まで日本でこれが当てはまるのは金沢、京都、横浜など、もともと文化資源がある街と思

われていた。しかし今後は在宅ホワイトカラーの住民が住む街は多かれ少なかれ、これを意

識しなければならない。特にこれからのベッドタウンは、住んで安心だけでなく、家の近所に

仕事場があって刺激が受けられる環境づくりが必須だろう。 

 

〇シェアオフィスの企画も入居者が考える 

 

 自治体が設けるシェアオフィスの運営は民間企業に任せる。だが企画は企業任せではだめ

だ。在宅勤務をする多種多様な市民の意見を聴いて設計する。つまり在宅勤務の子育てマ

マ、IT に詳しい若い男性、在宅でアルバイトをする学生、リタイアした中高年など、ふだん交

流の少ない市民同士が互いにアイデアを出し合いながら、どんなシェアオフィスがいいか、考

える。実はこのプロセス自体が新しいまちづくりであり、地域でダイバーシティを実現すること

にもつながる。そしておそらくそこから今まで見過ごしていた地域の生活産業のアイデア（地

元野菜を使った食ビジネス、空き物件や余剰労働力を生かした新たな教育・福祉・介護サー

ビスなど）も生まれてくる可能性がある。 

 

〇都心オフィス街の未来 

 

 さて、最後に都心のオフィスの運命を考えてみる。今のところは全体的にディスタンスを考え

て一人当たり床面積を増やす傾向にある。だが借り増しはせず、在宅勤務者を増やす会社

が多い。なかにはグーグルのように在宅を推奨せず、フロアを借り増す動きもある。クリエー



ティブな社員を集め、密な打ち合わせ、ダイナミックなチームワークを維持するには、やはり 1

カ所に集まる必要があるからだ。 

 このあたり、要は会社次第、業務次第だろう。通勤の手間をかけてでも出勤したくなる魅力

的な空間、仕事仲間との快適な空間が用意できる企業、あるいは職種は都心オフィスを維持

し続けるだろう。 

 

 だが郊外の在宅リモート勤務の快適な環境に慣れた社員たちは殺風景な高層ビル群には

もはや通勤したくないだろう。その意味で全くの筆者の主観だが、品川、霞が関、新宿副都心

は今のままでは競争に負けるだろう。緑が少なく、レストランや商業もいまひとつで楽しくない。

片や丸の内、日本橋はもともとはオフィス街だったがこの１０年ほどで様変わりし、土日も遊び

に行ける飲食や物販、文化施設が位置して将来展望は明るい。もちろん赤坂ミッドタウンや

六本木ヒルズは遊びと仕事と宿泊、住居が程よく混じっていてさすがだ。これらはいずれも三

井不動産や三菱地所、森ビル等の先見力と資金力のなせる業だ。 

 

 だが、ここで話を郊外サテライトオフィスに戻せば、郊外都市もこれら都心の一級地と競争

できる時代になった。なにしろ職住近接は郊外の強みだし、ヒルズやミッドタウンは高層だか

ら上下移動が面倒だが郊外駅前は平面を歩いて回れる。コロナは総体として郊外 



「大阪維新の会」、できてから１０年 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 6/24(水) 9:06 （有料記事） 

 

大阪城空撮（筆者所有映像） 

 

 私はずっと東京＆米国暮らしでしたが、ずっと郷里・大阪の衰退ぶりに心を痛めていました。

２００３年から大阪市大大学院（創造都市研究科）で教えることになり、やがて大阪市役所、大

阪府庁の特別顧問として改革に関わり始めました。マッキンゼーで培った大企業の経営分析

や改革参謀のノウハウが役に立ったのです。創業期の「大阪維新の会」でも政策特別顧問と

して政策づくりを手伝いました。最近、10年を迎えた「大阪維新の会」について毎日新聞から

取材を受けました。掲載頂いたインタビュー記事をもとに１０年を振り返ってみました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 維新誕生前の大阪市役所は、市職員の労働組合に支えられて市長が当選し、既得権益を

守る市議会となれ合いの政治を続けていました。ひたすら悪化する財政状況に対しても打ち

手はひたすら節約だけという状況でした。お金がないので交通インフラの刷新や教育への投

資もできません。大阪府も同じく財政危機は変わらぬ惨状でした。大阪全体を変えるには、政

治、特に大阪市役所を根本から変える必要があると多くの人が考えていました。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/
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 そんな中、０８年に橋下さんが知事になり、状況が一変し始めます。さらに大阪都構想を旗

印に地域主権を掲げる「大阪維新の会」が２０１０年に結成されました。中央政党の出先の各

政党から構成されるこれまでの地方議会ではダメだ。既得権の打破や大胆な予算の組み替

えをやるには中央政治のしがらみにとらわれない新党が必要という発想でした。それから１０

年、維新は既得権益向けの事業を引きはがし、遅れていたモノレール延伸、淀川左岸線の建

設、教育、医療など次世代向けの事業に予算を振り向け、さらに関西空港を再生させ、万博

を誘致するなど全国に例のない大改革をやり続けてきました（詳細は拙著「検証大阪の維新

改革」（ぎょうせい）等を参照）。 

 

 維新はしばしば成長主義、新自由主義と批判されます。しかしそれは最近までの大阪がジ

リ貧だったからです。大都市はインフラや教育など将来への投資をしなければすぐに衰退し

ます。企業も市民も食べていけません。維新改革では都市再生の原資を役所の徹底した経

営改革や企業との連携で捻出してきました。 

 維新は自民党とイデオロギーが同じと揶揄されることもあります。しかし、そもそも維新は自

民党の府議らが離党して作ったのです。維新のほうが、自民の保守本流を受け継いでいると

思います。自民党が旧世代守旧派と新世代改革派の維新に分裂したともいえるでしょう。 

 維新は２０１１年以来、大阪府知事と大阪市長の両ポストを守り続けています。成し遂げた

政策で画期的なのは府議会の議員定数２割削減と市営地下鉄の民営化でしょう。そして１１

月には府市統合の住民投票、都構想への二度目の挑戦です（都構想については「おおさか

未来ラボ」 http://osakamirai.com がおすすめ）。 

 

 大阪都構想や地域政党結成は、自民府議だった浅田均氏（現参院議員）の持論でした。や

がて２０１０年、知事だった橋下徹氏をトップに大阪維新の会が誕生しました。２０１１年春の

議会選挙で大勝し、さらに秋の知事、大阪市長のダブル選などを経てしだいに官僚機構を動

かす力を得ていきます。 

 

 橋下氏は天才的な政治家でした。しかし議会との対立で膠着する案件もありました。それを

松井一郎代表（大阪市長）や吉村洋文氏（大阪府知事）らや若手の府議と市議が引き継いで

首長２人のツートップと府議会と市議会の両議員団の４者がワンチームで地道に改革を続け

てきたのです。 

 大阪に維新が誕生して以来、今まで選挙に行かなかった層が投票するようになりました。



元々は自民、公明を支持していた若い人たちからも支持されています。民主党が自己消滅し

たことも維新にとってはラッキーで、反自民的な人たちの受け皿にもなりました。 

  

 なぜここまで受け入れられたのでしょうか。ＡかＢかを迫るという争点がクリアだったことが

大きいでしょう。劇場型と言われるかもしれませんが、大阪都構想が政治的な燃料の役割を

果たしたのです。国政でいえば小泉改革の郵政民営化級の争点にあたるものです。それが１

０年間燃焼し続け、選挙のたびに改革を進める方向に働きました。 

 

 都構想反対派から見れば都構想が実現すると大阪市議会という政治基盤が消えてしまい

ます。これまで築いてきた既得権益が丸ごと消えるのです。だから選挙の度に維新は自民か

ら公明、共産まで全ての既存政党と激しく対立してきました。逆説的な言い方かもしれません

が、維新は都構想がなかなか実現しないおかげで１０年もの間、ずっと改革与党であり続け

ることができたのかもしれません。 

 地域政党が他都市で勢力を拡大できるかは未知数、地域それぞれの事情次第でしょう。し

かし都民ファーストの躍進に代表される地域自治への住民の期待は高まっていくでしょう。今

回の感染症対策でも都道府県が頼りになるとみんなが感じたのです。そして東京もポスト小

池時代、おそらく数年後には大阪のような課題に直面し始めます。早ければ次々回の知事選

挙で地下鉄。バスの民営化や財政改革が争点になり始めるかもしれません。 

 １１月には二度目の都構想の住民投票が予定されます。可決されたとしても大阪の改革は

まだ序盤です。都構想で府と市が統合されてもやっと世界の他都市並みにまっとうな大都市

制度の基盤ができる、いわば正常化するだけなのです。持続可能で魅力的な都市を創る大

阪維新の努力はまだまだ続くでしょう。 

( 注 ） 詳 細 な 解 説 は DMM オ ン ラ イ ン サ ロ ン 「 街 の 未 来 、 日 本 の 未 来 」

https://lounge.dmm.com/detail/1745/ の動画を参照ください。大阪の改革について定期的

な解説も行っています。 



小池都政の4年を振り返るーー五輪予算問題、豊洲

移転、都民ファ、希望の党 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 7/1(水) 2:06 

 

出典 都庁 HP 

 4年前、東京都政は混乱の渦中にあった。猪瀬、舛添の両氏が２代続けて任期途中で

辞任した。豊洲市場の建設に普通の県の年間予算に匹敵する 5800億円もの大金が費

やされてきたと分かった。さらに五輪開催費が招致時の 7300億円を大幅に超え、実は２

兆円、いや3兆円かかる見込みと報じられた。五輪の準備は森元総理が率いる組織委員

会が担っていた。だがエンブレム問題や国立競技場問題等の不手際から都民は五輪の

運営体制に関し不安を抱いていた。「このままではどんどん費用が膨らむのではないか」

と懸念が募った。こうした事態をチェックするのは、本来は都議会の役割だ。だが音喜多

氏、柳ケ瀬氏ら一部議員が問題提起をするのみで主要会派は事実上、沈黙を保ってい

た。それどころか都議会のドンといわれる人物を巡る様々な疑惑が週刊誌で報じられた

（真偽は不詳）。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/
https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/


 そんな中、16年夏の都知事選は行われた。自民党（増田元総務大臣を擁立）といわゆ

る左翼勢力（鳥越氏を擁立）の戦いになると思われていたところに自民党の反対を押し切

って小池百合子氏が飛び出してきた。小池氏は緑のシンボルカラーで選挙戦を戦い、劇

的な勝利を収めた。それから 4年、現状をどう評価すべきか？ 

 筆者は16年夏～18年3月末に第１次小池都政の顧問、および都政改革本部の特別顧

問として行政改革にかかわった。こうした経験をもとに小池都政の１期目 4年間を振り返

り、総括してみたい。（注）筆者の専門は自治体の経営改革である。08年以降の大阪府

市の改革で大阪府と大阪市の特別顧問を務めている（橋下、松井、吉村の３知事の時

代）。また他県についても愛知県（現大村知事）、奈良県（現荒井知事）、岩手県（増田元

知事時代）の行政改革のアドバイザー（政策顧問等）を務めてきた。市町村でも堺市、福

岡市、横浜市、新潟市等の改革に参画してきた。 

〇激動の前半、安定の後半 

 小池都政は就任から 2018年 3月までの前半 2年弱とその後 2年強の後半で性格が大

きく異なる。分かれ目は17年10月の希望の党事件である。それ以前はあちこちに波紋を

起こしながら懸案の解決と改革が進んだ。ところが希望の党事件のあとは求心力が低下

し、五輪の準備作業が本格化したという事情も相まってよくも悪くも安全運転に転じたとい

ってよいだろう。 

 前半には様々な重大事象が続いた。まず就任直後に都政改革本部が発足し、五輪予

算の妥当性を検証する調査チームが作業を開始した。同時に築地から豊洲への市場の

移転計画の見直し作業も始まった。市場移転問題は 17年 6月に最終的に豊洲移転を決

定するまで約 1年弱にわたって検討が続いた。翌 7月には都議選があり、都民ファースト

が第一党に躍進する。ところがその 3か月後、希望の党事件で庁内と議会における求心

力が低下、都民の支持率も下がった。そして翌年 3月末、都政改革本部を拠点に改革を

後押ししていた筆者ら外部委員（特別顧問、特別参与）も退任し、激動の前半は終わっ

た。 

 〇後半は五輪準備と ICT戦略、そしてコロナ対策 

 後半は 2018年 4月から今日までの約 2年強である。政治的には議会運営で苦労が続

いた。前期のような大胆な改革案件も掲げにくい。五輪開催を目標にひたすら実務に徹

した時期といってよい。だが、都政改革本部では各部局の職員中心の改革が続けられ、



前期の行政改革を支えた「2020改革プラン」の改訂（バージョンアップ）も行われた（19年

3月）。またいわゆるスマートシティ戦略の推進体制ができ、元ヤフー会長の宮坂氏が当

初は参与として、のちに副知事として ICT戦略の推進をリードした。 

 以上が 4年間の大きな流れだが、以下では激動期であり筆者も直接関わった前半を中

心に４つの問いに答える形式で一期目の小池都政を振り返りたい。 

  

●問１：小池都政は、前 2代の知事辞任に伴う都民の都政に対する不信を払しょくできた

のか？ 

 4年前の都政は、都民の信頼回復が最大の課題だった。そして今、コロナや五輪延期

等、外部環境は激変したが都政自体は極めて安定している。都民の知事支持率は高く、

都議会の各会派との関係も良好である。 

  

 意外にもマスコミ等が混乱と批判する前半の荒療治が功を奏したと思われる。小池知

事は就任後 2年の間に矢継ぎ早に過去の知事たちが生み出し、あるいは解決を先送りし

た都庁の３大課題（豊洲移転、五輪予算、議会改革）を処理した。そこで前半 2年で石原

都政後半以来の都政の膿を出しきった。 

 特筆すべきは、小池氏がこの３大課題を選挙戦中から公約に掲げ、抵抗勢力と闘い、

正面突破に挑んだことである。知事選で小池氏は有力候補の中で唯一、都庁が既定路

線とした五輪予算と豊洲移転の 2つを見直すと明言した。市場については、なぜ土壌汚

染の疑いがある場所が選ばれたのか、なぜ 5800億円も掛かったのか、利権が絡んでい

るのではないかという数々の疑惑があった。五輪予算はなんと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、都民は釈然としていなかった。 

 そうした空気を読み、小池氏は敢然と火中の栗を拾った。案の定、就任後は随所に混

乱が起きた。しかし小池知事は公約と民意を旗印に妥協しない。ぎりぎりのタイミングまで

粘る。すると公約に掲げた課題であり庁内組織も議会も民意を無視できず、次第に知事

の方針に従った。こうした剛腕な解決手法は、当初は保守的な都庁職員を驚かせ、保守

系議員の反発を買った。また、本物の改革を見たことがないメディアは組織に意図的に

揺らぎを創出する小池知事の意図が理解できず「混乱だ」「大丈夫か」と報じた。だが、３



大課題の解決は最終的に都政に対する都民の信頼を回復させた。ひいては都庁と都議

会を前向きに変えていく礎となった。 

  

 都庁に限らず、重くて大きな組織の改革は難しい。プライドが高い秀才集団の場合はな

おさらだ。なかなか過去のやり方を否定できない。似た例に大阪の橋下改革がある（08

年～15年）。大阪の場合も過去をひきずる 3大課題があった（大阪市役所の不適切な労

使関係、えせ同和問題、関空や WTC等の不良債権）。橋下知事（のちに市長）はこれら

に対し、当初から正面突破に挑んだ。その過程では伊丹空港の廃止を唱えるなど様々な

戦術を駆使し、はた目には無茶と思える荒療治や混乱が続いた。だが一時の混乱を経て

大阪は見違えるように再生しつつある。真の改革には、混乱はつきものである。また抵抗

勢力の存在が明らかになる。小池都政の初期の 2年間は、まさに大阪の橋下改革に匹

敵する大掃除だったといえよう。 

●問 2：大局的な意味で前期の混乱に意味があったとしても、当初公約に掲げた「五輪予

算の見直し」や「豊洲移転の見直し」は達成できたと言えるのか？結局、五輪会場は移転

しなかったし、築地は廃止になったではないか？ 

（１）五輪予算の見直し 

 当初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。

特にすでに決めた会場の移転や設計の変更については内外の競技団体等の反発が強

かった。筆者は調査チームのリーダーを務めたが、最悪の場合、3兆円超となるリスクを

試算し公表した。また都が建設するアリーナ、アクアティックスセンター、ボート会場の３つ

について会場移転の可能性や建設予算の縮減計画をたてた。また IOC と組織委員会に

対し厳しい予算管理と効率的な大会運営の仕組みづくり（ガバナンス改革）を迫った。 

  

 さらに私はこれらを提言した調査チームの報告書

（https://www.toseikaikaku.metro.tokyo.lg.jp/kaigisiryou03.html）を英文にして日本外国特

派員協会での記者会見で発表した（16年 11月）。海外記者からの問い合わせにも積極

対応し、広く世界に五輪のガバナンスの危うさと予算膨張のリスクを訴えた。都庁も国内

で組織委員会に対し、開催準備状況を広く情報公開することを迫った。さらに都庁は自ら

建設する施設の建設費を約 400億円削減すると決めた。こうして IOC と組織委員会は次

第に厳しい予算管理を自らに課す方向に追い込まれていった。実は先進国では五輪予

算の負担を嫌がる住民の反対で招致を辞退する都市が増えていた（ハンブルク、ローマ、



ボストンなど）。そうした素地の上に調査チームのレポートは海外プレスが広く報道し、財

政膨張に傾きがちな IOC と組織委員会に対する牽制効果をもたらしたようだ（その後、ブ

ダペストも招致を辞退し、IOCはついに東京の次の開催地はパリ、その次はロサンゼル

スと一度に決めて発表するという安全策を講じる事態に追い込まれた）。 

 わが国マスコミは会場変更ばかりを期待し知事と調査チームはそれができなかったと

批判する。だが本丸はそもそも会場変更ではなかった。開催経費の縮減と厳格な予算管

理を IOC と組織委員会に迫ることこそが調査チームの使命であり、それについては海外

向けの情報戦が功を奏したと考える。 

（注）なお調査チームは、当初ボート会場を長沼に移す等の提案をしたが、結局、規模縮

小して当初の東京湾（海の森）での建設となった。宮城県知事をはじめ地元の多くの方に

ご尽力をいただいたにもかかわらず、時間切れで会場移転が実現できずまことに申し訳

なく思っている。 

（２）築地市場の豊洲移転問題 

 市場の移転については知事は「いったん立ち止まって考える」と宣言していた。それに

従い、就任後、早々に豊洲への移転の延期と立地のあり方自体を再検討すると決めた。

その直後に豊洲市場の地下に汚染水があることが発覚（16年 9月）、移転延期の決断は

正解と判明した。さらに調査を進めると過去の知事や職員が立地選定や建設過程で

様々な不手際を重ねてきたことが明らかになった。議会のチェックも不十分だった。一方

で豊洲移転をいったん白紙に戻し、築地を再整備する計画なども出てきた。そのためすっ

たもんだが続き、豊洲の環境対策工事の入札も遅れた。だがついに 17年 6月、1年弱に

わたる見直し作業を経て、最終的に築地は廃止し、2018年 10月に豊洲市場へ移転する

ことが決まった。これについては「結局、もとの案に戻っただけ」との批判がある。だが開

場後に汚染地下水が発見されていたら大混乱が起きていたはずだ。既定路線で移転を

進めようとする当局と議会にストップをかけ、いったん立ち止まると決めた勇気は評価さ

れるべきだ。結論は豊洲移転となったが非効率かつ不適切な意思決定過程や常識外れ

の資金の使われ方が明らかになった意味は大きい。このような具体的施設の建設に関

する本格的な見直し作業がなければ都政の改革はおぼつかない。選挙のエネルギーを

テコに都庁の体質そのものを変えようとした知事の意図は正しかったし、ぎりぎりのタイミ

ングで現実的判断を下した判断力（断念力？）も政治家として一流のものといえる。 

（３）移転見直しを阻む厚い壁 



 五輪会場も豊洲移転もともに３つの限界を最初からはらんでいた。第 1は「時間」の限

界だ。なぜなら築地の跡地が五輪の車両基地に使われる予定だった。だから五輪会場

の建設も豊洲移転も五輪開催から逆算したスケジュールが組まれていた。加えて、そも

そも知事就任時にはともにほぼ着工済み（豊洲市場等は完成済み）の公共事業だった。

それをあえて見直すというのはたいへんなチャレンジだった。 

 第 2に疑惑解明への都民の期待の大きさとは裏腹に実際に知事ができることにはギャ

ップがあった。過去の都庁の意思決定過程の妥当性を調査するにあたっては知事の「権

限」の限界があった。目の前の行政執行なら知事は絶大な権限を持つ。しかし市場にし

ろ、五輪会場にしろ、過去に遡って疑惑解明する手法は限られていた。知事は検事では

ないし、職員や外部委員も調査権を持たない。過去の経緯に関する作業は難渋を極め

た。 

 第3には議会の「反発」だ。特に都議会自民党は知事選に由来する反感に加え、今まで

与党として当局と決めてきたことを知事に否定されること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。作業には専門家と第三

者の視点を入れるべく、私をはじめ数名が民間から加わった（都政改革本部の特別顧問、

特別参与として）。 

まとめると、小池知事は、就任 4 カ月後（16年末）には五輪予算問題に決着をつけ、さら

にその半年後（17年 6月）には豊洲移転問題にも決着をつけた。ともに金額が大きく、過

去の都政の業（ごう）を煮詰めたような課題だった。それを小池氏は一気に片づけた。 

●問３ ブラックボックスの改革（情報公開）や行政改革は進んだのか？ 

 4年前、大きな課題となっていたのがいわゆる「のり弁」に象徴される情報公開問題だっ

た。これについては都政改革本部でさっそく見直しがなされ、審議会の傍聴が可能に、各

種団体へのヒアリング記録の公開が始まった。また公文書管理条例の制定による情報

公開の徹底など都政の「ブラックボックス」を「見える化」するという点についてかなりの成

果を成し遂げた。また都政改革本部は各局の主要事業の現況、費用対効果等の見直し

点検を行い、結果を広く公表している

（https://www.toseikaikaku.metro.tokyo.lg.jp/mierukakaikakuhoukokusyo.html） 

 また小池知事は予算原案発表後の都議会各党による政党復活予算枠を廃止した（16

年 11月）。これは他の道府県に見られない東京都特有の慣例で毎年 200億円規模、そ

れまで知事与党だった自民党の要望がほぼ全面的に反映されていた。グレーな既得権

益ともみられるこの制度の全廃はブラックボックスの透明化の象徴と言えよう。 



 行政改革については驚いたことに都庁には当初、行政改革のプランが存在しなかった。

そこでまず私は大阪維新や新潟市（前市長・篠田氏の時代）等の経験をもとに知事直結

の都政改革本部の設置を提案した。これは都知事を本部長に各局長をメンバーとする機

動的な改革体制だ。本部には外部の視点をいれるべく、弁護士や大学教授、コンサルタ

ント等の有識者の参画を得た（特別顧問、特別参与）。そして専門家の知見、民間経営の

ノウハウ、都民の視点を都政改革に導入した（都政改革の詳細については都のホームペ

ージに詳しい https://www.toseikaikaku.metro.tokyo.lg.jp/kakokaigi.html）。そして都政改

革本部は「2020改革プラン」を策定し、各部の主要事業の生産性分析やワークライフバラ

ンスの見直し、ICT戦略の策定など今まで放置されていた課題に手を付けた。 

●問４ 都議会の改革や知事と都議会との健全な緊張関係の構築は進んだのか？ 

 都民が小池知事に期待したのは「五輪予算」「豊洲移転」の見直しにとどまらない。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、さらに腐敗の疑いがあった。だが

地方議会は国政とは異なり、二元代表制をとっている。知事は議会改革については直接

の打ち手を持たない。そこで知事が重視したのは都庁の業務や予算の使途に関する情

報公開である。例えば秘密とされていた都庁、IOC、組織委員会の開催都市協定や各種

審議会の議事録がオープンにされた。また予算折衝の過程も情報公開することになった。

さらに不備があった公益通報制度も拡充された。 

 だが議会改革の最大の処方箋は疑惑の対象となるような議員や会派の勢力をそぎ、改

革派の知事に協力するフレッシュでやる気のある議員に置き換えていくことである。しか

し、知事就任当初の都議会内のサポーターはわずか 3人しかいなかった。そのため議会

運営は難渋を極めた。しかし 16年 9月に小池知事は新会派「都民ファースト」を立ち上げ、

17年 7月の都議選（定数 127名）で 55名を当選させ、第一党に躍進させた。都民ファー

ストは若くて優秀な新人を多数、都議会に送り込んだ。おかげで議長交際費や政務活動

費のネット公開、議会棟での禁煙などの改革も進んだ。 

 しかし都民ファーストの議席は過半数に届かない。そこで知事は公明党（23議席）との

連携関係も構築していった。しかしその後、希望の党騒動（17年 10月）で知事の求心力

は劇的に低下した。前期はここまでだが、3大課題への挑戦をテコに知事選を戦い、それ

への取り組み姿勢を都民にアピールし、さらに都議選をも制した。劇場型、ポピュリズムと

いう批判もあるが民意を正面からくみ上げたからこその選挙戦の勝利といえよう。 

（注）都民ファーストの先例としては同じく地域政党の「大阪維新の会（2010年～）」がしば

しば挙げられる。だが同会は自民党を離脱した松井一郎氏が橋下氏を擁して創設した政



党であり、自民党の有力改革派議員が集団離脱してできた。したがって（他地域では理

解されにくいが）大阪では維新の会が実質的に“与党自民党”である。さらに同会は初回

府議会選挙で過半数を制し議員定数 2割削減等の大胆な改革を実施し府民の強力な支

持を得た。一方、小池氏は極めて厳しい状況からのスタートだった。自民党を飛び出した

経緯もあり、都議会自民党とは激しく対立した。やがて自ら都民ファーストを創り、優秀な

新人議員が多数当選したが当然ながら議会経験は浅く、大阪維新の会のような機動力

は少なくとも前期においてはなかなか得られなかった。 

 後半についての評価は難しい。小池知事は都政に専念し、しだいに都議会各派との対

話の体制を整えていく。その過程で改革姿勢の後退に失望した一部議員の離反等もあっ

た。だが今回の都知事選ではこれまで対立してきた都議会自民党が推薦する可能性が

垣間見えた(最終的には推薦は受けず)。自民党との宥和は都政の安定を確保する現実

策という意味では評価すべき事態だろう。一方で来年の都議選を控える中で知事が自民

党の推薦を受ければ都民ファーストは死亡宣告されるに等しく、また都政改革にとっても

マイナスである。結果的に自民党からの推薦は受けなかったものの今回の推薦問題は

希望の党事件を想起させかねない。一部には「二度あることは三度ある」という見方もあ

って、政治家としてのしたたかさと指導者としてのインテグリティへの懸念が並びたつ不

思議さである。 

  

 ともあれ、大きくとらえると小池知事は当初、単騎で都庁に乗り込み、同志 3名のところ

から都民ファーストを創り、外から有能で若い仲間を引き入れた。同時に公明と融和し、

最近は自民とも是々非々の協調関係を築きつつある。これは現職の強みに過ぎない、あ

るいは田舎の自治体のオール与党体制と同じではないかという批判もあろう。だが、出発

点から今日までの足取りを見ると剛腕、したたかと言わざるをえない。当代一流の極めて

有能な政治家であることは明らかだろう。 

〇二期目の課題 

 二期目の小池都政はどうなるのか？財政は厳しくなる。東京都の予算は 7兆円を超え

るがこの数年は他の道府県がうらやむほどの余裕の財政だった。しかし法人税への依存

度が高く、都の財政は景気に敏感である。コロナ関連の出費で基金残高は激減し、本年

度の税収は大幅減が必至である。加えて五輪は開催されても規模は縮小で経済効果が

限定的だ。それどころか中止の場合、IOC、国、組織委員会との費用負担を巡る新たなバ

トルが発生する。 



 賞味期限切れの気配が濃厚な安倍政権のもとで国政も激動期に入るだろう。早ければ

今秋の改憲の是非を問う解散総選挙があるかもしれない。安倍政権は延命するかもしれ

ないが、総理が変わる、自公連立の枠組みが変わる可能性もある。また来年は都議選

がある。都民ファーストが躍進すれば、迫る財政危機をばねに地下鉄やバスの民営化な

どの構造改革に着手できる可能性がある。逆に都民ファーストが失速すれば都議会に他

に改革政党はいない。すると残念ながら都政はしばし安全運転に終始するだろう。 

 いずれにせよ、小池都政の第 2期は開催されても規模縮小、もしくは中止される五輪の

後処理、財政危機、そして早晩、ポスト安倍政権のもと国政との新たな関係構築（税源配

分等）の新たな難題に直面する。こうした厳しい時期に剛腕の二期目の知事を擁する東

京都は幸運といえよう。だが 2025年以降は人口も減少に転じ、高齢化がますます進む。

インフラ老朽化、団地再生等の都市経営課題も山積みである。その意味で小池知事は二

期目のうちに優秀な後継チームを都民ファーストの議員らの中に見出しておくべきではな

いか。今回都知事選は小池氏への信任投票の儀式であり、争点すら成立しておらず、東

京の転機とならない。重要な転機は来年の都議選であり、そこで改革与党である都民フ

ァーストがどこまで躍進できるか、そしてその集団の中からポスト小池時代の都政を支え

る議員チームがどこまで育っていくかがポイントである。小池知事は自らの日本新党時代

の経験に照らし、若手の優秀な人材を募り、都民ファーストを創った。その功績は偉大で

ある。だが彼らは民意から生まれた。二期目の小池知事にはさらに都民ファーストを強く

大きな政治集団に育てていただきたい。 

（注）ITによる地域づくり・行政改革・スキル開発の DMMオンラインサロン会員募集中で

す（https://lounge.dmm.com/detail/1745/） 

 



ウイズ・コロナ時代にじわり芽生える「ジモト経済」

と「＠ホーム経済」 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 7/3(金) 11:03 （有料記事） 

 

筆者撮影：フランス コルマールの野菜市場 

 

 ワクチンと治療薬が普及するまで「ウィズコロナ時代」が続く。少なくとも２，３年は、「マスク

着用」「検温」「ディスタンス（コンタクトレス）」「換気」などの鬱陶しい新しい４種の神器と一緒

に暮らさなければならない。これは地球民全体にとって、ラマダン（イスラム教徒の断食期間）

のようなもの。その間に人々は反省をする。行動様式もじわり変わっていくだろう。コロナ渦が

過ぎればふつうの経済活動に元に戻るという側面もある。３１１や９１１の時は完全にそうだっ

た。だんだんショックが薄れ、すべてが元に戻っていった。 

 だが、今回は長い。”ラマダン”が２，３年は続く。その間に人々の意識や行動様式が変わり、

コロナ前の世界にはもう元に戻らない予感がする。担い手はミレニアム世代だ。彼らが主導し

て新しい資本主義、あらたな民主主義をつくっていくのではないか。今回はまず、新しい資本

主義について考えたい。 
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〇ニューノーマル時代を予感させる３つの動き 

 

 ちなみにニューノーマルという言葉はリーマンショックの際に、世界経済は回復後も以前の

姿には戻れない、との見方から生まれた用語だ。今回は経済よりもむしろライフスタイルや社

会の仕組みの構造変化に注目すべきだ。そのポイントを３つあげたい。 

 

〇WFH（ワーク・フローム・ホーム）とワーケーション 

 

 第1はもちろんWFH（ワーク・フローム・ホーム）、リモートワークである。これからは職場がオ

フィス一辺倒から自宅やサテライトオフィス、シェアオフィスなどに分散化する。この本質は実

は「先祖返り」という点にある。工業化の前、農業主体の時代には職場は田畑であり農家の

周り、家の中だった。それが住まいやその周り、つまりジモト（地元）に戻っていく。歴史をさか

のぼるだけではない、子供の頃に戻る。出身地へ、小中学校の校区単位の地域へ、歩いて

いける生活圏へ、人々の視線はどんどんジモトに向かっていくだろう。まるで鮭が遡上するよ

うに。 

 9 時から 17 時までの勤務時間の概念も崩れる。これからのワーカーは平日でも百姓のよう

に家で仕事もするし休息もする。ワーケーションという仕事のスタイル（ワーク＋バケーション）

もでてきた。これはスキー場であるいは軽井沢などにキャンプ等で長期滞在しながら朝夕だ

け仕事をするといったスタイルだ。 

 

〇サービス業（医療、教育、お稽古）のオンライン化 

 

 第 2はサイバーエコノミーの急激な伸長だ。すでに百貨店が衰退し、Amazon が伸びている。

個人向け商業では物販ではサイバーエコノミーが 9 兆 3 千億円と全体の 6.2 パーセントを占

め（2018年）、しかも年率 0.4％ずつ伸びている。 

 これからはオンライン診療やオンライン教育などのサービス業も伸びる。医療、教育、お稽

古事などのオンラインによるサービス提供の事業規模は今はまだ 7 千億円程度（推計）にす

ぎない。これまではサービス業はフェーストゥフェースの関係やハイタッチな人間関係や信頼

をベースに成り立つと考えられてきたからだ。しかしコロナを機に診療も授業もお稽古もオン

ラインによるサービス提供を試さざるを得なくなった。やってみたら音と画像のやり取りでけっ

こうコミュニケーションできると分かった。医師会等の反対で進まなかった開業医の初診でも

今年 4月からオンライン診察が解禁となった。 

 これはつまり昭和の時代にあった近所の開業医の往診ではないか。おウチのスマホや PC



の中に医者も学校の先生もヨガのインストラクターもみんな出前でやってくる。先生＠（アット

ホーム）の時代になりつつある。 

 

〇大学もヨガもオンライン化 

 

 大学の授業も今学期は全面オンラインとなった。私が勤務する慶應大学の湘南藤沢キャン

パスでは録画画像は使わず ZOOM を使って本来の開講時間にリアルタイム双方向の授業を

やっている。調査してみると学生の7割、教員の5割が「オンラインのほうがいい」と回答した。

通勤通学時間がなくなるほか、学生は臆することなく発言しやすくなるようだ。教員にとっても

画面に顔と名前が出るので学生の名前を憶えやすい（ただし、新入生にとっては友達を作り

にくく孤独を感じる等の問題もある。来学期以降はキャンパスとオンラインの組み合わせにな

りそうだ）。 

 オンライン教育はプログラミングや数学、英語などあらかじめ定められた内容に沿って技量

を磨く分野で特に威力を発揮する。こうした科目では教える内容が確立しており教材も充実し

ている。一方で個人の進度が違う。だから大教室で同じ内容を同時に全員に教えるよりも録

画画像で各自がいつでもどこでも学べる仕組みのほうが効率的だ。さらに AIも使ってテストも

オンライン上で行い、出題内容を個人仕様にする。こうすると過去に本人が間違えた問題を

繰り返して出題し復習を促す等の個別対応もできる。Ai による個別指導はすでに駿台はじめ

複数の学習塾が「アタマプラス」社のシステムを導入し始まっている。お稽古事や趣味の世界

でもオンライン化が始まった。特にオンラインヨガが女性に人気だ。自分が変な格好をしてい

るところを人に見られたくないという動機が大きいようだ。書道でもオンラインが始まった。先

生の筆の運びを録画画像で何度も見られるのでいいようだ。 

 

〇家から 10分の「ジモト経済圏」が都心の GDPを奪う 

 

 コロナがもたらす第 3 の変化は、家の周りの「ジモト経済圏」の出現だ。リモートワークで在

宅時間が増え、自宅のパソコンやスマホで買い物やサービスも購入できるようになると都心

に出かける頻度は減る。さりとて一日中、家にいるわけでもない。 

日常の楽しみやふれあいは家の近所に求めるようになる。中核になるのがショッピングモ

ール、駅前商店街、団地の近隣センター、図書館、公園などだろう。家でのリモートワークで

疲れた人たちが買い物やカフェでくつろぎ、図書館やフィットネスクラブで過ごす時間が増える

だろう。さらに近所に菜園を借りて野菜を作ったり、犬の散歩で同じ愛犬家の仲間と語らう拠

点などがにぎわう。 

 



〇近隣センターの復権 

 

 実は 70 年代、郊外団地を作る時に同じような発想があった。団地にはどの住戸からも徒歩

10 分以内で行ける近隣センターという施設がつくられた。そこには日用品店、薬局、郵便局、

地域集会所が配置され、医院も近くにある。近隣住区の中で生活が全て完結する前提で作ら

れたが、その後の歴史は苦難続きだった。商業は駅前やロードサイドの大型スーパーに負け

た。最近では老人ホームやトランクルームになったり、近隣センターはいま一つ勢いがなかっ

た。だが、これからは部屋が狭い、子供がうるさい等で自宅で仕事ができない人のためのシェ

アオフィスや貸会議室の需要が見込める。 

 

 このようにニューノーマルの時代には、住宅地から徒歩 10分圏内に雨後のタケノコのように

「ジモト経済圏」が出現するだろう。GDP への影響はさほど大きくない。だが人々がそこで過ご

す時間と出会いは濃密だ。駅前のシェアオフィスで知り合った仲間で田んぼを借りて米作りを

始める、地元同士で起業する等の波及効果まで考えると「ジモト経済圏」はこれからの経済活

性策のひとつの対象分野になりうるだろう。 

 

〇「＠ホーム経済」「ジモト経済」に着目しよう 

 

 従来は職場も消費も遊びも都心に集中していた。また国が抱える GDPの拡大を目指したマ

クロ経済成長戦略はますます色あせていく（そもそも高齢化社会において飛躍的な経済成長

は先進国ではないのだから）。ニューノーマルの時代にはそれが少しずつ「＠ホーム経済」

「ジモト経済」に流れ出していく。これからの経済政策や地域戦略は GDP の数値だけみてい

てもわからない。当面は国家レベルの GDP や成長率は無視できない存在だし、日本の場合

はまだまだ生産性をあげていく余地はある。だが、生産性をあげていくためにもマクロ政策と

同時に、その存在はまだまだ小さいが家の中のスマホや PC の中の＠ホーム経済、そして地

域で育っていくジモト経済にも注目すべきだろう。 



コロナが世の中をよくする可能性について

――資本主義と民主主義の修復のチャンス 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 7/6(月) 8:00 （有料記事） 

 

長岡花火（筆者撮影）：ニューノーマルの価値観はいずれ花火のように空を覆う 

 

 最近はやりの「ニューノーマル」という言葉には未来への期待が込められている。誰にも先

のことはわからない。だがコロナ危機をきっかけに時代が大きく変わると多くの方が感じてい

る。今まで「よいこと」とされてきた常識的なライフスタイルや価値観がしだいに否定されていく

予感がある。否定される常識とは、例えば安定した会社勤めが成功という常識、あるいは仕

事の充実こそが人生の喜びという常識、経済成長や蓄財が大切という常識、そして競争は切

磋琢磨の源だから基本的に是とする常識などである。 

 

 なぜ、そうなるのか？ウィズコロナの時代は経済も投資もスローダウンせざるを得ない。ま

たコロナは社会全体が結束しないと克服できない。社会の分断を助長するトランプ氏やブラジ

ルのジャイール・ボルソナロ大統領のような扇動的ポピュリストの活躍の場は自ずと少なくな

っていく。ウィズコロナの２、3年は経済も政治もクールダウン、あるいはスローダウンせざるを
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得なくなる。これは現代人に絶妙なタイミングでもたらされた「強制休止」、ラマダンのようなも

のだ。イスラム教徒はラマダンに断食し自分を見つめなおす。私たちもウィズコロナの期間に

暴走する資本主義と制度疲労でぼろぼろの民主主義を見つめ直すことになるだろう。 

 

〇マイノリティの思想が主流化 

 

 近代以降、人類は資本主義のもと競争による切磋琢磨で生産性を上げてきた。現に競争こ

そがイノベーションの鍵だった。しかし、将来は AI の本格活用で生産性が著しく上がる。高齢

化もあいまって、しだいに人々は時間を持て余すようになる。すると若いうちから社会貢献に

いそしみ、質素な生活の中でもたくさんの趣味をもって充実した時間を過ごすライフスタイル

が賞賛される。すでに 2000 年以降生まれの若者たち、いわゆるミレニアム世代の間ではミニ

マリストやノマド的ライフスタイルが憧れの対象になりつつある。これらは最近まではマイノリ

ティ、あるいは異端的な考えとみなされてきたが、コロナを機に一気に市民権を得つつある。

彼らにとって「ニューノーマルの時代」とは従来の常識や成功モデルから自由になって自分ら

しさに忠実な生き方ができる時代を意味するのである。 

 彼らミレニアム世代に導かれ、私たちの生活と価値観はしだいに変わるだろう。それは競争

主義、拡大思考から利他主義、共感主義へのシフトであり、また「よりよき未来への発展」より

も「何気ない日常の幸せの持続」に重きを置く価値観への転換である。ずいぶん大きな変化、

非連続なジャンプと感じる向きもあるかもしれない。だが、実は世代を問わず、いつかこうした

日が来ると予感していた人は意外に多いように思う。 

 

 〇いままでのノーマルこそがアブノーマル 

  

 例えば、読者のみなさんはこうした思いに駆られたことがないだろうか。夜の都心を歩く。高

層ビル群の屋上には航空障害灯が点滅し、窓には煌々と光が灯る。綺麗だ。しかし「こんな

たくさんのビルの中で人々は朝から晩まで何をしているんだろう」「ビルは 100 年以上、ここに

存在し続ける。だが本当にずっと全部必要なのか・・・」と。高層ビルの中でヒトの人生の大半

の時間が費やされていく。神が宇宙からその姿を見たら、実は養鶏場と変わらないのではな

いか（失礼）。 

 不動産業や建設業の都合、カネ余りの現実に照らせばビルの建設は止まらない。しかし

人々はビルの中に一日中いて決して幸せではないとどこかで一斉に気が付くのではないか。 

  



 あるいは LCC。安い日だと香港までわずか 1 万円で行ける。金土日で香港に行って飲茶を

食べて帰れる。凄い時代だが化石燃料は有限だし地球温暖化で海水面が上がっている。安

さは何かがおかしいと思わないか。便利な宅配にも疑問がある。ネットで注文したらボールペ

ンの替芯を一本 280円、しかも送料無料で宅配してくれる。配達員は時間給1000円程度のア

ルバイトだ。本人同意の上での賃金だが、元気な人間がそういうことまで他人に頼んでいて

いいのか。 

 まだある。コロナを機に海外では「エセンシャルワーカー」という言葉が普及した。医師や看

護師から運転手、宅配配達員、ごみ収集員まで社会にとって不可欠な仕事だが家では仕事

ができない人たちのことだ。尊敬の念を込めてこう呼ぶ。確かに彼らは現場でとても大切な仕

事をしてくれている。だが彼らは感染リスクに晒され、医療関係者以外は給与も高くない。さら

にエセンシャルワーカーは欧米では言語が自由に操れない移民の一世、中国だと田舎から

出てきた貧農、日本では若いフリーターたちが多い。いつの世にも不公平と搾取は消えない、

のが人の世の常である。しかしコロナは現代社会を支える恵まれない人々の姿をあぶりだし

た。そして平等原則が実は建前にすぎず、きれいごとの後ろにひどい格差が覆い隠されてい

るという現実を私たちに見せつける。 

 

〇民主主義を修復するチャンス 

 

 ニューノーマルの時代に価値観が変わるのは個人の仕事や娯楽、あるいは資本主義のあ

り方だけではない。民主主義のあり方や政府、国家の運営スタイルも変わるだろう。今回のコ

ロナでは民主主義のもとで弱者に優しい平等主義的な政策をとる小ぶりの国々が好成績を

納めた。ニュージーランド、ノルウェー、ドイツなどだ。逆に大国、強国、そして高度成長で鳴ら

してきた BRICs など新興国が軒並みダメだった。中国は武漢の危機を経験し、アメリカ、ブラ

ジル、インド、ロシアなど一様に感染が収まらない。シンガポールは南アジアからの外国人労

働者の間で蔓延が続く。要は格差を放置してきた国、不完全な民主主義の国、政府が信用さ

れていない国がコロナを克服できずにいる。この現象は示唆に富む。国家はこれまでは GDP

の拡大を求め、国民や企業の競争と切磋琢磨を促してきた。しかし今後は人々がそれを求め

なくなる。国家はもともとは社会契約説のもとで信頼と相互扶助を生み出すはずの存在だっ

た。それがそうでなくなっていた。その先にトランプのような指導者すら生まれていた。だがよ

うやくコロナがそれを修正し始めた。 

 

〇個人と国家の価値観の転換へ 



 

 近代資本主義は競争と切磋琢磨をエンジンに拡大再生産を繰り返し、人類を豊かにしてき

た。そしてその資本主義は民主主義の政府が整備した法律や裁判制度に支えられ、また民

主主義のもとで全国民が学校教育を受け、優秀な労働者となり、大衆消費の需要を生む好

循環を生み出してきた。だが、コロナパンデミックはもしかしたらこのシステムへの修正を迫り

つつある。人類は20世紀に世界大戦を経験し、ファシズムと共産主義の怖さを知った。そして

効率が悪くても民主主義の下で市場経済を回すのが良いと学んだ。 

  

 そして 21 世紀、人類はもしかするとパンデミックを何回か経験し、その末に競争主義と拡大

再生産を卒業し、GDPよりも幸福探求を求める社会を目指し始めるのではないか。20世紀初

頭の常識（ノーマル）は富国強兵だった。それが 100 年も経たないうちに民主主義に変わった。

同じように現在の常識は数十年を経るうちに変わる可能性がある。コロナはそんなニューノー

マルの時代に向けて歴史の歯車を動かし始めたのではないか。コロナはもしかすると数十年

後、2020年ごろの人類にもたらされた福音だったといわれるのかもしれない。最後になったが

コロナで亡くなられたすべての方々に対してご冥福を祈りつつ、本稿をささげたい。 



感染症対策はそろそろ都市圏単位を基本に。官邸

発・全国一律主義から卒業しよう 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 7/16(木) 8:36 （有料記事） 

 

大阪人は古来、海を見ては西方浄土を想ってきた（筆者撮影） 

 

 第 2 波がじわり到来の気配だ。そんななか政府は「いまさら見直せない」と GOTO キャンペ

ーンを実施しようとする。それに対して東京、大阪のみならず、新潟など各地知事が大丈夫か、

延期すべきかもしれないと問題提起をする。さらに数日前には兵庫県知事からは東京批判め

いた言葉が飛び出した。国も感染者数が減らない東京都を批判する。国と地方の間に不協

和音の気配が漂い、国民が心配している。 

 

〇感染症対策は社会全体の総力戦 

 

 第 1 波はたまたま先進国の中でも軽い被害に収まった。だが感染症は手ごわい。国と地方

の連携はもとより、医療の枠を超えて官民が連携し個々人も最大限に気を付ける必要がある。
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つまりこれは準戦時体制、社会の総力戦である。今月、愛知県は来たる第 2 波に備えて第 1

波の教訓を検証する委員会を立ち上げた。筆者も行政と経営の分野の専門委員として検証

作業に参加し始めた。そこで今回は大都市経営の視点から第１波で起きたことの総括をして

みたい。 

 

〇なぜ日本はコロナに強かったのか？ 

 

 日本は人口当たり死者数ではトップクラスの好成績を収めた。100 万人当たり死者数は米

国 361 人、ドイツ 106 人に対して日本はたった 7.5 人だ（6 月 21 日時点）。政府は「日本モデ

ル」というが、私は 3つの要素が大きいと思う。第 1はマスク着用に始ま 

る人々の行動変容、第 2 は医療従事者たちの使命感と頑張り、第 3 は感染の多い都市部、

特に東京、大阪、愛知、神奈川、北海道の知事と都道府県、医療の現場がよく頑張ったこと

である。 

 

〇「マスク」は日本人の戦闘服 

  

 マスクの効果は大きい。飛沫感染の防止だけでなく、個人と集団に大きな行動変容をもたら

した。マスクをつけるとウイルスのついた手で口の周りを触れなくなる。マスク着用で予防に

向けた心のスイッチが入り、頻繁な手洗いを心掛ける。さらに他人のマスクは目に見える形で

「マスクをつけろ」と同調圧力をかける。かくしてマスクはコロナと戦う日本人の戦闘服と化し

た。人は誘惑に弱く、生活習慣はなかなか変えられない。生活習慣病に悩むわが国の医療

において「行動変容」はほとんど永遠の課題とされてきた。体に悪いと分かっていても暴飲暴

食、喫煙、夜更かしを続ける人は減らない。ところがコロナで私たちは一斉にマスクを着用し

た。それが集団のマスク着用への同調圧力へ、ひいては飲食店やパチンコ店に閉店を迫る

“自粛警察”と言われる動きにまで発展した。マスクおそるべし、である。 

 

〇都市部自治体の頑張り 

 

 パンデミックになると、社会全体を統率するリーダーが必要になる。その役割を果たしたの

が、都市部を中心とする知事たち、特に大阪府の吉村知事、東京都の小池知事、北海道の

鈴木知事、愛知県の大村知事、神奈川県の黒岩知事らだった。吉村大阪府知事は寝食を忘



れる仕事ぶりが評価され、親しみを込めての「＃吉村寝ろ」というツイッターのハッシュタグす

ら生まれた。 

 

 吉村知事の頻繁な情報公開と自粛要請の記者会見は、人々の心の支えとなった。とりわけ

４月７日の緊急事態宣言、ステイホーム期間の始まりに際しての「2週間後までの未来は決ま

っているけど、そこから先の未来は変えられます」というフレーズは大阪だけでなく全国民を

感動させた。小池東京都知事もロックダウンの可能性、東京アラート等、お得意のキャッチフ

レーズを次々と繰り出し、タイムリーな情報提供を続けた。 

 

 都道府県という役所はふだんは何をしているのかよくわからない。知事は地味な存在で、閣

僚や市町村長に比べ、ふだんはニュース番組でも見かけない。だが医療は都道府県の担当

だ。病院や保健所も管轄している。今回は各地の知事が直接市民に訴えかけた。それが奏

功し、不安解消につながった。 

 

〇官邸を評価しない国民 

 

 国の施策はどうだったのか。わが国は感染者や死者も少なく、他国と比しての大きな失策

はなかった。緊急経済対策の打ち出しもスピーディーだった。GDP（国内総生産）の 2 割もの

規模の経済対策、そして第１次 25兆円、第２次 31兆円、総額 57兆円という予算の規模も出

色の出来といえよう。だが内閣の支持率は４～5 カ月間に大きく下がった（共同通信調査では

2020年 1月の 49.3％が 6月は 36.7％に低下）。吉村知事らの活躍の一方で、安倍総理は国

民からコロナ渦を乗り切るリーダーとしての信頼を得ることができなかった。 

 

 不人気の要因は多々ある。“アベノマスク”の配布の不手際、SNS（交流サイト）への投稿で

犬と自宅でくつろぐ姿を流したこと、記者会見で「前例のない規模の」「比類なき」「世界に誇れ

る」といった抽象用語を連発する官僚の作文を読み上げ、あきれられたことはよく指摘される。

さらに電通等への再委託問題や PCR 検査体制の不備などの報道が重なった。ちなみにコロ

ナ以前から森・加計・桜問題でもともと官邸は国民の信頼を失いつつあった。そこに黒川検事

の定年延長や検察庁法改正問題も加わり、総理のリーダーシップへの反発につながったと思

われる。 

 



〇国単位での感染症対策には限界 

 

 総理は 3 月 2 日からの全国一律の学校閉鎖を呼びかけた。さらに官邸は担当省庁の厚生

労働省を超え、都道府県を超えて頭越しで各家庭にマスクを配った。加えて総理が SNS で全

国民にステイホームを呼びかけた。しかし、こうしたアクションは、そもそも官邸主導でやる必

要があったのか。市中のあれこれまで官邸が差配するという発想自体が間違っていないか。 

[[up to here]] 

 確かに状況は差し迫っていた。国が前面に出るという気概はよい。国単位で行うべきことも

いろいろある。WHO（世界保健機関）との連携、空港検疫、ワクチン開発支援などだ。そして

総理が発すべきメッセージがあるのもわかる。しかしわが国は台湾、韓国、ニュージーランド

のような小国ではない。官邸主導による各省庁・自治体頭越しのコロナ対策はその必要性を

吟味すべきだ。たとえば事前によく考えれば、アベノマスクの調達と配布を巡る混乱などの問

題は予想できたはずだ。医療現場や自治体の実態を知らない官邸官僚に差配をゆだねては

ならないと思う。 

  

 第 1 波では海外から持ち込まれるウィルスをどう防ぐかが大きな課題だった。オールジャパ

ンの検疫体制の強化が課題だった。だが第 2 波では国内での感染拡大の防止が課題だ。地

域の実情にあわせた地域別の管理を主体とすべきだ（首都圏、中京圏、京阪神圏など）。な

ぜなら感染症のコントロールは国単位では扱いにくい。わが国は世界の中では意外に人口も

国土も大きい方だ。しかも南北に細長く山がちで、気候風土と人口密度の地域差がある。感

染症対策では地域の発生状況を保健所からタイムリーに吸い上げ、地域ごとの政策を展開

する必要がある。2 月末頃、島根県や岩手県では感染者がほとんど出ていなかったのに学校

を休校にする必要はおそらくなかっただろう。 

 

〇国は都市圏別の管理体制の支援を 

 

 第１波対策では都市部の隣接県の連携が目立った。大阪と兵庫、神奈川・埼玉・千葉と東

京などである。通勤・通学は県境を越える。隣接県同士の連携は感染症の性質に照らせば

当然のものだった。だが都道府県を超えた都市圏の管理体制は、広域連合などの仕組みは

あるものの、機動的な組織などの制度が用意されていない。 

 今回はたまたま関西では大阪府の吉村知事が、首都圏では小池東京都知事が、中部圏で



は大村愛知県知事が有能なリーダーで、隣接各知事との連携がよかった。だが、第 2 波に向

けた広域管理体制を構築すべきだ。そして国は直接、官邸発で国民にアピールする政策ば

かり考えず、都市部で隣接する都道府県同士が連携し、機動的に動ける広域都市圏の防疫

体制作りを支援すべきだろう。 



ウイズコロナを逆手に取った街づくりをしよう―公

民連携による”快適インフラ”づくりを 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 8/28(金) 12:04 

 

筆者撮影：泉北ニュータウンには随所に気持ちのよい緑道がある 

 

 コロナを機にリモートワークが広がる。一部には「都心は衰退、郊外の時代になる」「東

京一極集中が終わる」という議論もある。在宅診療や大学の授業なども実現しつつある。

時計の針が 10年前倒しになった感がある。おりしも DXデジタル・トランスフォーメーショ

ンの時代だ。ミレニアル世代を中心にウィズ・コロナの新しいサービス、ビジネス、そして

制度が生まれ、定着するだろう。今回はそうした流れが地域をどう変えるか、自治体と企

業は変化にどう対応すべきか考えたい。 

１．”ジモト経済”の出現 

 在宅勤務が伸びている。リモートを前提とした雇用も増えている。クラウドワークスやラ

ンサーズなど地方に住む人と大都市の企業を結びつける（マッチング）ビジネスも需要が
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伸びる。リモートの良さは通勤の解消だけではない。細切れ時間を使ったり育児や介護

の合間に仕事ができる。また毛色の違った仕事を同時期に経験できる。リモートワークは

地方（都会から離れた地域だけでなく都市の周辺の郊外地域を含む）にとって活性化を

図るチャンスだ。 

 

〇ジモト経済が立ち上がる 

 かつて各地に鉱山・炭鉱があった頃、山の中に門前町ができた。それと同じ伝で、在宅

勤務者が集まる街はリモートワーカーの門前町として繁栄するだろう。なぜなら一日中家

で仕事をすると疲れる。必ず家から出て近所を散歩する、あるいは気分転換で買い物や

ジョギングに出かける。外食や人との出会いを求め、喫茶店、居酒屋にも出かける。家が

狭い、子供がうるさいなどで自宅で仕事がしにくい人は図書館や駅前のシェアオフィスに

出てくる。在宅ワーカーの周りの新しい需要を私は”ジモト経済”と呼ぶ。これらの需要は

今まで勤務先の都心で発生していた。それが１～２割にしろ地元に移る。地域の商店街、

ショッピングモールがこれをどううまく取り込むかが課題だ。外出しても楽しくないなら

Amazonなどのサイバー経済にとられる。あるいはもっと楽しい地域に転出してしまう。だ

から、地域としてはコロナを機に戻ってきた在宅ワーカーをどうやって引き留めるか、その

ための居心地のいい街づくりが必要になる。 

２、“居心地インフラ”が重要 

 リモートワーカーが暮らしやすいまちづくりとは何か。まずはフリーWIFIだろうか？いや、

むしろきれいな空気と緑が必須だ。第２には美しい街並みやアート、文化の香り。第 3に

カフェや図書館などやすらぎのサードプレイス。第 4においしいレストラン。第 5に知らな

い人と出会える場所づくり。私はこれらを“居心地インフラ”とよんでいるが、これは創造都

市論に基づく。米国の経済学者リチャード・フロリダは、これから街が発展する条件として

創造的人材（クリエーティブ人材）が集まる環境づくりをあげた。これからの時代、地域に

おける付加価値創出の要は人材、特に研究者、発明家、デザイナー、アーティストなど才

能を持った個人をどれだけ集められるかにかかってくる。都市政策でも、彼らが好んで居

つく環境づくりが大切だ。こうした環境を整えた都市を創造都市（Creative City）と呼ぶの

だが、その本質が“居心地インフラ”なのだ。 



〇泉北ニュータウンの可能性 

 先進例として注目したいのが大阪の泉北ニュータウン（堺市南区及び和泉市）である。

泉北ニュータウンは開発面積が 1557haもある広大な地域で団子を３つ串に刺した形状を

している。串は鉄道、団子部分がニュータウンで、戸建てや UR賃貸住宅などが並ぶ。団

子の間の隙間部分は昔ながらの農村地帯で旧村とよばれる。行ってみると大阪の一部と

はとても信じられない濃い緑のじゅうたんが広がっている。古民家があちこちに残り、馬を

飼う人もいる。奥には牧場（酪農団地）まである。団地で仕事をするリモートワーカーたち

は仕事に疲れるとぶらぶら散歩しながら旧村に遊びに来る。緑溢れる田園地帯の中には

カフェや美味しいレストランが点在する。中には旧村の田畑を借りて野菜作りに精を出す

団地民もいる。採れたばかりの新鮮野菜が団地の近隣センターの NPOショップに並ぶ。

野菜を介して旧村の地元民と団地の若い世代の交流も進む。 

 泉北ニュータウンではほかにも府公社住宅を賃借人が自由に模様替え（DIY）できるエ

リアがあったり、PPP（公民連携）による公園再生、さらに近畿大学医学部病院の転入な

ど様々な動きがある。北摂にある千里ニュータウンに比べると泉北ニュータウンは大阪中

心部や新大 

阪駅からは遠い。だがコロナを機にこうした豊かな“居心地インフラ”に注目する人が増え

ている。リモートワークが本格化すると大阪都心に毎日通う必要がなくなる。しかもラッシ

ュ時に行く必要がなくなるので座って行かれる。そうしたライフスタイルを前提にすると、ス

ローライフを楽しめる街としての泉北ニュータウンのポテンシャルはますます高く評価され

るだろう。 

３．オンとオフの潮目となる拠点を作る 

 コロナを機に大きくなるのは“ジモト経済”だけではない。コンタクトレスの追い風のもと、

もともと進行中だった“サイバー経済”によるリアル経済の浸蝕も進む。そしてなかにはオ

ンからオフへの展開、つまりオンラインの中で始まったものがリアルの世界に出てくるも

のもある。例えば米国の百貨店 Nordstromでは顧客が店舗で試着したい服をアプリから

予約できる。顧客はオンラインショップで気になる商品を見つけたら予約して店舗に足を

運ぶ。そして専用のフィッティングルームで試せる。このようなオンのニーズをリアルの世



界に切り出す施設も今後は増えるだろう。誘致すると雇用が生まれる。こうした店舗業態

も“居心地インフラ”になる。 

 

〇医療・教育のオンライン化を機に拠点再編が起きる 

 オンライン化も地域経営や街づくりに影響を与える。マイナス面で言えば大学は今まで

のような広いキャンパスを必要としなくなる。仮に半分の授業がオンライン化されると、理

屈の上では教室も半減、教員も削減可能となる。ジモト経済にとってはマイナスだろう。さ

らに周辺の下宿や店舗など学生相手のビジネスが縮小する。片ややり方次第ではプラス

になる。もしかすると世界中から学生を集めることができる。アーカイブ映像を使った授業

なら人件費などが大幅に削減できる（もっとも大学は単に授業を受けるだけの場所では

ない。友人を見つけたり、サークル活動をやったり、リアルの出会いの場がないと意味を

なさない要素もある）。 

 あるいは医療も集約が起きる。専門医は中心部の大病院にいて、僻地には遠隔医療で

対応するという動きも出るだろう。地方都市の中途半端な単科中心の病院が淘汰され、

経営が難しくなる可能性がある。 

 

〇オンからオフへの拠点も生まれる 

 オンラインで授業をやる N高という高校がある。これはネット企業の角川ドワンゴが作っ

た高校で、プログラマーの卵など優秀な若者が全国から集まっている。通学コースもある

がネットが原則でほかの学生にほとんど会わないコースもある。それでも学校は行事の

時など年に 

数回、学生たちが実際に会える機会を用意する。これはインターネットの世界では「オン

からオフへ（OFF２ON、あるいは O2O）」と言われる現象だ。街づくりにはこうした施設の

誘致も有効だろう。若い頃に学び、あるいは友達や恋人にであう場所は一生の思い出の

場所となる。多感な青春時代の思い出が詰まった街を誰しもがいとおしく思うだろう。大人

になっても行ってみたい、縁があればまた住んでもいいと思うだろう。学校もまた“居心地

インフラ”になりうる。今後もネットで授業をする高校や大学は増えるだろう。これらの拠点

を自治体が競って誘致する時代になるだろう。 

４．公共施設を DX（デジタル・トランスフォーメーション） しよう 



 リモートワークは必ずしも家の中で完結しない。２LDKのマンションで夫婦別室で仕事を

しているくらいならいい。しかし、子供がいて泣いたりすると、一人はベッドルームで仕事

となったりする。こういう時のために郊外の図書館にリモートワーク用のデスクを用意した

らどうか。ミニ個室を並べると会議もできる。エンジニア向けには３Dプリンターもあると便

利だ。足りない部品をさっと作ったり、それこそ人工呼吸器の部品だって作れる。You 

Tuberのための動画撮影設備の貸し出しも喜ばれるだろう。動画配信には高性能のライ

トやカメラが必要 

になる。自分で買うと何十万もかかる。また対談などではスタジオがないと背景が美しくな

い。図書館や公民館にミニスタジオをつくってリモートワーカーを支援する政策が考えら

れないか。公民館や役場などの空き部屋も開放する。さらにはショッピングモールや商店

街の空き店 

舗なども活用する。タダで貸してもかまわない。とにかく人が来てくれてそこで仕事をすれ

ば飲食需要が生まれる。これからの商店街振興は消費者を集めるイベントにとどまらな

い。生産者であるリモートワーカーを誘致する。そして派生する消費需要を取り込む。ち

なみにこうした公共施設のリモートワーク拠点化は、公共施設のサービスのあり方を見直

すいい機会になる。引っ越しを考えるリモートワーカーはこうした施設のあり方をチェック

しに来る。まずは HP上で、次には訪問し、使い勝手をチェックする。チェックされる経験を

経て施設のサービスも洗練されていく。 

 

５．“居心地インフラ”とジモト経済は公民連携で育てる 

 図書館をシェアオフィスにする設備改善は自治体単独でもでできる。だが街全体に“居

心地インフラ”を整備していくとなると、自治体の手に余る。自治体には居心地のいいカフ

ェや出会いの場を演出するノウハウは乏しい。民間のプロデューサーが有用だし、一方

では自治体が投資資金を提供したり、無利子で貸すといった支援策が必要になる。まち

づくり公社、道の駅を運営する第三セクター、観光公社などをベースに“居心地インフラ”

作りを進めるのがよい。そこには地元の高校生、大学生などの参画を得る。彼らは生ま

れた頃からデジタルネイティブだ。何がイケてるのかを見極めるセンスもある。 

  



 2代目の若い経営者なども重要だ。特にスーパーは店舗と駐車場を持っている。彼らは

お客さんが集まってナンボの商売である。リモートワーカーが家にこもってモノの購買を

ネットばかりでやられてはたまらない。とにかく家から出てきてもらい、店にお金を落として

もらわなければならない。そういう意味でリモートワーカーが家から出て集まりやすい快

適なサードプレイスづくりに協力してもらう。これからの流通業者にはかつての私鉄経営

者のような才覚が求められる。私鉄の場合は沿線に遊園地などを作り、需要を掘り起こし

た。それと同様に流通業者はリモートワーカーたちを家の外に連れ出し、近所のモールで

買い物をしてもらう工夫をすべきだ。そのために何をすればいいか。かつて阪急電車の

小林一三翁の場合は温泉と遊園地が肝だと見抜き、成功した。21世紀の経営者と自治

体は何がその土地の快適インフラかを見抜き、公民連携によって必要な投資を早めにや

っていく必要があるだろう。 

 



「大阪維新」は日本政治のApple的存在ー今後の政

局を動かす”地域・ベンチャー政党”の本質を知ろう 

上山信一 | 慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 8/29(土) 12:51 （有料記事） 

 

大阪城と大阪の街並み（筆者蔵写真） 

 

 政治の季節に入った。安倍さんが辞める。野党は再編の動き。11 月 1 日にはおそらく大阪

都構想の賛否を問う住民投票。この３つがどう相互作用するのか？もしや自公維の連立政

権？憲法改正？政局談義はプロに任せ、今回は今後の国政を考える上で無視できない存在

となってきた「大阪維新の会（以下「維新」）」のユニークな本質をベンチャービジネスになぞら

えて解説したい。 

 

〇１０年を経て橋下改革の成果が次々に”見える化” 

 

 「最近の大阪は元気になった」「街が綺麗になった」とよくいわれる。確かにこの 10年で大阪

は大きく変わった。市営地下鉄は料金を値下げし終電を延長。さらに 2018 年春に民営化した。

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/
https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/


府立大と市立大も統合され、都立大を抜き、全国最大の公立大学になった。ブルーテントが

並んでいた天王寺公園は芝生広場に変わり、子供たちが歓声をあげる。寂しかった大阪城

公園は観光客でにぎわい、街では 2025 年の万博に向けた準備が始まる。大阪もコロナ禍に

苦しむ。だが吉村知事と松井市長のリーダーシップのもと町全体で苦難を乗り切ろうという意

欲がみなぎる。最近の大阪は近年になく明るい。この背景には間違いなくこの１０年大阪府と

大阪市の行政を預かってきた維新の各種改革があるだろう。維新は地域政党といういわば新

業態だ。よその地域の人にはなかなか理解しにくい。だが維新はこの１０年、府知事と大阪市

長のポストをおさえ、また両議会の筆頭政党となって大都市大阪の経営改革を進めてきた。

そしてその成果が今、見えつつある。 

 

〇自民党の改革派が”スピンアウト”して誕生 

 

 10 年前、大阪はどん底の状態だった。失業率が高く、生活保護の受給者が年々増加。ひっ

たくりなどの犯罪が頻発し、子供たちの学力も低かった。しかし大阪府も大阪市も深刻な財政

難だった。じり貧が明らかだったが改革が始まらない。そんな大阪を何とかしようと 2010 年、

松井市長（当時府議）が橋下徹氏（当時知事）や浅田均氏（現参議院議員）らと立ち上げたの

が維新である。しばしば自民党に政策が似ているといわれるが自民党員がスピンアウトした

のだから似て当然だろう。そもそも維新は大阪ではこの約１０年、ずっと与党であり、国政にお

ける自民に匹敵する存在である。だから安倍さんや菅さんも大阪維新とは特別の対話チャネ

ルをキープしてきたのだろう。 

 

〇初回選挙後に府議会議席の 2割削減、報酬３割削減で”EARLY WIN”を獲得 

 

 経緯を振り返る。維新は創設から１年強を経て２０１１年春の初の議会選挙でいきなり府議

会の過半数を獲得し、かつ市議会でも第一党になった。だがここで手は抜かない。府議会議

員の議席を 2割削減、報酬も 3割削減する「身を切る改革」から始めた。さらに一連の大阪府

の橋下改革（08－11 年）では各種団体への運営補助などを見直し、私立高校の無償化など

現役世代の支援にお金を向けた。 

 経営改革の世界では”Early Win"という考え方がある。これは大きな改革をめざす時に目に

見えるわかりやすい成果を見せて、改革のフォロワーに安心、理解を与える手法だが、ベン

チャーの大阪維新はまさにこれで抜本改革の Early Winを示したといえよう。 



 

〇「大阪都構想」という高い目標を掲げ、全くぶれない 

 

 かつてホンダが中小企業の時代に宗一郎氏が「世界のホンダになる」と宣言し、皆が驚き、

だが奮い立ったという逸話がある。維新が掲げる都構想（大阪市を廃止して大阪府を都にす

る。東京のような特別区制度に移る）はこれに相当する。政令指定都市を廃止し、再編すると

いうのは前代未聞でその手続き法さえ存在しなかった。市議会は反対するに決まっている。

政治的にもハードルが極めて高い。大阪市がなくなると既存政党は既得権益を失う。各種団

体に支えられる自民党から共産党まで既存政党はこぞって反対する。だから決めて高い目標

だがそれをビジョンに掲げた。そして、都構想を掲げて 5年後に一度目の住民投票を行った。

10年目に二度目の住民投票となる見込みだが、いずれも初志貫徹に向けた挑戦といえよう。 

  

 なぜ「都構想」なのか。大阪の衰退と停滞の大きな原因は大阪府と大阪市の二重行政構造、

つまり政令指定都市の大阪市が豊富な財源と権限で大阪府と同じような事業をやる仕組み

にあった。そこで維新は都構想を掲げた。だが政令指定都市制度の見直しには法改正が必

要だった。そこで維新はいわば”子会社”として国政政党（日本維新の会）を立ち上げ、与野

党に働きかけて新法を作った。その後、数々の選挙や協議、政治的駆け引きを経て奇跡のよ

うな形で 2015年 5月に住民投票を実施した。ところが結果は僅差で否決。それから今日まで

の 5 年間、引退した橋下氏に代わって吉村洋文が大阪市長となり、次いで松井市長・吉村知

事体制で今日まで改革を進めて来た。しかし都構想は諦めない。粘り強く、必要性を訴え続

けている。 

 

〇諦めず「バーチャル都構想」のもと地道に努力 

 

 2015 年秋、橋下氏は市長を辞任し政界を引退する。一方、都構想が実現できていない中、

放っておくと将来、また府と市が対立する。そこであとに残された吉村市長と松井知事は「バ

ーチャル都構想」体制で改革を進めることにした。これは、コロナ対策など大阪全体に関わる

ことは何でも知事市長が相談して一つの司令塔の下で取り組む仕組みである。例えば大阪

市立と大阪府立に分かれて非効率だった公衆衛生研究所、中小企業支援の組織（現・大阪

産業局）、公立大学などを次々に統合した。また橋下知事の時代から府市一体で国と交渉し、

伊丹空港の民営化と関西空港との統合、さらに２０２５年の万博の誘致にも成功した。 



  

〇政党というより「都市経営カンパニー」？ 

 

 維新は地域政党であり、実務政党である。イデオロギーや抽象概念よりも大阪の都市再生

という具体目標を探求する。もっというと一人当たりの所得向上、生活の質の充実、自立した

市民づくりをめざす。その意味では都構想も実は手段である。なぜなら都構想とは行政組織

の再編であり、企業で言えば他社との経営統合やグループ企業の再編に相当する。目標は

あくまで大都市大阪の繁栄と持続可能性の探求である。だから都構想が 2005 年にいったん

否決されても次善の策として「バーチャル大阪都」の体制で府市で機能がだぶる外郭団体や

大学、独立行政法人などをこつこつ統合してきた。 

 

 大阪人は子供の頃から親に「大阪は東京や京都とは違う。ぼーっとしてたら食べて行かれ

へんよ」といわれて育つ。維新はそんな大阪の都市経営の厳しい現実を見据え、設立当初か

ら都市のビジネスモデルの刷新を考えてきた。また自らをも改革ベンチャー政党と位置づけ、

お金も組織もないギリギリの過酷な環境のなかで組織を鍛えてきた。その意味で維新は、政

党というよりも都市経営を目標とするある種の実務型カンパニーといえるのかもしれない。 

 

〇政治業界の「ブルーオーシャン戦略」・・斬新な政党ビジネスモデル 

 

 政党としてみた場合、維新は「改革ベンチャー政党」という日本で極めて稀な存在である。ベ

ンチャーとしての尖がり、政党としての斬新なビジネスモデルの特性は随所に見られる。 

 

 第１に国政政党の出先ではない。地域発の独立した地域政党である（国政にも「日本維新

の会」があるが先日のように後からできた分家。本家・本部は大阪である。富士通と富士電機、

豊田自動織機とトヨタの関係に似ている）。 

 第２に先ほども述べたが、掲げる目標が高く、具体的である。「都構想」を目標に掲げ、政策

では現役世代の支援や既得権益の打破を訴える。 

 第３に支持基盤をいままで選挙に来なかった層に求める。つまり従来、政治に関心がない、

あるいは失望していた層に目覚めてもらい、選挙に誘引し、投票率をあげた。このあたりは従

来、飛行機に載らなかった層を旅に誘い、市場を創出してきた LCC(ノーコスト・キャリア）に似

ている。 



 第４にベンチャーだが創業時からずっと与党だった、だから口先だけでなく実際に理想を形

にした政策（製品）を出し続けてきた。当初、代表の橋下さんは知事だった。また 11 年秋から

は松井知事＆橋下市長のツートップ体制で次々と改革の実績を出した（詳細は『大阪の維新

改革』（ぎょうせい）参照）。つまり維新はベンチャーだったがこの 10 年間、ずっと大阪で与党

であり続けた。だから新型コロナ対策はもとより、教育、スマートシティ戦略まで斬新で地に足

のついた政策が打ち出せた。この点は万年野党と揶揄されることもある国政の既存野党はも

とより、既得権益や各種団体のしがらみから自由になれない政権与党の自民党とも大きく違

うだろう。 

 

〇最後に。等身大の大阪維新の会（筆者の個人体験） 

 

 筆者は大阪府市の特別顧問だが創設の翌年２０１１年には半年間、公職を辞して維新の政

策特別顧問を務めていた。 

 私はもともとは政治からは中立をモットーとする経営コンサルタントかつ大学教員である。企

業の経営戦略や評価、M&A、そして行政に企業経営の考え方を応用する「行政経営」が専門

だ。今まで 100を超える企業や官庁、国際機関などの経営改革を助言してきた。コンサルタン

トは基本、ノンポリである。しかしそんな私が政治団体の維新にコミットしてきたのか。 

 それは第１に政策のイノベーションが次々に起こせるから、第２に創業メンバーである橋下、

松井、浅田さんそして吉村さんや府庁市役所の職員とのチームワークが楽しいから、第３に

故郷・大阪の改革を側面支援するのは使命の一つと考えたからである。 

 

〇強固で楽しいチームワーク 

 

 維新改革との出会いは 05 年に遡る。当時、私は大平光代氏（当時大阪市助役）に請われ、

市バス、地下鉄、学校給食など様々な事業の分析に携わっていた。ある日、当時府議会議員

だった浅田さんから連絡をいただいた。会ったらいきなり「大阪府と大阪市は統合すべき、地

域政党があったほうがいい」という話になり意見が一致した。「自民党にもすごい戦略家がお

られる」と驚いた。やがて松井府議（当時。現在市長）にも会い、今度は洞察力と気配りの凄

さに舌を巻いた。 

 

 それから 3年後の 2008年 2月 8日、 NHKの生放送番組で橋下さんと初めて話をした。橋



下さんは「収入の範囲内で予算は使うべし」と力説。番組中に意気投合し、私は数日後から

大阪府の特別顧問として改革に参加した。橋下改革では関西問題、泉北高速鉄道の民営化、

槇尾川ダムの建設問題などに数々の課題の分析に取り組んだ。2年後、橋下さんは浅田さん

や松井さんと維新を立ち上げた。そして翌春、維新は府議会で過半数を制し、市議会でも第

一党になる。優秀な新人議員が一挙にやってきた。そこで私は府の特別顧問を辞し、大阪維

新の会の政策特別顧問となり、新人議員たちと都構想の詳細設計などの作業に専念したの

である。 

 

 その時の新人市議の一人が吉村さん（現知事）だった。吉村さんはものすごい勉強家だった。

弁護士出身で法制度にも強く、あっという間に地方行政の勘所と問題点を理解された。やが

てその年、１１年秋に橋下さんは大阪市長になる。私は再び、自治体の特別顧問となり（大阪

市の特別顧問と府の特別顧問を兼務）となって地下鉄民営化や病院独法化などに取り組み、

大阪市の橋下改革をサポートした。 

 

〇霞が関では不可能：現地＆現場発の政策イノベーション 

 

 私は元霞ヶ関（運輸省）の官僚である。行政に興味があって公務員になった。しかし仕事の

やり方やものの決め方に疑問を持ち、２８歳で外資系のコンサルテイング会社（マッキンゼー）

に転職した。しかし人生は不思議なもので気がつくと、私は今、大阪で鉄道や団地再生の議

論をしている。役所を辞めたのにある意味で役所よりもっと実地の政策の話に参加させてい

ただいている。大阪の維新改革は、徹底的な現場主義である。住民の実態を知る、現場のプ

ロの話を聞き、さらに数字をみながら経営の考え方も使って政策を組み立てる。私の専門の

「行政経営」が大阪では実践されている。実は、医療、教育、福祉などどの分野でも、本来は

国から発案すべき政策の立案や刷新が、霞が関よりも大阪で始まってる。大阪では維新は徹

底した現場主義、実地本位の政策づくりをしているとおもう。 

 

〇大阪は日本のカナリア：堺屋先生の予言 

 

 大阪の改革に関わる私のロールモデルは故堺屋太一先生である。先生は古く１９７０年代

の大阪万博の頃からずっと大阪の衰退を憂い、ことあるごとにかかわってこれらた。大阪府

市の仕事ではずっと同じ特別顧問としてご一緒したが、最も印象にのこる言葉は「大阪は炭



鉱のカナリアと同じ。日本が悪くなる時も良くなる時も大阪が一番先だよ」という予言である。

最近、”大阪のカナリア”は元気を取り戻してきた。2025 年には堺屋先生の大阪万博と、もし

秋の住民投票で大阪市民に認められれば大阪都構想が実現する。大阪の次の飛躍にます

ます期待したい。 

 

（注）なお大阪維新のこれまでと今後を解説した「大阪から日本が変わる」（吉村・松井・上山

の共著）が９月１１日に朝日新書から刊行される。 


