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実−﹃大阪市廃止﹄が導く日本の
没落﹂ ︵啓文社善房︶︒

閣官房参与︒近著に﹁都構想の真

12年から18年まで安倍内閣の内

奈良県生まれ︒京大卒︒東工大教
授を経て︑京大大学院教授︒20

▽ふじい・さとし 1968年︑

︒
ね
さらに︑都構想が通った
ら︑大阪市役所で働いてい

にお金がかかるのです︒
−莫大なコストです

ら10年で500億円は余分

かるといわれています︒抑
えて︑毎年のランニングコ
ストが00億円︒だから︑今
の条件でも︑都構想実現か

も︑いまだに200億円か

われた初期投資を削って

億〜600億円かかるとい

年の住民投票の時に500

必要になります︒2015

も役所も教育委員会も4つ

金と権限が大阪府に吸い上
はられるからです︒知事は
府全体の代表者なので︑2
000億円を府の人口の50
％しか占めない大阪市民だ
けに使うことはあり得な
い︒さらに︑市を4つの特
別区に分割するので︑議会

あたる2000億円ものお

市の年間予算の4分の1に

多くの地方行政学著や財
政学書が真剣に懸念してい
るのか︑行政サービスの低
下です︒これは確実に起こ
ります︒都構想によって︑

いるのでしょう︒

がないとなると︑それ
が実現したら︑一体ど
んな惨状が待ち構えて

I都構想にメリット

推進派が信じているメリッ
トは幻想にすぎません︒

身が知られていないの身は見ない﹂ ﹁この車が侵したことが繰り返されてい から的億円︑あっても20億
でしょう︒
いやすいか︑テレビが見やます︒
円程度と言っようになっ
推進派が説明をしていなすいかどうかで考えるんだ
ー都構想が実現すれ た︒これは2015年時点
いからでしょう︒5年前のから︑中身は見なくてもい ぼ︑三重行政を解消 での話です︒したがって︑
住民投票の晴に︑推進派はい﹂ ﹁信頼してください﹂
できる﹂天板の成長 三重行政を解消するため
に大阪都構想だ﹂という意
見は全く成立していない︒

つ iこ つ な iが る − と も 喧 伝
、
この震え力
さ
葛

ていた。
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る匿の横i断住がなてて別だの
や薯はた

た︒これはもはや周知の事
実です︒

新の脅しに屈してしまっ

け︑﹁住民投票の実施と都
構想に協力しなければ︑衆
院選で対立候補を立てる﹂
という交渉を︵半ば脅しの
ような形で︶持ちかけたの
です︒結果︑公明党は大阪
市内で選挙に非常に強い維

実現したい維新が目をつ

う言葉がある通り︑大阪に
も公明党議員が多い︒そこ
に︑何としても住民投票を

る3万6000人もの職員 維新にとっては﹁都構想で 投票になった背景には︑公
が仕事をいったんストップ 大阪をよくするんや﹂とい 明党の党利党略がありま
し︑4つの役所や府に割り う主張が選挙対策として非 す︒関西は公明党の支持者
常に効果的に機能してい が多く︑﹁常勝関西﹂とい

振られることになります︒

ンニングヨストに約億円か
かるということが粛々と書
かれていた︒ところが今は︑
市役所と維新がかなり一体
化してきている︒市役所の
ホームページが︑特定政党
の意向にかつてより大きく
影響される内容となってい
る︒これは深刻な問題です︒
本来︑政党と役所は︑一線

の没落です︒

できるようになり︑北陸を

入れることができる︒そし

大阪の﹁商圏﹂の中に温み

て︑その北陸新幹線を一日

つなげる︒関空と大阪の都

でも早く︑関西国際空港に

心部を10分台で行き来でき

るようになり︑世界のビジ
ネスマンが大阪にすぐに来
られるし︑大阪にビジネス

の拠点を置いて世界にもす
ぐ出られる︒さらには︑北

0年代で完遂できますが︑

− ﹁都構想が日本を
−都構想に頼らない
都構想が通ったら︑水の泡
破壊する﹂と主張して
大阪の再興の方法とは とは言わないまでも︑かな
います︒
何でしょう︒
り遅れるでしょう︒住民投
行政コストと手間を考え
ズバリ︑﹁大大聖構想 票で賛成と出るか︑反対と
ると︑大阪は成長するどこ です︒大阪を発展させるに 出るがで︑日本の歴史は全
ろか︑都市計画すら前に進 は︑次のことをやればいい く変わると思います︒
まなくなるでしょう︒防災 と考えます︒まず︑リニア
︵聞き手＝高月太樹︶

はそうでしょう︒

を画す必要があるはずで の熟度が低下することも考 ができるのです︒このプロ
す︒特に﹁投票﹂において えられます︒まさに︑日本 ジェクトは急げば︑202

ーバリズムが加速します︒
陸新幹線を関空を経由して
プロパガンダに訴えた︑国 四国まで延ばすことで︑中
民不在の党利党略が横行す 国地方から北陸まで入れた
るようにもなり︑民主主義 巨大な経済圏をつくること

役人が維新に﹁壁を売っ ん︒都市機能として大阪が
ていなかったので︑住民授 裏返すると︑大阪を中心と
票前の説明会などでも︑い する経済圏に入っている周
ろんな反対派の憲晃も一応 辺県も没落することにな
紹介されていました︒当時 る︒東京も無傷ではいられ
は役所のホームページに ないでしょう︒さらに︑改
も︑移行に600億円︑ラ 革勢力である維新が党勢を
拡大することによって︑自
民党の﹁ブレーキ役﹂を自
負している公明党の力が相
対的に弱まり︑自民党の改
革勢力が一層強くなる︒そ
の轄栗︑薪自由主義やグロ

振り回されていると︒
力も減退するので︑自然災 新幹線を一日でも早く大阪
それだけではありませ 害による被害は何倍︑何十 に延ばす︒次に︑北陸新幹
ん︒5年前は大阪市役所の 倍に膨れるか分かりませ 線を大阪まで延伸する︒大
阪は北陸と1時間で行き来

〜−兵制党略に市民が

営．

仕事の引き継ぎや調整に莫 る︑という現実がある︒し
大なコストがかかるし︑市 たがって︑維新が都構想を
民のために働いている職員 主張しだすのは︑必然的な
の労力がそがれます︒行政 流れといってもよい︒まし
サービスの低下と行政の混 てや維新のような︑基礎地
乱は必至です︒
盤がもともとなかった新興
−デメリットしかな
勢力においてばそういうプ
い都構想が︑なぜ復活 ロパガンダに頼る傾向が概
したのでしょうか︒
して強い︒それが都構想が
その理由は政治学的に考 復活した根本的原因でしょ
える必要があります︒そも
︒
う
そも維新に限らずどんな政
−維新は今回︑公明
党でも選挙での勝利を極め
党も抱き込みました︒
て重大視している︒そして
否決されだのに再び住民
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