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北川正恭先生とのパワーランチ 
去る２月２５日(金曜日)、ＡＴＣグリーンエコプラザ環境フォーラムで基調講演される

北川正恭早稲田大学大学院教授(前三重県知事)が、大変ご多忙の中お時間を割いて戴き、

私たちと共にパワーランチを一緒にして頂いた。 
 参加者は、北川正恭先生とＡＴＣグリーンエコプ

ラザ実行委員長の冨永行俊氏（㈱アジア太平洋トレ

ードセンター代表取締役専務）、関西電力㈱環境室環

境計画グループチーフマネージャーの加藤久佳氏、

関西電力㈱環境室環境計画グループリーダーの口井

一隆氏、読売新聞大阪本社論説委員長の織田峰彦氏、

そしてＮＰＯ法人イー・ビーイングの理事長の井上

健雄の６名である。 
北川正恭先生は、三重県知事をご退任され早２年が経とうとしている。北川正恭先生の

ご活躍はご存知だと思うが、先生のお話の中から知事時代のまず８年間を振り返りながら、

ご自身の経験から大阪市の現状や将来を大変憂え嘆かれているだけでなく、まさしく“ピ

ンチはチャンス”だと、大阪市のことを叱咤激励された。では北川正恭先生のお言葉をご

紹介しよう。（文責：家田） 
 

本著は、北川正恭先生が初めて改革の真髄を明らかにする…８年間に渡る

「行政革命」のビジネスモデルを自ら語る…というものです。三重県庁の

改革そのものについては、これまでにもいくつかの文献が出版されていま

すが、本書の前書きにも「殆どが失敗」か「８勝７敗位だったかも知れな

い」とある通り、実施された改革策そのものを真似ることには余り意味が

ないように思われます。むしろ大切なのは、どのようにしてこれらの改革

が生まれてきたのか、さらに言えば北川先生のリーダーシップのスタイル

そのものが「新しい行政のビジネスモデルへの挑戦」だったのではないか

と考えられます。例えば「利害調整型の知事ではなく、目的達成型の知事」

という言葉は、「問題提起をし続けることが首長の仕事」という横浜市の

中田宏市長の言葉とダブりますし、１万２千時間を職員との対話（ダイア

ローグ）に充ててきたという姿勢は、日産のＣＯＯ就任決定以来、世界中

の現場を巡って対話を重ねたカルロス・ゴーン氏の経営姿勢に通じるもの

があります。 

 本書の構成は全４章からなり、「第 1 章 パラダイムの転換期」では、

目的達成型の知事、生活者起点の行政、自己決定・自己責任型の職員について、「第２章 行政システム

改革」では、事務事業評価システムや率先実行運動など、他自治体の視察が大挙して押し寄せるような三

重県庁の改革について、具体的な内容よりも「生活者起点」という視点から見た意味に重点を置いて語ら

れています。「第３章 首長のリーダーシップと緊張感のあるパートナーシップ」、「第４章 新しい国

のかたちと協働型市民社会の創造」では、首長のリーダーシップのあり方や新しい国・自治体の形につい

て述べられています。本書の値段の 3/4 以上の価値はこの第 3章、第 4章にあると言っても過言ではあり

ません。是非こちらもきちんと読んでください。 

 本書は、「三重県庁の改革そのもの」について書かれているのではなく、新しいリーダーシップのあり

方を模索した８年間の「新しいビジネスモデルの実験結果」の報告書として読むこともできます。 

「行政そのものにはそれほど関心がない」という方も、是非一読されることをお奨めします。 

 

今回のフォーラムを記念致しまして、北川正恭先生のこのご著書「生活者起点の『行政革命』」

に、北川正恭先生直筆のサインをして頂きました。 

１０冊の限定ですが、是非皆様方にお買い求め頂きたく思います。 （定価￥2000 送料別） 
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井上さんとは何遍も話しているので、ご理解頂いてい

ると思っているのですが、今日の皆さんもそうですが、

多くの方々から、「何故、たった２期８年で知事を辞めた

のか。」「もったいない。」と聞かれるのです。 
実は知事に立候補のときに、記者会見で「公の権力の

座は２期８年がいちばんいいと思う」と約束をしたので、

その公約を守っただけの話なのですよ。 
語弊を恐れずに言いますと、「公の権力の座」は期限の付いた独裁者といいますか、その

地位を確立していかないと、民主主義ということが中々うまくいきません。 
一方、期限が付かないと、イラクで掴まったサダム・フセインや北朝鮮の金正日になっ

てしまいます。 
 
言葉は悪いのですが、５期も６期も知事の座にいておれば、内容としてはその方が立派

なときも多いのですが、実はその人を活かしておいたほうが得な組織や団体、いわゆる既

得権によって活かされていることになるんですよ。 
「公の権力の座」は“自らが引く”というようなことがないと、いけないのではないか

と考えます。独裁者という言葉は少し過激すぎますが、民が選んだからこそ、多数決で選

ばれたからこそ、断固自分の考えを遂行するということがないといけない。 
役人と相談しながらやったのでは、官主導の社会になります。 
今の国においても、そして特に昨今問題になっている大阪市においても、小泉総理や大

臣、または關淳一市長といっても、各省庁や市役所の役人が全く言う事を聞かなければ、

官主導の社会は気が付かない内に、社会主義国家になるのではないでしょうか。 
民に選ばれたものが決断したら、それをうまくオペレーションするのが役人という、政

と官の良好な関係を三重県で築き上げたいとも思い、だから私は知事を２期８年で辞めま

した。 
 
大事なことのひとつは「情報公開」です。 

これも言葉をきちっと決めなければいけません。 

私は三重県では「情報公開」と「情報提供」という言葉を使って、明確に分けました。 

予算編成過程から全部出すのを提供、予算編成は知事部局で全部決めてから議会に出す

のを「情報公開」。自分のところで予算編成をやっている間は、情実政治や情実行政はなく

なりません。予算編成過程、10％積みあげた予算も歳入も全部オープンにしてやっていく

と、ルールによる行政に変わります。 

私は、シャープさんを三重県に誘致するとき、これを最大に利用しました。シャープさ

んはここ大阪市に本社を持ち、三重県にも工場を２つ持っておられたんですが、なかなか

３つ目の工場が来ないんです。他のメーカーの工場もあるということで、液晶のバレー、

「クリスタルバレー」を作りましょうと、シャープの町田社長にかけあったんです。とこ

ろが「中国は土地代が安く、人件費が日本の２０分の１だ」と言われる。そこで三重県か

ら９０億円、そして工場の誘致先である亀山市が４５億円出すということになったんです。

ここで何が言いたいかと言うと、つまり私が９０億円出すということは、情報非公開の世

界においては背任になるため、出来なかったことなんです。 
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三重県知事の立場で、一企業に公金を支払うことは、個人の利益誘導ということになり

ますから。しかし、地元の雇用が 12,000 人などマスコミを通じて細かい数字をすべて公開

しました。そして三重県も、今から 3年ほどかけて工業団地を作って、それから工場を誘

致するなんてことをしていれば間に合いませんので、シャープさんにあわせて年度末とい

う考えをなくしました。年度という考え方は、県民にとっては全く関係ないことです。こ

のような即実践の考えが、シャープさんにも気に入ってもらえました。つまりこれが官の

協力です。そしてシャープさんの決意です。日本の資源は盗まれているというので、あえ

て日本に残るのが使命だというミッションがあって、さらに日本全国の中で三重を選んで

いただいたという民のご努力がありました。 

実はこれが負担と受益の関係からいくと、最大の

「情報公開」だと思っています。もうひとつは、政

策評価システム、ビジョンに基づいて、総定数も予

算も人事も評価も決まるというマニフェストサイク

ルを入れることが曲がりなりにもできたので、どな

たがトップになられてもそれほど変わらないだろう

ということで、２期８年で辞めました。   
 
そして今も質問が出ましたが、「北川さん、いつ国会議員に戻るのか」というのは、国会

議員や知事が偉くて NPO は駄目だという過去の既得権益の発想ではないかというのを、

みんなが理解しないといけないのではないですか。 
大会社の社長になったり、どこかの局長になったりということだけが、本当に偉いのか。

もちろん、それもひとつの存在として認めなければいけのですが、もう一方で多様な価値

もあるという、多元多様な社会をつくっていくということが、政治の課題になってこなけ

ればいけない。 
しかし、私には選挙に出ろ出ろと尻をたたきますが、その中例えば誰かに選挙に出るか

と聞くと、みんな笑って馬鹿にするのです（笑）。馬鹿にされた政治が本当に信頼されるか

ということを、もう１回原点に戻って考えないといけません。今まで政治主導ができなか

ったのは、官僚のほうが信頼が高く、政治家は利権をやるというのが前提だったからです。

それを国民が認めてきたのです。国民がその程度だったということを、国民に突きつけな

いといけない。そのためにも、「情報公開」が必要なのです。 
幸い私は現在プータローというか(笑)、大学の片隅に置いていただいているので、自由

に発言できる、そういうポジションを確保していこうと思っています。 
 NPO から首長や国会議員になられた方も出てきた。私は、知事から NPO になった。ど

ちらが落ちこぼれですかね。（笑）井上さんごめんね。決して NPO を馬鹿にしているわけ

じゃないから。(笑) 
私の答えは「同じでしょう、NPO という存在を認めたがらないのは既得の権益者であ

り、ライフスタイルがそのままの人たちの価値観ではないか」ということです。 
ライフスタイルから本当に変えていかないとユビキタスな、インタラクティブ、リアル

タイム、いつでもどこでも情報が飛び交うなかで、人間そのものが危なくなってきたと考

えています。そのために、したたかでしなやかな民主主義をつくらなければならない。地

方も国が全部決めたことを黙々と執行するのではなく、三重県は三重県、大阪市は大阪市
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で自立し堂々とした自己決定、自己責任ができる政府ができてこなければいけない。その

政府もガバメントではなく、ガバナンスだということです。 
圧倒的に官が主導で、指導課や管理課などが残っている哀れな市町村や県もありますが、

非指導課や非管理課にしたほうが民主主義だといつもいっております。 
民が責任を持つという体制をつくり、その総和で国が変わる。そして、国も立派な方向

を出して、地方と国とが対等で緊張感のある関係で社会をつくっていくという努力が必要

ではないかということです。 
 
ところで、政治家は表面に出ますから、確かに面の皮が厚くないとできませんが、最近

経済界もナンバー２をそだてない会長などが多すぎてるだけならまだしも、ディスクロー

ジャーが出来ずにその座を追われ上場が廃止になる。本当にどうなっているのだと思いま

す。みんなそうなのだから駄目なのです。私は 30 年政治の世界を見てきて、これは一筋

縄ではいかないという反面、なかなかしたたかでしなやかでよくできていると思うところ

もある。その中でたったひとつ真理をみつけたような気がしますよ。 
それはね、男性に聞くと女性、女性に聞くと男性が悪いという。官に聞くと民、民に聞

くと官が悪いという。中央に聞くと地方、地方に聞くと中央が悪いという。みんな全て相

手が悪く、自分が正しい。結局、自己否定できないのです。その個人、組織、地域が自己

否定できて、自分がリニューアルできてというところが勝ち残っていくという恥じらいの

心とか自立の心とか、私は抜本的にそういうことから取り組んで原則に戻れという論者で

す。 
現実と合わなくてよく“宇宙人”と呼ばれるのですが（笑）、そういうことを恥ずかしな

がらやっていくことを、ひとつお許しをいただきたいと思います。 
 
 
 私は早稲田の出身なのですが、管理よりも経営、

アドミニストレーションよりもマネジメントで行くべ

きだという論陣を張っていたので、早稲田大学の大学

院が公共経営研究科を造るときに相談に乗らせて頂く

ことがあり、公共経営を専門とする大学院が出来上り

ました。その後、私が知事を退任した時に、そういう

相談に乗った経緯もありましたので、「教授になってく

れないか」というオファーがきました。 
私は年来の情報公開論者なのですが、「大学４年間の私の成績だけは非公開にしてほしい。

それが学生に知れると教えることができない（笑）」とお願いし、大学も快くその点だけは

秘密主義を貫いてくれました。(笑) 
私は大学院、マスターやドクターコースを出ていません。そして学部 4 年間の成績も惨

憺たるものでした。それなのに、大学院教授になってほしいというのは、時代が正に変わ

ったことを本当に証明しているのですね。 
しかしその前に、色々なところから、立候補の要請が参ったのも事実です。全てお断り

しましたが、その内の一つは、実は、私の所まで、前回の大阪市長選の要請が来たのです。

勿論、大阪市には私などより遥かに優れた方々がおられると、お断りしたのですが、その
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とおりですよね、冨永専務。（笑） 
今までは、大きな政府であり情報非公開であり中央集権でありという前提で成り立って

いた政治が、地方分権の思想あるいは情報公開あるいは適切な政府ということになってき

たのだと思います。 
 

ある種の狂気の時というか、戦後からずっと煮詰まってきた時に、「何としても」という時

期、世の中を整理する時期があるのものですね。そういう動きを政治家のひとりとしてみ

ていて、凄いなと思っていました。 
その後、政治や行政だけではなく、民間でも政治臨調をやるべきだということで、民間

政治臨調を立ち上げられた時に、国会議員として政治改革をやろうという運動に身を投じ

たわけです。 
 その、政治改革＝選挙制度改革としたことについては、議論を矮小化したというお叱り

を随分頂き、現在もお叱りを頂いている部分もあります。 
やはり中選挙区制はサプライサイド（供給方）中心の政治としてはいいですが、しかし、

政治はいわゆるディマンドサイド（需要方）、タックスペイヤーサイド（納税者方）になら

ざるを得ないわけですから、10 年をして派閥が解消しました。 
民主政治では、権限のある人が責任も取らなければいけないのですが、派閥のトップ、

最高の実力者は、力はあるのに責任を取らない。一方、そこから選ばれた大臣は、権限は

ないのに責任は取らされる。これは闇の世界と同じ構図で、断じて通すわけにはいかない

というのが大原則です。 
そういうことを教えたのが選挙制度で、その当時最も反対した小泉さんは小選挙区制の

おかげで総理になれたにすぎないわけで、もし前の体制が残っていたとすれば、派閥の大

きなところ、族議員が業界団体を握っていたところが総理総裁になっていたということに

なります。 
 

その政治改革がなかなか 100％はうまく

いきません。今の大阪市の改革も志と達成

度からいけば、色々な点から問題点を抱え

ていると思いますが、世の中を回転せしめ

たということはとても大きいことで、その

延長線上に政治臨調や地方分権、情報開示

もあって、10 年前の政治改革案も完成品で

はありませんが、気付かせたという凄いこ

とがあったと思います。 
この 10年間に私は自民党を離党したり、

三重県知事に転進したりしたわけですが、今回知事を辞めたときに、NPO といいますか、

民間で勉強してインプットし直そうと思っておりました。また、井上さんをはじめ、志の

高い方々と一緒に勉強したり運動していこうという思いがあったからです。 
 
 今私は、この運動を１０年振りに復活させようと考えています。 
まず、前回は国中心の改革でしたが、私も知事を８年経験していますから、地方の視点
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を入れたいと考えます。そして、その一つが、補助金返還を地方から言おうというもので

す。さて、これが、この大阪市でも出来るのでしょうか。 
 その次に、理論は確かに大切ですが、実践でいきませんか、ということです。実践でい

くには具体的なテーマが必要です。 
私は知事の経験から、前例主義とか法令主義とかいう、ビジョンがなくて事実を積み上

げるだけの政治行政を終わらせないといけないと痛感しておりました。 
私が三重県知事の時は“ビジョン”という言葉を使い、日産のカルロス・ゴーンさんは

“コミットメント”という言葉を使いましたが、私は国も地方も“ビジョン”中心に回っ

ていかないといけない、既得権益を積み上げたのでは何も変わらないと考えております。 
そこで、マニフェストという言葉を提唱し、これを具体的なテーマにしたいと考えまし

た。10 年振りの臨調は政治改革でマニフェストを掲げてその普及、啓発、定着に取り組む

ことになったわけです。 
 マニフェストは単なる気付きの道具ですが、それを通じて公職選挙法、政治資金規正法、

やがて公務員法の改正を目指しております。公務員制度は、現在は一元性ですが、その公

務員のあり方を変えていく。多分二元性になると思いますが、そういった公務員法改正に

までいかないと、本当に民主主義が作動するかどうか、心配なので、そういうことをやっ

ていこうと思っています。だからこそ、私は、今が大阪市にとってチャンスなんだと思う

のですよ。思いっきり膿を出すほうがいい。 
 
 みなさんが考えるような従来の選挙というのは、連呼ですよね。「北川でございます。命

賭けて頑張ってます」というものが本当に政治家が尊敬されたり、民意を吸収する運動に

なっているかどうか。みんなおかしいと思いながらもそんなものだという思い込みのなか

で単に推移してきただけなので、そのあたりに本当にメスを入れようということです。あ

るいは、民主主義の権化者たる内閣総理大臣が「公約を破っても大したことはない」と言

った時に、ジャーナリストの織田さんも経済界の雄の関電さんも、学者も市民もあきれは

したけれど、誰一人怒らなかったのですね。 
そういうものだと思っているという、体たらくな民主主義と衆愚政治が混在している無

責任の体制だから、私は大阪市が如何ほど借金があるのか実情は知りませんが、国が 700
兆円の借金ができたことは間違いありません。為政者が無責任で、役人が先送りで、市民

が愚かだったら、簡単に 700 兆円の借金は出来るし、サダム・フセインは何時でも出て来

るというように、民主主義はすごく脆いことなのだと思います。   
従って、緊張感のある民主政治に戻さなければいけない。 
私は社会慣習や続いてきた制度をいじるときは、慎重でなければいけないと思っており

ます。多国籍軍 OK というのを自分単独で決めるということは、国会審議を通じて、ある

いは選挙という絶好のアカウンタビリティを果たす機会を自ら放棄したことであり、これ

に対して国民が、民主主義論として審判を下したのではないかと思います。 
 契約に基づいて国民に信を問い、民が選んだということで独裁の力を与えるということ

を真剣に、どこかで切り開いていかなければなりません。私も 30 年間政治の世界におり

ましたが、青春物語まっしぐらで、そんな役割をやってみたいと思い、恥ずかしながらや

っています。 
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 さて、地域から政治を変えるということで、知事の皆さんにお願いをし、去年の統一地

方選で 10 数名の方にマニフェストを取り上げていただきました。 
そのなかで、「マニフェストが書けない」という真面目な候補者の方がいらっしゃいまし

た。「マニフェストは期限や財源や数値目標を約束することで、国に財源が握られている以

上は責任を持って書けない」という真面目な話です。 
知事や市長とはその程度だったわけで、自己決定、自己責任が出来ないという体制とは、

実は 1947 年の自治法施行以来の地方自治は、民主主義の学校、地方の時代というのは嘘

だったということになると思います。 
従ってその後、マニフェストを書かれて当選した知事の皆さんにお集まりいただいて、

本当に書けるように自己決定、自己責任という真の地方自治確立のために、補助金に縛ら

れた所与の条件の中で、一生懸命黙々と執行する地方自治から、補助金を返還して歳入も

自治も確保していくやり方に改めるため、補助金返還運動が始まりました。 
最初は６人の知事でしたが、今は１３人くらい、全国の市町村長で５０名くらいが国に

対して自らが補助金の返還運動をやるという、初めてのことだと思うのですが、運動が始

まりました。 
もうひとつは、自分たちで自主財源確保と税財源のプライオリティを変えて、所謂補助

金よりは、自主財源をという努力をしたときに、補助金が 100 億円きていたものが、自主

財源にしたときに、70 億円に減ったとしても喜んでそれをやろうということです。70 億

円になっても自分たちの裁量で自己決定、自己責任が実現できれば十分ということです。

これを自主財源で 100 億円だとか 120 億円寄こせといったら、何の感動も呼ばない。裁量

権さえあれば自分たちで考えるから、減ってもよろしいという度胸がなければいけない。

国が悪いといって今まで地方自治も相当デタラメをしてきた。国の体制の中だから仕方な

いのですが、やはりどこかで自らを変えていく、感動を呼ぼうということです。こうした

異端の道をいずれ常識の道に変える運動を頑張ってやっていこうと思っております。 
三位一体の改革についても、現在３兆円とか４兆円ということになっていますが、もっ

と真面目に考えろということです。国もいい加減で、地方に丸投げして、分断作戦が取ら

れた結果、地方で喧嘩が始まって、「それ見ろ」ということで各省庁の力が温存されていま

す。それを超えて、地方自治体や首長をまとめ上げて、ドンとぶつけて断固やれというこ

とになれば、国が決めるのではなく、地域で変わっていくことになります。そうした総和

で国を変えようということになればと思っています。今度のマニフェスト運動のなかの大

きな柱のひとつがそういうことです。マネージャーは日常の努力の積み重ねが限界です。

しかし、トップリーダーは日常の努力は当然のことですが、非日常の発想、つまり公約と

いうものを守るべき約束に変えようということが必要です。今までのような、破る約束で

やってきた政治は民主政治とはいえません。その衆愚政治の典型を変えるという決意、非

日常が起こらなければおかしい。それをパラダイムシフトというのだと思います。 
 
 そのために、さまざまな問題を抜本的に変えていかないといけない。中央集権で動いて

いくこの政治形態では、どんなに議論してもパラダイムシフトは起きません。縦割りで各

省庁や大阪市の場合は部局が業界団体と結託して、そのなかでだけバリアフリーな体制と

いうのではだめです。 
大阪市こそが地方自治のモデルとなって総合行政に切り替えて、いわゆるビジネスプロ
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セスもリエンジリアリングしていかなければならないじゃないですか。 
部分的にやっても変わらないと思っています。そのあたりを変えるために、新たな価値

を提示するマニフェスト運動を展開していきたいと思っています。 
 
 30 年間政治をやって、民主主義の限界、脆弱性を痛切に感じました。やはり多数決によ

る民主主義は限界があります。所詮、基本はポピュリズム迎合だと思います。マニフェス

トも為政者、政党は自分の都合のいいことを書きます。しかし、それすらもなかったのが

今までの民主主義であって、そのポピュリズムをチェックするべき議会は一体どういう働

きをするべきかとなれば、議会が抜本的に変わっていかなければいけない。 
 典型的なお任せ民主主義、観客民主主義、いわゆる民主主義と錯覚して衆愚政治をやっ

てきた市民のみなさんにも猛烈に変わってもらう必要があると考えています。みんなが自

分たちのまちは自分たちで創るという、自己決定、自己責任のなかで民主主義を行われな

ければいけない。どうしてもポピュリズムになると、５年、10 年のタームでしか考えない。

行政や政治には基本的にそういう体質があるということを認識しないといけない。そこで、

100 年で考えたときにこの政策はどうかという、学問、思想、宗教、ジャーナリストなど

の世界でチェックする機能を前提として民主主義が成り立っているので、多様な社会をつ

くるためには、税金による規則による政府から、あるいは市場による経済というだけの世

界から、多様な NPO の世界であるとか、自由にお金儲け以外の自己実現が達成できるよ

うな社会をつくっていかないといけない。 
 
 私は知事のとき、自治労、県職労と何回もやりあいました。戦後の自治はどう描いても、

知事と執行部と労働組合の馴れ合いでしかなかった。自民党が変えた、労働界が変えた、

農協がやった、土建がやったというのは全く嘘で、情報非公開のなかで権力者と組合がつ

るんできただけの話がいちばん明確な切り口ではないかと思います。 
私は、そんな労働組合では消滅してしまうといいました。非公開のなかで、県民を裏切

って特勤手当などを取って、恥ずかしいのではないか。考えられない世界です。もらった

人はもらえるまでこっそり黙って取って、もらわない人は怒って、そのようでは一緒に目

的を共通のベクトルにすることはできません。 
 ですから、労働組合には頑張れといいたい。私は労働組合がなければいけない論者です。

もっときついのですが、今、大阪市はピンチなので、労働組合の幹部の皆さんに頑張って

もらいたい。迎合してはいけません。一度、真剣に議論していくということが要ると思い

ます。きつい話で失礼にもなりますが、そういう話を遠慮なく議論するというようなこと

にして変えていきたいと思います。年功序列や終身雇用を必ずしも否定しませんが、三重

県の場合、職員をみるとかわいそうなのです。年功序列がロイヤリティを高めるというの

は、組織へのロイヤリティを高めるだけで、県民にとっては全く反対なのではないかとい

う見方もある。北京のチョウチョが飛ばないと、事実前提でいくと、自分たちのやってい

ることは全部正しい、そのなかでやれることをやりましょうということでは、全く革命で

もないわけで、世の中の見方を変えることにはなりません。大阪市でも FA 宣言をやると

いうようなことを、労働界でもきちっと議論をしていかないと、大阪市も変わりません。

ですから、変わらないのならば、徹底的に議論してどこから変えていくのかということを

考えないといけない。FA 宣言などもひとつの切り口です。 
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社会を組み込む体制がサステイナブルになっているのかという視点でいうと、私は環境

と経営を同軸にしようという運動をしています。 
20 世紀は環境に配慮して商売になるのかということでした。あるいは、政治行政も拡大

成長に基本的に反対するのは悪だという体制でやってきた。ですから、環境と経営を対立

軸から同列にという運動を興しています。メーカーとエコプロダクツというのをやってい

て、10 万人くらいそのプロダクツ展にきてもらえるようになったのですが、まだ異端なの

で 1000 万人の運動にしようということで、自分たちからマニフェストを書こうと勧めて

います。 
経産省と環境省は全く違う言い方をしている、経団連も環境税に断固反対で、政府は何

もいわない。このようなことで本当にいいのか。この国をサステイナブルにするにはどう

するのかという断固たる目標がないと、中国はエネルギーが足りない、食料が足りないと

輸入国になって、環境に負荷を加えていくということになるでしょうから、本当に地球の

劣化を防ぐ運動をやろうと思っています。その手段としてマニフェストに書き込んで、大

衆運動になれるようにならないといけない。 
 経済至上主義ということについて、私は GDP を否定していません。必要なことは現実

に認めますが、経済だけでないということです。 
私が県政をやっていたときは、生活者の視点というコンセプトでやりました。タックス

ペイヤーに対して説明責任を果たすということです。 
今まではタックスイーター、山分けするというのが政治だったのを、自分たちのライフ

スタイルからみてどうするのか、コンシューマーサイド、ディマンドサイドからみるとい

うことで民主主義が動いていかないといけない。 
そういうふうにして、サステイナブルにするのをどこにみていくのか。個人からみてい

くのか、組織からみていくのか。ここからパラダイムシフトが起きてくることになると思

います。 
今までは官と民の関係、中央と地方の関係はパトロンとクライアントの関係でこれが民

主主義だと錯覚してきましたが、それは 1985 年のプラザ合意まではよかったわけです。 
そこをひっくり返して、タックスペイヤーに責任を取るというようにしなければいけな

い。 
マニフェストはタックスペイヤーに対する初めての約束です。今までは利益を誘導する

仲間とやろうという公約だったのが、主権者に対して約束するから自民党や時の権力者は

書きにくかったのです。白紙一任のほうが楽ですから、そこを書き切ったら凄いことにな

る。そういう手段、道具としてマニフェストを捉えています。 
そして今日お話しするテーマであるＣＳＲ。私はそれが企業(Corporate)の社会的責任だ

けでなく、市民（Citizens）の社会的責任も行わなければならないと思います。 
それとともに、ＡＳＲ、大学(academic)の社会的責任とうのもあるでしょう。 
勿論、ＧＳＲ、行政（Government）の社会的責任も、です。 
これも全て、情報開示が根底にあると考えます。 
 

 経済について、私は規則に戻らず原則に戻れという論者です。 
大企業に入ったり、公務員になったりするのは、生涯賃金が自分が組織に与えるより組
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織からもらえるほうが多いだろうという計算で社会の雰囲気が出て、国民皆保険の思想が

できたのだと思います。国民皆保険は今日は気分がいいから、体が元気だから医者に行こ

うということです。 
地方も悪いのです。自立心が全くなく、「知事、予算とってこい」といって、他人の金な

ら取ってこいということをやってきました。よその金を取ってこいというのは、家ではい

えないことです。これは我々の世代がつくってきたのではないでしょうか。自分たちが自

立して堂々と生きれる、FA 宣言ができて磨く。それに乗れない人たちをパブリックセク

ターがどうやってケアするのか、セグメンテーションが全然されていません。 
弱者か強者か、勝者か敗者かというセグメンテーションは徹底的にしていかないといけ

ません。 
そういったことがまだ未成熟だから、そういうことをはっきりさせて、本当の人間の幸

せ感とはなにか、どういう国をつくっていくのかということが、どういう大阪市をつくっ

ていくのか。政治に係わる人たちから出

てきたほうがいいのです。 
こうして成熟したときに幸せ感がはっ

きりし、経済的な価値が出てきて、そこ

で測れるのだと思います。 
 
パワーランチは、なかなかの有識者の

人が集まっていますので、何か一緒に出

来ることがあれば、楽しいと思いますよ。 
さあ、そろそろ講演会の会場に行きま

すか。 
 

 


