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「東京はどうなる、どうする」 

 

はじめに 

都庁を「丸の内から新宿」に移転する大きな仕事を３年後に控えた、３選され

たばかりの鈴木俊一さん。年齢は７８歳だったと思いますが、一番脂の乗ってい

た頃の鈴木さんがその頃、「２１世紀の東京」という講演をしています。 

どんな２１世紀の東京を描いたか、興味のあるところですが、察するにこの

頃、日本はバブル経済の絶頂期でありまして、日本の総地価額でアメリカ大陸

が買えると世の中が舞い上がっていた頃ですので、東京は世界都市になる！そ

れには情報都市としての臨海副都心開発が必要だ！というような話題ではなっ 

たかと思います。 

東京を「都心集中」ではなく、「多

心型」の都市構造に変えたい。そのた

めに臨海副都心開発を進め、新宿副都

心に都庁を移転するのであるといった

話ではなかったか。 

じつはその頃、私も都庁の企画審議

室という知事の政策づくりを担当する

部署におりました。７つの副都心、新宿・渋谷・池袋・上野浅草・秋葉原・品川

大崎、そして臨海開発と、７つの副都心を育てることで多心型の東京をつくろう、

「マイタウン東京構想」の実現をめざしておりました。 

１９８０年代に描いた２１世紀の東京像は１２００万の東京が多摩も含めバ

ランスよく発展する地域の姿であった。都民が“安心・いきいき・ふるさと”と

呼べるマイタウン東京をめざす、それが２１世紀都市像であったかと思います。 

◇ 

ところが、どうでしょう！それから３０年経った今。鈴木さんの描いた絵姿と

は全く違う様相にあります。都心部、臨海部にボンボン高層ビルが建ちニューヨ

ークのマンハッタンのような一極集中の都市構造となっている。人口も１４０

０万人に増え、東京一極集中が大きな社会問題になっている。 

その超過密東京を直撃したのが、今回のコロナ問題でしょう。果たして多心型

の東京は幻なのか？５０年ぶりに迎えた戦後２度目のオリンピックも、パラリ

ンピックも想定外のコロナ大流行で無観客のまま終わりした。 

 

この１０年間、都政はオリンピック都政一色でした。その間、都知事は石原☛

猪瀬☛舛添☛小池と４人も交代した。一体この１０年間の大騒動は何を残したか。 
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当初、オリンピック効果は、東京だけで２０兆円、全国だと３０兆円の経済効

果があると言われました。しかし、それはどうやら取らぬ狸の皮算用だったよう

です。 

もちろん、オリンピックはやってよかっ

た！という世論が６割近くありますが、経

済効果でいうと直接的には２兆円程度。む

しろ１年の延期と無観客で、オリンピック

に投じた３兆円の経費の半分も回収でき

ない、大赤字が残った。 

もっとも、この１０年間、東京の経済はオリンピック特需で潤い、儲かった企

業も沢山あります。都政の税収も堅調だった。しかし、コロナ災害に翻弄されて

しまった“宴の後の東京”は、これは全く展望が見えない状況に陥っています。 

今日のテーマは「ポスト五輪、アフターコロナ」の東京はどうなるか、となっ

ていますが、実際のところ誰もわからない。とはいえ、首都東京の再構築、日本

全体が活力を持てる国に変わっていかなければならない。 

このことは国民、都民の共通の認識であり、それを受け止める政治が解決すべ

き、もっとも基本的な課題であります。 

いま、日本は２つの国に分断されています。過密の進む「東京国」と過疎の進

む「地方国」にです。いずれも元気がない。 

人口減少が本格化する歴史の転換点に立ちながら、東京の絵姿も、日本の舵取

りの方向も見えていない。この閉塞感が国民の不安である訳です。どうすれば打

破できるのか。これから大きく５つに分けて述べてみたいと思います。 

 

１．「揺らぐ東京の今」 

さて、まず東京の現状についてです。 

揺らぐ東京その１つは、先程触れた五輪の後始末の問題です。経済効果はそれ

ほどではなかった。しかし、昨年春までの１０年間、オリンピック特需で東京の

経済、日本の経済は潤った。税収も上がり、東京は日本の稼ぎ頭だった。 

しかしこの先、五輪延期の損失補償と無観客の減収、海外からのお客様を完全

シャットアウトしたマイナス効果が、どのような形で現れるか、相当厳しい感じ

もします。同時に、国立競技場をはじめ沢山の競技施設を新設しましたので、こ

れを今後どのように有効利用するのか、そこも課題だ。 

そして２つ目は、何といってもコロナの蔓延と終わりの見えないコロナ大災

害の問題です。特に東京はひどい。 
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連日報道されておりますので多くは

触れませんが、飲食業やホテル産業な

どの連鎖倒産が心配です。医療、福祉、

教育、文化など公共分野も大きなダメ

ージを受けたままです。 

当時、菅総理は「明るい兆しが見えて

きた」「出口の光明が見える」と言いましたが、総裁選前に本人がハイになって

いるだけで、何を根拠に言っているのか分

からない、という感じでした。 

もとより企業活動が全部悪い訳ではな

い。 

このように業種によって明暗が分かれ

ています。製造業や巣ごもり関連需要は

「プラス」、他方で鉄道や航空、デパート、

大規模集客施設などは「マイナス」という分岐です。JR やその関連企業などは

マイナスの厳しさを味わっている状況です。 

この経済の立て直しは、東京はもとより日本全体にとってコロナ敗戦からの

脱却大作戦とでも称して大掛かりに取り組まなければならない、経済政策の柱

です。 

この状況に誰がした。大きな責任は政府にあります。日本のコロナ対策の最大

の失敗は、ワクチンの必要性を認識することが遅れ、国民、企業にばかり自粛を

求めたこのやり方。 

国内でのワクチン開発に投資せず、マスクだ！１０万円だと直接給付だけを

行っている間に、ワクチン外交は後手後手になり、他の先進国より半年以上対策

が遅れてしまった。 

五輪のような大イベントを仕掛けるのなら、開会前までにマスクのない日常

を取り戻す、それが政治の目標でなければならなかった。ところが、国も都もマ

ンネリの対応を繰り返すだけで、政治も行政も私達の生活を守れなかった。 

結果、コロナ感染者の９割が入院を希望しても入れない、“医療崩壊”を招い

てしまった。いろいろ理由を並べますが、これはコロナ対策の大失敗以外の何者

でもないでしょう！ 

◇ 
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そうしたことから、１４００万都民の生活を守るべき都政も、石原時代から

粛々と積んできた 1 兆円の財政調整基金（いわゆる貯金）をたった３ヶ月で食

い潰した。  

もし、来年にかけ、これ以上経済状態

が悪化しますと、法人事業税、法人住民

税という変動の激しい法人２税が１年

で１兆円も減る可能性が出てくる。そ

うなると、都は一気に財政危機に陥り

ます。 

かつての美濃部、そして青島時代の

大赤字を解消するため、次の都知事がどれだけ苦労したか、財政危機になると強

い行政改革に踏み切らざるを得なくなります。 

２０年前、青島都政の残した大赤字を腕力の強い石原慎太郎が３年で解消し

ていますが、労組との団交も辞さず、医療サービスすらカットせざるをえない強

い行革をやった。はたして、今の小池百合子にそれができるのか。 

その前に敵前逃亡するのではないか！ということが都庁内ではまことしやか

に囁かれております。どうなりますか？ 

 

２．東京のここまで 

こうしたところが東京の現状ですが、これまの東京は決してそうではなかっ

た。首都東京を日本の機関車と位置づけ、政治、行政、経済、情報、教育、文

化、国際のあらゆる中枢機能を東京一極に集め成長を図ってきた訳です。結

果、東京は飛びぬけて豊かな大都市になったのです。 

もとより昔からそうかと言え

ば、そうではありません。１３０

年前、府県制度の始まる明治２３

年頃の東京はそうではなかった。

東京の人口たったの１５０万人、

全国で９番目です。日本で人口が

一番多かったのは新潟県でした。 

ところがその後、東京は人口が倍々ゲームのように増え、人口大爆発の１世

紀となる訳です。 

戦後をみても、高度成長前の昭和３０年、人口８００万人であった東京は、

半世紀後の現在、１４００万人まで膨れております。 

その政治的な牽引力はこの顔ですよ。昭和４６年から２年間総理大臣を務め
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た田中角栄。その『日本列島改造論』がブームになる。 

この列島改造論を下敷きに日本政府は全

国に３大高速網を張り巡らせ、経済的に豊

かな国をつくろうとしてきた。面積の小さ

な国ですが、３大高速網の整備では世界

一、便利な国になっております。 

ですが、残念ながら、意思決定の仕組み

を中央集権体制のまま残した結果、地方分散は実現できず、逆に地方で稼いだ

おカネ、税金、育てた労働力はストロー効果により、全部東京に集まる仕組み

になってしまった。 

これが今日の東京一極集中の絵姿です。 

 

東京都というのは国土面積のたった０．

６％、そこに国民の 1 割強の１４００万

人、１都３県の東京圏でも国土の３．

６％。そこに国民の３割、３５００万人が

集まる。 

皆さん、この面積と人口集中をどうご覧

になりますか。アメリカで２番目に広いのがカリフォルニア州ですが、それと

日本の面積はほぼ同じ。ロサンゼルスやサンフランシスコのあるカリフォルニ

ア州は全米一の人口ですが、それでも３７００万人です。 

どうでしょう！日本のたった３．６％の狭い東京圏にカリフォルニア州と同

じ人口が集まっている。いかに過密か、お判り戴けるのではないでしょうか。 

◇ 

い日本のＧＤＰは５００兆円ですが、その２割は東京で１００兆円。国税収

入の４割、大企業本社の７割、全国区のテレビ、新聞、出版社の９割、大学生

の４割が東京に集まる。地方の大学を出た者まで含め、大卒者の７割以上が東

京に就職するのが現状です。これが一極集中の姿です。 

こうした東京一極集中は、追いつけ追い越せ型近代化をめざす日本の国策と

して明治以来意図的に創られたもの。 

結果、ＧＤＰで世界１５位の国に当たる地

位。この流れは未だ止まらない。現在も、国家

戦略特区などの指定をいくつも受け、都心部と

臨海部にこのように再開発プロジェクトが目白

押しです。 
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そのエネルギーは若い労働力に支えられています。 

地方はおカネを掛けて高校、大学まで子供たちを育てる、その労働力をただ 

で頂くのが東京という構図です。コス

トを負担することなく便益だけ享受す

る、この構図が労働力面から見た東京の

有利さです。発展しない訳がない。 

◇ 

しかし一方、繁栄というコインの裏面

では災害リスク、東京リスクの危険性が

高まっています。例えば首都直下地震。３０年以内に７０％の確率で襲うとさ

れますが、もしそれが現実になったらどうなるか。 

一極集中が裏目に出る。日本の全ての

中枢機能が一気に失われ、心肺停止状

態になります。大量の死者と経済は大

混乱へ。国土の０．６％の狭い東京

を、より深く、より高く、隙間のない

ほど開発し尽くしたツケが一気にく

る。 

最近の集中豪雨も他人ごとではない。 

ゼロメートル地帯が４割を占め、多数の地下鉄が走る東京は、きわめて水害

に弱い構造です。仮に利根川で氾濫が起きれば、浸水区域人口は２３０万人、

２３区の４分の１が水につかり、膨大な死者が出ると言われます。 

首都直下地震、首都水没、そしてコロナ感染症の大流行と人災とも思われる

東京一極集中の怖さは増幅している。 

２０世紀の追いつけ型近代化、全てを経済の効率性というモノサシで図って

きた国家運営のツケが一気にくる可能性が高い。これを座して待つ、そうした

事は許されない。 

３．これからの東京 

さて、これからの東京の問題です。 
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生活都市、経済都市、都市経営、さらに国際関係など様々な面があります

が、１つは東京の経済はどうなるか。 

実はデータで見る限り、東京の高成長時代は既に終焉してます。図体がデカ

イ東京なので目立ちませんが、都民１人当たりの所得の伸び率は１．９％と全

国で下から６番目の低さです。経済格差も広がっております。 

最近の総務省等の調査をみると、東京に住む中間層の世帯は、生活余力の面

で 47都道府県の最下位となっています。日本で一番豊かさに欠ける地域、そ

れが東京だと。 

東京の GDPは日本全体の２割を占めると申しあげましたが、その日本全体の

GDPはここ２０年、ゼロ成長に近い状態です。政治家は景気変動のプラス面を

経済成長と混同するような説明を好んで行いますが、実体と違う。 

 

特に安倍政権のアベノミクス。安倍さんは昨年９月まで約８年間で衆参合わ

せ６回の選挙をやり、全部自民が勝ったと豪語している。“自民党に任せれば

経済は成長する”“民主党に任せるとデフレになる””あの暗い時代に戻しては

ならない“、こう声高に叫びアベノミクスの効果を強調してきましたが、どう

も真実はそうではない。 

GDPはこの２０年間殆ど増えておらず、菅政権になって、コロナの影響もあ

り GDP は大きく下がる方向にある。現在の岸田政権になっても状況は同じ。 

コロナ終息後、一時的に揺り戻しがあるかも知れませんが、どうみても内需

の縮小する日本だけに長くは続かない。この先は、中国、インドなど中進国の

大市場とどう向き合うかが経済再生の最大のポイントになるでしょう。 

◇ 

もう１つ。東京から人口の流出が始まっています。これは１～２年の動きな

のか、それとも本格化するのか、コロナの影響下なので正確には言えません

が、どうやらこの間のテレワークや在宅勤務の経験を経て、サラリーマンの働

き方が変わり始めたことは確かです。この流れを良しとするなら、それをどう

誘導していくのか。 
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そして、何といっても、これから東京は

「老いる時代」に入ります。ヒトが老い、

インフラが老いる、ダブルで老いる東京

へ。これは明治以来１５０年間、一度も経

験したことのない事態で、これにどう向き

合っていくのか。 

ヒトが老いる面は地方の方が先行していますが、やがて東京も６５歳以上人

口が２５％を超え、あと２５年もすると７５歳以上が２５０万人近くになる。 

一言で２５０万人と言いますが、このボ

リュームは秋田県が３つ、全て７５歳以上

になるという規模ですよ。東京はこれを賄

うだけの高齢者向け施設とカネはあるの

か。 

とてもそうは思えない。もしかして、こ

れまでゼロだった地方交付税の投入を東京が求める事態になるかも知れない。

１６兆円の交付税の３分の１を東京が食ったら、地方は行政が回らなくなるぐ

らい甚大な影響が及びます。 

都市インフラも老いる。５０年前、東京五輪当時に一斉に整備した道路、

橋、学校、公共施設、地下鉄、トンネルなどの社会資本が一斉に寿命を迎え、

崩落する。もはや新規投資に向けるカネはなく、維持費と更新費に追われる時

代になる。都だけで年間１兆円掛かるとされる。 

もちろん土木建設業などにはビジネスチャンスになる訳ですが、都財政がも

つかどうか。一般会計はいま７兆５千億円ですが、ここから毎年１兆円をイン

フラ整備に回したらどうなるか。福祉も医療も教育も回らなくなります。 

こうしたヒトが老い、インフラが老い

る、いわゆる老いる東京問題はこれから都

政にとって最大の問題でしょう。 

 

 

 

 

４．都政はどうなるか  

次に、これから都政はどうなるという話に進みましょう。老いる東京問題も

そうですが、都政の仕事はゆりかごから墓場まで解決すべき問題は広範囲にわ

たる。 
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ただ、どの分野に重点をおいて解決す

るか、それは時の都知事の考え方に大き

く左右されます。国の補助金、交付金が

歳入の７割も占めるような他の４６道府

県と異なり、都の財政は自主財源が８割

近くあります。国が介入できない、政策

の選択幅、裁量権が大きい、それが都政

の強みでしょう。 

◇ 

少し都知事について面白い話をしてみましょう。 

 

戦後７５年、都知事はこのよう

に９人おります。前半の頃は、官

僚出身の安井誠一郎、学者出身の

東竜太郎、学者出身の美濃部亮

吉、官僚出身の鈴木俊一という風

に、官僚と学者が交互に都知事に

なり、その任期も３期、２期、３

期、４期と安定したものでした。 

ところが後半になると、９０年代半ばに参議院議員で作家の青島幸男が就任

するなど、国会議員が都知事になるようになってから、都政はおかしくなりま

す。 

おかしくなるという意味は、都民に対する行政サービスの話より、世間に対

する政治パフォーマンス、世論受けを狙う政治行動が目立つ。都知事が目立ち

たがり屋になる。 

併せて任期も極めて不安定になります。青島は 1 期、石原慎太郎は３期＋１

年半、猪瀬直樹は１年、舛添要一は２年４ヶ月、そして今の小池百合子は５

年。小池百合子についてはこの先いつまでやるか判らない。 

しかもその属性ですが、石原、舛添、小池は自民党の総裁候補ないし総裁選

に出て敗れた人たちです。その負け組が都政に舞台を移し、国政を揺り動かそ

うとパフォーマンスに出る。東京から日本を変える！とか、菅総理と小池都知

事がコロナ対応の先を競い合うとか言うように。 

みなさん、今回苦労された２回目の東京五輪は何から始まったと思います

か。公になっていませんが、ことは単純です。石原慎太郎が都知事選の３選に

出るとき売りがなかった。そこで元総理で親しい森喜朗氏に相談するのです。 
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２人だけで酒を飲みながら、森さんが「先のオリンピックから５０年経つか

ら、そろそろ東京でもう一度手を挙げたらどうかね！」と水を向ける。それに

石原は“よしそれで行こう”と即答し都知事選の公約に入れた訳です。 

都庁内では一切知らない。しかしそれが既成事実になり、３選した石原は２

０１６年開催に手を挙げた訳です。 

しかし、リオデジャネイロに負けた。IOC総会から帰る飛行機で初めて泣い

た！と石原は記者会見で述べていますよ。この話は当時、私は TV で解説して

いますので詳しい。 

まあ、４選の時は尖閣諸島を買うと言い出し、１年半で飽きたのか「猪瀬君

で十分だ」「五輪のたいまつは消すな」と言い残し国政に戻って行った石原さ

ん。そのたいまつを受け継いだ猪瀬氏は「２０２０東京五輪の招致」に成功し

ますが、政治とカネで１年足らず首になる。不思議だがこの２人の当事者から

今回の五輪についてコメントがない！ 

◇ 

ちょっと脇道にそれましたが、こうした政治パフォーマンスに翻弄されてき

た、ここ４半世紀の都政ですが、よくみると、都知事が交代する度に政策の振

り子が働くという、面白い特徴があるのも都政です。 

①ハード事業重点・経済重視か、②ソ

フト事業重点・生活重視かという２つの

軸で分析すると、戦後都政は都知事の交

代と共に政策の振り子の働いているので

す。 

例えば、戦後アジア初の五輪を手掛け

た東都政は道路、橋、大会施設などインフラ整備にカネをかけハード重点・経

済重視であった。一転し、高度成長の矛盾が大きくなると、次に出てきた美濃

部都政は福祉、医療、教育などソフト事業重点・生活重視の都政に転換してい

る訳です。 

これはアメリカ大統領が民主党、共和党と順番に交代し、政策の重点が変わ

るのとよく似ている現象です。 

その後、鈴木都政はハード・経済重視、青島都政はソフト・生活重視、石原

都政はハード・経済重視、舛添都政はソフト・生活重視とこう来る訳です。 

ですが実は５年前からの小池都政はどこへ向かっているのか、よく判らな

い？豊洲移転を延期するとか、都政はブラックボックスと称し証人喚問を行

う、コロナ対策と称しレインボーブリッジに赤、オレンジ、緑色の虹を灯しま

したが、これでコロナが終息に向かった訳ではない。生活重視かなと思うと、

      
      
      
      

    の ま
らな   都政 

どこ  かう 
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突如、金融都市づくりに乗り出すと思い付きの事を述べる。 

今後、小池都政はどこに向かうのか。私は今の東京の状況からして、医療、

福祉、教育などソフト重点・生活重視でなければ都民の生活は守れないと思う

のですが、どうも政策スタンスがハッキリしない。これが小池都政の現状。 

◇ 

ついでに、都民の７割が済む東京２３区の話も加えましょう。１０００万人

の暮らす東京２３特別区の再編は必要かどうかです。 

一昨年１１月、大阪で大阪市を廃止し４

つの特別区にし、広域権限を府に移し大阪

都をつくるという話が話題になった。いわ

ゆる大阪都構想の住民投票ですが、私は橋

下徹市長時代から現在まで大阪府、大阪市

特別顧問をしているので経緯はよく知って

いますが、あの１１月、東京では東京２３特別区は今のままでよいのか、問題

になりました。 

もともと、行政区ですけれども、明治２２年に東京市ができたとき１５区で

した、昭和７年（1932）に今の世田谷、練馬の区域など、東京市の周

辺５郡８２町村を東京市に編入しております。この区域を２０区に再

編し、それまでの１５区と合わせて一旦３５区になった。いわゆる

「大東京市」の成立です。 

この大東京市を戦時体制下の昭和１８年（1943 年）に東京府と合体

し「東京都」ができております。 

戦費を捻出するとか首都を防衛するという理由ですが、それを戦

後、新しい憲法、新しい地方自治の始まる昭和２２年（ 1947 年）に区

長公選、区議会公選の特別区に変えた。その時、３５区を２３区に再

編し今のような形になっている訳です。 

その頃は将来の区部人口を４００万人と想定し、１つの区は概ね２

０万人程度が望ましいと考え、２３の区割にした。ところが戦後、瞬

く間に人口は２．５倍の１４００万人に膨れ、１区２０万人どころ

か、千代田の７万から世田谷の９５万まで１３倍も差が出た。 

◇ 

このままでいいではないか、という見方もない訳ではありません

が、大阪都構想の特別区は児童相談所など強い権限を持つ５０万中核

市並みの設計でしたので、東京２３区の区長らは「今の町村並みの弱

い特別区ではダメ、大阪並みをめざせ！」の大合唱になる。  
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だが、権限、財源を奪われる東京都は、区の現状７万～９５万とい

う極端な規模の差のままでは、それに応ずることはできないと主張す

る訳です。 

一昨年１１月の大阪の住民投票は反対票が１万７千票上回ったので

動き出していません。なので東京も都と区の思惑の違いから表立った

動きになっていませんが、もし小池の次の都知事が行政に詳しい方な

ら、必ずこの問題に手を付けるはずです。身近な自治体の２３区を強

くし、痒いところに手の届く地方分権を進めろというのは時代の趨勢

だからです。東京都はむしろ隣接３県と都市連合を組んで広域行政に

力を注げと。 

この図は、ある新聞社に頼まれ大阪の住民投票が行われる直前に私

がつくった東京１６区への再編案です。どうでしょう！豊島区・文京

区を合体し「小石川区」に、千代田・中央・港の都心３区を合体し

「東京区」にする。１区を平均５０万人以上になるよう、合理化する

という案で、これで中核市並みの権限の特別区ができますので、都が

反対する理由はなくなる。 

もっとも、２３区の区議会議員は反対するかも知れませんね。いま

２３区全体で区議は９００人いますが、これを１６区に再編し、大阪

都構想並みの区議に数を絞ると、３００人に激減するからです。 

こうした改革に２３区の区長、職員は賛成、２３区の区議会はこぞ

って反対という構図になる。判断は１０００万区民の手に委ねられま

す。もっと良いサービス、もっと低い税金になるなら賛成なのではな

いか。 

◇ 

もう 1つ、東京の政治として都議会の話も加えましょう。東京都のスウエー

デン並みの１５兆円予算を決めるのは、都知事ではなく、議決機関の都議会で

す。そこに１２７人の議員がいます。この７月に都議選が行われました。 

どうなったか。 

 

選挙前の予想は、自民大勝、都民ファ

惨敗、自公で都議会過半数を占め、池都

政は自公主導の体制に変わるとみたマス

コミが多かった。しかし予想は見事に外

れた。 

127議席のうち、自民は形の上では第
  



13 

 

1党になりましたが過去２番目に少ない３３議席止まり。公明は８回連続２３

議席の確保という記録をつくったが、自公で６４という都議会で主導権を握る

過半数には大きく届かなかった。 

◇ 

今後、どのような形で小池都政をリードするのか分かりませんが、じつはこ

の都議選。都知事に替わる度に政策の振り子が働くのと同じように、都議選

でも４年毎に別の振り子が働く不思議な選挙なのです。 

09 年は非自民（民主）、→13 年は自民、→17 年は非自民（都民フ

ァ）、そして 21 年は自民と、４年毎に第１党が非自民、自民、非自

民、自民と入れ替わる。 

都議会は当選１、２回の議員が６割を占めます。平均年齢も５０歳

と若く、女性議員も３割いますが、都議選は”風で受かる”議員が多

く、「通りやすく・落ちやすい」との定評があります。 

確かに、フレッシュな議員が多い点は良いとして、選挙地盤がな

く、政策力が弱い点、１２７議席の議会とは弱点ではないでしょう

か。 

その割に待遇は日本一です。年俸２２００万円、政務活動費年間７

２０万円で国会議員並みの待遇。都民１０万人に１人選ばれる形、だ

から議員は１２７人いますが、果たしてこんなに必要かどうか。 

２３区の区議は区民 1 万人を代表するから９００人、都議は都民１

０万人を代表するから１２７人と説明されますが、人口はともかく、

東京全体でも国土の０．６％、２３区に至っては０．２％しかない。  

狭い区域にこんなに多くの議員が必要かどうか、大都市ほど政治が

機能していない現実をみると、今後の東京の政治のあり方は根本から

見直しらどうでしょう。数を絞り議員の質を上げる改革が必要では。 

 

５．東京 そして日本をどうする 

残り時間も少なくなりましたが、最後に東京そして日本をどう再生させるか

という話に進みましょう。 

ご承知の通り、日本の人口は明治以降、1世紀半で３３００万人から１億２

８００万人と８倍にも膨れ上がった国です。人口大爆発という異常な世紀が 20

世紀。結果、経済も所得も税収も倍々ゲームのように増えました。 
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ですが、１０年以上前から反転に転じ

ています。いろいろ予測はありますが、

概ね８０年後の２１００年には、少子化

対策がうまくいっても８０００万人、下

手をすると６０００万人まで減ると言わ

れています。 

もとより、これも考え方で１００年前

より２倍ないし３倍の人口がいると考えれば、何も悲観することではなく、ま

た人口が減っても、現在の GDP500兆円の水準をハイテク技術などを駆使して

８０年間維持できるなら、経済成長ゼロでも世界で一番豊かな国になれます。

１人当たり所得が２倍近くになるから。ですので、２０世紀の人口増時代のよ

うに経済成長率の大きさを目標にする必要はない。 

◇ 

まさにパラダイムの転換です。右肩上がりから右肩下がりの時代に合った国

づくり、東京づくりが求められます。 

量より質の充実、真の豊かさを実感できる「新たな国づくり」が必要となる

訳です。ポイントは３つ。 

第１は、２０世紀に膨れ過ぎた統治の

仕組みを賢く畳むこと。第２は、遠い政

府より身近な政府を強くし、私たち国民

がコントロールできる、地方主権の国に

変えること。 

第３は財政再建から逃げないこと。積

もること、国地方で借金合計は１３００

兆円あります。赤ん坊まで１人１０００万円の借金、家族４人で４０００万円

の借金ですよ。 

どのような方法で返すのか、政治家は誰も語らない。この膨れたままの財政

ではこの国は破綻します。 

◇ 

新たな国づくり、まず 1つは東京をどうするかです。その選択は大きく２

つ。この図のように東京の巨大化を図るのか、巨大化を否定するのか、その２

つです。もちろん、巨大化の肯定でも積極的肯定なのか、消極的肯定なのか、

巨大化の否定でも震災などを問題にするのか、過集中を問題にするのかで、そ

の対応は異なります。 
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ただ言えるのは、これまでの日

本は国も都も、巨大化を肯定する

立場から政策を組み立ててきたこ

とです。結果、いろいろご覧戴い

たように東京一極集中の国とな

り、東京国と地方国に分断されて

しまった、ということです。 

しかし、これから人口は大幅に減る、一方、東京リスクは様々な形で高まっ

ていく。とするなら２１世紀は、量より質を重視する東京づくりに転ずるべき

です。巨大化を否定する視点から東京のあり方を捉え直すことでです。これで

東京国と地方国がウイン・ウインの関係になるのです。 

その１つの目標として、東京を２割減反したらどうか。１４００万東京から１

０００万東京にスリム化する。 

どうすればそれができるか。これまで

全国総合開発計画や首都移転論議など、

いろいろやってきたが決め手はなかっ

た。 

ただ、幸いその間、日本は新幹線、高

速道、ジェット空港など３大高速網が張

り巡らされ、端から端まで行くのに１時間半とそう時間の掛からない、便利な国

になった。 

だが、移動コスト（運賃）が高すぎて、東京圏から人も企業も出ない。ここ

を直すことです！ 

大胆な発想ですが、道路はつくるより

利用する方向にカネをかける選択が望

ましい。道路、鉄道、航空の３大高速

網の運賃を公費負担とし、実質上タダ

にしたらどうでしょうか。これを私は

日本型フリーパス構想と呼んでいま

す。 

ガソリン税や消費税の１％、地方創生費の一部を振り向ける。ざっと計算す

ると７兆円の財源があればできます。 

これは政治の仕事です。新幹線も山手線並みの運賃でどこまででも行ける社

会。こうなると水は低きに流れます。 
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人も企業も事務所も広域分散化する。立地コストが安く環境のよい場所に新

たな集積が始まる。なので東京圏は、東は仙台、西は名古屋、北は新潟方面ま

で拡がります。 

コロナ禍の影響だけでなく、在宅勤務やテレワーク、週３日出勤などを経験

し、いま人々は子育て環境のよい、ゆとりある暮らし、新しい働き方へ魅力を

高めています。 

このチャンスを活かす。新たな都市政策、日本型フリーパス構想を与野党関

係なく早期に実現したらどうか。 

併せて、大学も減反したらどうか。早稲田、慶応、中央など大手の私学は定

員に２割を地方分校の設立に振り向ける。卒業証書は１つ。東京で学んでも地

方で学んでも、東京から地方に移っても有名大学で学べる、これで変わる。 

◇ 

東京の減反と同時に、地方分権も進めることです。国民主権、地方が主体に

なって国をつくる統治の仕組み変えること。地方主権国家への転換です。国と

地方が上下主従ではなく、対等協力の関係に変わることです。 

2000 年に第 1期分権改革を行い、各省大臣の部下として知事、市町村長が命

令によって動く仕組みはなくなりました。地方の仕事の８割は国の機関委任事 

 
務を処理する、そうした戦後の中央集権の仕組みも壊しました。 

しかし、使うカネ以上、国は集め、地方をカネで差配する税財源の分権化は

できなかった。 

民主党政権も地方主権改革と高らかに謳い上げたができず、安倍自民政権に

戻っても、デフレからの脱却、アベノミクスの話ばかりで、日本の分権改革は

完全に停止した状況です。コロナ対策を見ても国が前面に出ていますね。 

これを変えるのです。税財源を分権化し、個別法に潜む集権構図を打破する

第２期分権改革を行えば、地方が主体的に動ける国に変わります。菅さんの動

きを見ていても何も変わらない。地元の知事、市長が地域の代表なのです。 

◇ 

そして第３の決め手。日本を州制度の国に変えることです。 
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４７都道府県を廃止し、１０程度の州に

括り直す。それぞれに州に大幅に内政の

権限を移し、各州が日本の地域づくりの

拠点性を競う形に変えることです。 

従来これを道州制と呼んできました

が、上から目線の改革で進まなかった。

そうではなく、日本は既に８割方、州制度へ移行できる素地はできています。 

府県の権限を持つ２０の政令市、６０の中核市、これで国民の４割を占めま

すが、２３特別区も加えますと、日本の大都市制度を使っている約１００の自

治体下に国民の５割が住んでいるので。政令市を特別市に、中核市を政令市

に、２３特別区を中核市並みに強くした上で、東北、関西、九州といったよう

に広域圏でくくり直すのです。 

◇ 

日本を１０の広域州と東京、大阪を２つの特別州にすると、３０兆円近く削

減でき、地方圏の競争が始まります。 

「私の県に来ないで下さい」「私の県

からでないで下さい」と叫んだ４７人の

知事、彼ら彼女らは１３０年前の馬、

船、徒歩の時代の区域割で叫んでいるだ

けで、鉄道、道路、交通網の発達し、経

済圏、生活圏が大きく広がっている現代

社会に全くマッチしない制度の中で、あたかもミニ鎖国を訴っているようなも

のです。コロナ対策は広域圏でやるべきだった。今回の反省を踏まえ、そうす

べき。 

◇ 

こうすると人口減少に歯止めが掛かり、国土が有効に使われ、均衡ある発

展、働き方の自由が生まれ、人口減少にも歯止めが掛かる。元気な日本が顔を

出してきます。 

そうしたことで、行政も企業も変わ

ります。行政経営はスリム化し活性化

する。企業活動は広域化し闊達な競争

が生まれ地方での雇用が進むことにな

る。 

一言でいうと、人口増時代を睨んで

明治政府が行った「廃藩置県」に対
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し、これからの人口減時代を睨む令和政府はスリムで賢い政府へ「廃県置州」

を断行すること！ 

まとめ  

以上、東京の現状から東京はどうなる、東京をどうする、そして日本をどう

するお話まで、自論公論のように自説を述べさせて戴きました。 

まとめますと、このような項目になります。 

 

もし、政治が与野党対立で改革

ができないのなら、あの国鉄改革

をやった土光臨調（第２臨調）か

ら４０年経ちますので、皆さんを

はじめ各界の専門家を集めて「第

３臨調」を設置したらどうでしょ

う。われわれの手でやりますから 

これから２年間、わが国の新たなかたちをオープンに議論し、改革すべき点

を国民の前に明らかにしたらどうでしょうか。そうすると、政治も目が覚める

のではないか。 

人口は減っても活力ある東京、日本が生まれ変わる道はある！ということを

申し上げ、終わりたい。 

 

                    
                               

                                 

                                 

                              

                                 

                                   

                         

                                   

                                   


