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通常総会の開催に併せて、早稲田大学大学院経営

研究科教授北川正恭氏を講師にお迎えし、「気づきに

よる自己変革」と題して、江見研修委員長の司会、河

野副会長の挨拶、北川正恭氏の講演に、会員、ご招待

者、一般の方々180名のご参加をいただき、午後1時か

ら午後3時まで有意義な時間を持つことが出来ました。

北川正恭氏の講演は、河野副会長の挨拶にもありま

すが、それぞれの人、組織、そのほか多方面で「自己

変革」が求められている時代に沿った話題で、大変興

味深く参加者の方々も熱心に聴講されました。皆様が

自己変革に気づかれる一助となることを期待して、ご

本人に本紙及び当会のホームページへの掲載をご了

承いただきましたので、講演の内容を掲載することと

いたしました。

記念講演会
開催報告
記念講演会挨拶 日本不動産カウンセラー会副会長 河野　

記念講演「気づきによる自己変革」
早稲田大学大学院公共経営研究科教授 北川　正恭 氏
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本日はお忙しい中を、私どもの記念講演会に多数ご

出席頂きまして誠に有り難うございます。

本日の講演会には、官公庁、友好団体並びに一般の

方々、そしてカウンセラー会の会員にご出席頂いてお

ります。

折角の機会ですので、開会に当たりまして一言、ご

挨拶申し上げたいと存じます。 私ども不動産カウン

セラーの業務内容を紹介させて頂きますと、私どもは

クライアントが抱えている様々な課題について、クライ

アントが最善の選択肢を決定するための方策、例えば、

土地の有効活用についてのアドバイス、不動産事業に

関するマーケティング戦略の提案、不動産の投資分析、

あるいは身近な問題として不動産の売買・賃貸借に関

する各種のカウンセリング業務等について、選択すべ

き方向とそれに至るプロセスを個別具体的に提案す

ることを主な業務としております。

また、私どもの日本不動産カウンセラー会は、カウン

セリング業務の実務経験を有する全国の不動産鑑定士

約600名で構成されておりまして、本年11月で創立15周

年を迎えます。 この節目の年を迎える機会に、これま

で私どもが蓄積してきたノウハウと実績をベースに、

益々複雑化・高度化している不動産の諸問題の解決

に積極的に取り組んで参りたいと思っております。ど

うぞ、私どもの活動に、皆様のなお一層のご理解・ご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

さて、本日の講演会は、早稲田大学大学院公共経営

研究科の教授であられる北川正恭先生を講師にお迎

えしております。

北川先生は、テレビや新聞等マスコミに頻繁に登場

されておりますので、ご経歴については皆さん方ご承

知のことと存じますが、北川先生のプロフィールを簡

単に紹介させて頂きます。

記 念 講 演 会 挨 拶
日本不動産カウンセラー会副会長 河 野　擴

北川先生は、早稲田大学第一商学部のご出身で、

三重県議会議員を3期、衆議院議員を4期それぞれ連

続当選された後、95年より三重県知事を２期８年間務め

られ、昨年4月に退任されて、現職の早稲田大学大学院

「公共経営研究科」の教授に就任されておられます。

北川先生のご功績は枚挙に暇がありませんが、三重

県知事時代に、「事業評価システム」や「情報公開」等

を積極的に進められ、我が国でいち早くマニフェスト

を提言されたことは殊に有名であり、記憶に新しい

華々しい活動をされている方でございます。

また、北川先生は「新しい日本をつくる国民会議（21

世紀臨調）」の代表を務めておられる等、幅広く活躍

されておられます。

本日の講演は、北川先生の立法・行政の両面に亘る

豊富なご経験に基づいて「気づきによる自己変革」と

いうテーマで、お話を伺うわけですが、私どもは今組

織的にも個人的にも「自己変革」が求められているとこ

ろであります。北川先生のお話をじっくりお聞きして、

それぞれの立場で何か収穫を得てお帰りいただけれ

ば幸いと思っております。以上、簡単ではございます

が、開会のご挨拶と致します。



気づきによる
自己変革
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記 念 講 演 会 講 演 録

早稲田大学大学院公共経営研究科教授　　北川　正恭 氏

北川正恭氏 PROFILE  
1944年生まれ。1967年早稲田大学第一商学部卒業。

1972年三重県議会議員当選（3期連続）、1983年衆議院議員

当選（4期連続）。任期中、文部政務次官を務める。1995年、

三重県知事当選（2期連続）。「生活者起点」を掲げ、ゼロベース

で事業を評価し、改善を進める「事業評価システム」や情報公

開を積極的に進め、地方分権の旗手として活動。達成目標、手

段、財源を住民に約束する「マニフェスト」を提言。2期務め、

平成15年4月に退任。現在、早稲田大学大学院公共経営研究

科教授、｢新しい日本をつくる国民会議｣（21世紀臨調）代表。

行政にもマネジメントの視点を
人間には誰しも既得の権益や思い込みがあります。

組織が新規の事業を展開していくとき、こうした既成概

念を超えて新たな価値をつくり出していくことは非常

に難しいものです。本日は私の知事としての経験を交

えつつ、「気づき」による新たな価値創造について話し

をさせていただきます。皆さんと問題意識を共有しつ

つ、新時代を切り拓くきっかけになれたらと思います。

私は昨年まで三重県知事を2期、8年務めて辞職し

ました。なぜ辞めたのかとよく質問を受けるのですが、

知事のような公の権力の座は期限のついた独裁者で

あるべきだと思っています。期限がついていないと、

いつの間にかサダム・フセインや金正日のような独裁者

になってしまう。

独裁者とは少し言葉がきついかもしれませんが、日

本が今、官主導の社会になっていて、少しも民主主義

でないことにあまり気づいていない人が多い。たとえ

ば規制緩和、構造改革、三位一体などを総理や大臣が

訴えているのに、各省庁が全然聞く耳をもたない。こ

れは官主導であり、言い方を変えれば社会主義国家

そのものです。現在の日本は民の意向が全然通ってい
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ない社会だと言わざるをえないでしょう。

知事在任中に母校である早稲田大学から公共経営

研究科の大学院をつくりたいと相談を受けたことがあ

ります。公共経営とは英語ではパブリック・マネジメン

トです。従来、政治学や行政学にはパブリック・ポリシ

ー（公共政策）の考えはありました。しかし、行政が効

率を追求したり、「最小の費用で最大の効果」を追求す

るといった経営の視点で物事を考えるのは「倒産や売

上げもないのに、卑しい」と思われていました。

しかし、私は行政も管理（アドミニストレーション）か

ら経営（マネジメント）に移行すべきだと主張してきま

した。政治学、行政学はいままで「情報非公開」、「依

らしむべし、知らしむべからず」で成り立ってきました。

あるいは中央集権で、地方は従えということで成り立

ってきました。こうした体制を変革し、地方分権、情報

公開すべきだと私は知事在任中からずっと訴えてきた

のです。

ですから、ちょうど知事を辞職したときに、早稲田大

学から公共経営学の大学院教授にとオファーがきまし

た。私は、マスターもドクターも取得していません。学

部で４年間学んだだけなのですが、大学のプロフェッ

サーをしている。いままで「こんなもんだ」という思い

込みで動いていた政治学、行政学がすっかり変わって

きたことだと思います。おそらく、ポストモダン、「現代」

が終わりつつあると言ってもいいでしょう。

「こんなものだ」という思い込みの資本主義や民主

主義は全部入れ替わるときだと思います。こういう過

程の中にあるからこそ、「うまくいかない」といった閉

塞感や「新しい価値をどうつくろうか」といった悩みを

持つ人も多いのです。日本全体が失われた1990年代を

過ごしてきました。しかし、むしろポジティブに考えて、

変化をピンチと取るのではなく、変化することはいい

ことなのだ、チャンスなのだと考えるべきだと思いま

す。第2次世界大戦で負けたからこそ、ソニーもホンダ

も出現したという発想に立てるように、本日は問題意

識を共有できればと思っています。

情報革命からユビキタス社会へ
いま「現代」という時代区分が終焉を迎えています。

歴史を振り返り、明治維新は何によって起こったか

ということですが、いろいろな歴史観があると思いま

す。260年間続いた幕藩体制が崩壊した最も大きな要

素は、産業革命にあったと思います。1853年にペリー

が浦賀にやって来ました。「太平の眠りをさます上喜撰

（蒸気船）、たった四杯で夜も眠れず」、すなわち蒸気

機関車を発明した圧倒的な科学文明が進化し、日本に

現れた。そして「言うことを聞かなければ大砲を打ち

放つぞ」と脅されて幕府は慌てふためきました。先に

科学技術の進化があって、明治維新が急速に進展した

のが事実です。徳川幕府が倒れて近代国家が生まれ
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るのに15年。体制は壊したが、この国をどうするのか

と皆が右往左往して、頭はざんぎり頭にしなければい

けないというところから、森有礼が義務教育体制を整

え、前島密は、郵便で政府の政策をきちんと伝えられ

るようにした。また産業を興こすために全国に鉄道が

ひかれました。

制度の中でも一番重要なのは法律ですが、法律の

基になる憲法が明治23年、1891年に制定されました。

そのころ殖産興業、富国強兵の膨らみの中で、日清、

日露へ突入していく歴史があります。産業革命が輸入

され、40年かかって新しい社会が生まれました。

産業革命の思想からいけば、領土こそが大切です

から領土を奪い取るには戦争でしか解決しないと僕

らは習ってきました。ところが1989年、ベルリンの壁の

崩壊も1991年のロシア革命も戦車を走らせ戦ったわ

けではなく、情報によって大変化、革命が起きたと見

たほうがいいのだと思います。

産業革命から情報革命へ、そして21世紀に入ったい

まは、ユビキタスな社会へと変革してきています。ユ

ビキタス社会のなかで、時間や空間を超え、いつでも、

どこでも、誰でも自由にコンピュータにアクセスできる

環境が実現しつつあります。インタラクティブ、双方向、

同時、リアルタイムに世界中の情報がぼんぼんと飛び

跳ねています。かつては隣近所のことはよく知ってい

たけれど、外国のことはわからなかった。しかしいま

はイラクのサマワで何が起こったかはわかっているけ

れど、隣近所のことはわからない。圧倒的に時間、空

間がなくなってしまいました。そういうことを前提に、

われわれは考えていかなければいけないのに、現行

の法律や制度が合わないので、右往左往している状

態です。

少し話を進展させますと、戦後40年たった中曽根内

閣、竹下大蔵大臣のとき、1985年にプラザ合意が行わ

れました。当時は臥薪嘗胆で、われわれの親が朝も夜

もなく稼ぎ、年率10％を越えるいまの中国よりもすご

い高度成長を実現しました。戦後のヤルタ体制も壊れ

始め、アメリカ、イギリス、フランスはギブアップ。「経済

については、どうぞ日本とドイツが牽引者でやってくだ

さい。ついては１ドル240円は安すぎるので200円にし

てください」とプラザ合意がおこなわれました。

そこで円が一気に79円まで上がり、日本の製造は、

東南アジア、あるいは中国へと移転して空洞化問題に

なった時代背景があります。1985年に前川レポートが

出ました。本当はここで大いに変わらなければいけな

かったのに日本は変わりきれなかった。

行政に求められる顧客満足
その中で変わりきった企業は、いま世界競争をやっ

ている企業、トヨタやキャノンです。カスタマー・ファー

ストの発想が初めて経済学として出てきて、トヨタやキ

ャノンはいち早く市場の声をキャッチしていった。

いままでの経済学は、つくったモノをどう売るかと

いう理論でしたが、お客様満足の売れるモノをつくら

なければいけない時代になった。こうして新しい経済

論が確立して、嫌な言葉ですが勝ち組、負け組みが出

現しました。その中で一番遅れたのは国内的な企業

…たとえば農林省と結託していればよかった一次産業

などは、みんな糖尿病にかかってしまいました。

金融業界もまったく同様です。大蔵省と日銀の言うこ

とを聞いていれば頭取になれるような業界です。午後

３時には閉店するような商売にお客様満足の理論があ

るでしょうか。自分たちの座るスペースのほうがずっと

大きくて、番号札を持たされ30分もたったころに「北川

さん、どうぞ」とは失礼な。そんなことをやっていて金

融業界がもつわけがないのは明らかでした。ですから

シティバンクが担保主義というばかげたことをやめて、

デリバティブなどさまざまな手法をやりはじめましたが、

金融業界はバタバタとつぶれていった。

こうしたことを考えると、最も遅れた業界が政治の世

界と行政の世界です。まだまだ「依らしむべし、知らし

むべからず」で、「皆さん依存していらっしゃい。庇護し

てあげます」というパターナーリズムの世界です。

また、行政だけでは間に合わないから、都合のいい

国会議員をつくろうといってできたのが族議員です。

私もたっぷりそれをやってきたわけですが、反省を込

めて話しています。すなわちそういうことも、全部イン

タラクティブ、リアルタイムでばれますよという時代です

気づきによる
自己変革

記 念 講 演 会 講 演 録
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から、行政、政治の世界も顧客満足というかたちに入

っていかないといけません。

国内総生産が50兆円というときに、国債発行して80

兆円という政府の規模がありますが、とても御しきれ

ないでしょう。ですから政治、あるいは行政も全部変

わらなければいけません。これはもう必然の流れだと

私は思っています。

中央と地方の関係も同様です。皆さん方が地元の

市役所に相談に行けば、上司と相談しますと言われま

す。また上司は、市長と相談します。市長は、県へ行

って相談します。県へ行くと、上司に、上司は知事に

と言います。知事のところに来たら国土交通省へ、国

土交通省へ行ったら財務省の主計局へと言います。そ

の間約3年、問題は全部先送りというのが中央集権な

のです。これに気が付かなければおかしい。

「行政とはそんなもの、市役所はそんなもの」といっ

た考えを根本的に変えない限り、最適な社会はできま

せん。市のことは市役所の最高責任者である市長さ

んが決定したら、その責任も取っていく体制こそが分

権です。

たとえば役場の例を取りましょう。公民館を建てる

ときに、町長さんは1億円で建てたいと言えば、町の

有力者が「せっかくつくるなら図書館も料理教室も併

設しなさい。予算は国や県へ行って取ってきなさい」

と言われる。町長さんは取ってこないと落選ですから、

一生懸命陳情して、国会議員や県会議員を使ったりし

て、2億円を集め、図書館や料理教室のついた立派な

公民館ができあがります。こうして、本当は１億円で建

設できたものをプラスの1億円が積もりに積もって日本

全体で700兆円の借金になった。こういう無責任な体

制で本当にいいかどうか、一度考えてみませんかと思

うわけです。

しかもその町長さんは腕前がよかったものですか

ら、文科省と厚生労働省から予算を二つもらった。こ

ちらの入り口は文科省の補助金、こちらは厚生労働省

の補助金でできた入口ですと。このような建築がいっ

ぱいありました。主権者である町民に説明責任は話さ

ず、国に対して説明責任を果たさなければいけないか

らと、入口を二つつくってきたのです。入口を一つに

したら700兆円の借金はなくなっていくんだという大原

則に戻るべきだと思います。

本来であれば、図書館や料理教室をつくる1億円分

の足りない資金は町民の皆さんとご負担くださいと言

わなければいけません。すると町民はハッとして1億

円かかるなら、身の丈の合うように、今回は図書館も

料理教室もやめようとなり、身の丈に合ったきちんとし

た自治につながるのではないでしょうか。

町長や知事の仕事は、国に行って陳情することでは

ありません。省庁へ行き、朝から晩まで走り回って、

暑い夏に永田町や霞が関をうろうろ歩く。ああいう非

人間的なことを平気でやらせるような国家は当然滅び

ます。こうした体制をわれわれは真剣に考えていかな

ければ、もたなくなってきているのです。

北京のチョウチョを飛ばせ
本日の講演は「気づきによる自己変革」がテーマで

す。『朝日新聞』の時流自論で「舞え！『北京のチョウチ

ョ』」というのを連載で書きました。「北京でチョウチョ

が羽ばたくとニューヨークでハリケーンが起こる」とい

う科学の世界で有名なたとえ話しがあります。ノーベ

ル賞受賞者のイリア・プリゴジンという科学者の理論

です。ある生態系が淡々と進むときに、それを構成す

る分子は隣の分子ぐらいしか見てないから、なかなか

変わりようがなくずっと続いていく。そこへ異質分子が

ドンと激しく入ったとたんに、その生態系は新しい文

法によって支配される。どんとぶつかったとたんに、

分子がとんでもないところの分子とくっついて、そこで

ハレーションが起こったり、化学反応でどんどん変化

していって、体系が変わるという主旨です。そういう

ことを称して「北京のチョウチョ」といいます。

いままでの科学は原因から検証して、そして理論付

け、そして結果を得るというものだったのですが、ど

うも原因と結果の関係があまりにもわからない。なぜ

北京でチョウチョが羽ばたいたらニューヨークで暴風

雨、ハリケーンが起こるのかわからない。だから複雑

系の理論、カオス理論と言うのだそうです。したがっ

てミクロの揺らぎが気がついたらマクロの揺らぎにな

っていたということをどうやって起こせるか…。われわ

れはそれを真剣に考えなければいけないでしょう。す

なわち自分自身がハッと気づいて、自ら率先して変わ

る。北京のチョウチョとは、そうでもしないと、この閉

塞した状況を乗り越えることはできないのではないか
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という話です。

今日はこうやって何百人の方にお揃いいただいてい

ます。みなさん方が、何百匹の「北京のチョウチョ」、

「大手町のチョウチョ」になっていただき、カウンセラ

ー会があっと言う間に変化したとなっていただければ

と思います。

天才プロゴルファーの中島常幸さん。彼は40歳から

47歳までツアーで勝つことができませんでした。彼は

日常の努力として、自分の筋肉を鍛えたり、クラブを

直したりと一生懸命しましたが、それでもツアーで勝

てませんでした。悩み抜いた末、プロゴルファーをや

めようかと思ったときに、ハッと気が付いて非日常の決

断をします。それは自分が育てた、レッスンプロに教

えを乞うたことでした。「プロをやめようと思っている

けど、教えてくれないか」と相談したところ、若いレッ

スンプロは「中島先生、目が見えますか」と聞いてきた

そうです。

45歳を超えれば老眼で見えにくくなります。では目

から手術したらどうですかということで、中島さんは

いま1.5見えるようになったそうです。目が見えるとい

う非日常の成果が起こったわけです。また今度は「中

島先生、失礼ですが、クラブを振ってみてください」と

いうので振ってみました。「いまはここまでしか上がり

ませんが、20歳のときのスイングはここまでいっていま

す。だから、小手先やクラブを直すのではなく、背骨

から直していただかないとだめです」と言われた。

いわゆるゼロベースで判断し、中島さんは断固とし

て背骨から変えたそうです。7年振りに優勝したとき

に、彼は言いました「リバイバルではありません。私は

生き返ったわけではありません。過去は全部捨て、ま

ったくの新人中島として優勝したのです」。

すなわち日常の努力から非日常の成果を得

ていくということ。気づきによっていままで

を捨て去り自己変革を実現したという例で

す。

個人や組織、地域社会が文明史的転換

点にあるいま、過去や現在にとらわれず、

次から次へと進化していかなくてはならな

いでしょう。皆さんがつくられた組織を過

去の遺物にしないためにも、1回自己否定

し、新たな価値を目指して旅立つ。そして

それがうまくマネジメントされたときに新しい価値が生

み出されていくと思います。

実は成功した人、立派な人ほど「気がつかない」こ

とが多いのです。自分たちが絶対こうだと思っている、

見れども見えずの壁を養老孟司氏が「バカの壁」と言

いました。だから壁を壊す手段として、「北京のチョウ

チョ」をいたるところで飛ばしてみれば「そうか」と気

づく。このチョウチョをどうやって飛ばしていくかが実

はとても重要なことです。

三重県庁が挑んだ変革
もう一つ、私が三重県庁で県の職員と一緒にやった

「気づき」について紹介します。冒頭、申し上げたよう

に私は行政も管理から経営にいくべきだと主張してき

ました。管理とは、いまあるものをどううまく管理しよ

うとかということですから、おのずといまあるものを中

心に考えます。こうなると、どうしても前例主義あるい

はそれに基づく法令主義に陥り、イノベーションは起

こりにくい。

経営とは常に営むと書いて経営ですから、もし現行

の法律や制度などが悪ければ、変えていけばいいの

です。最小の費用で最大の効果を上げようと思えば、

「北京のチョウチョ」のように、絶えず非日常のことが

起こってこなければ新しい価値はなかなか生み出せ

ません。この非日常のことを称してイノベーションと言

気づきによる
自己変革
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います。

このことを三重県の職員に理解してもらうため、実

践を通じた努力をしてきました。たとえばシャープの

例を一つご紹介します。これは補助金行政ですから、

ほめられたことではありませんが、大手電機メーカー

のシャープを誘致するため、三重県に来てくれたら90

億円を差し上げますと交渉しました。

シャープが三重県に来た最大の勝利の理由は、情

報公開です。情報公開を全部やって、90億円で民間の

力を借りました。シャープが来ることによって、三重県

の雇用が1万2000人発生し、年間出荷額は4000億を超

えます。もし90億円をいままでのように官が独り占め

なら、それで１万2000人の雇用、4000億の出荷額がで

きるかどうかといった、比較の問題です。

いままででは非公開の文化でしたから、私が情報公

開で90億出すと相談したとき、副知事も出納長もまっ

たく口を開きませんでした。やはり訓練されているな

と思いました。これは非公開のときの文化です。軽蔑

ではなしに行政というのはそういう真面目さ、堅いと

ころもなければいけないと思いますが、それが管理だ

と私は言いました。経営の発想で、どちらが有利かと

いう視点で議論をして、その結果90億を出すことを認

めてくれました。

官と民を足したら、ものすごい力が出る。そのキー

ワードは情報公開だ。情報公開を積極的に戦略として

使おうというイノベーションが起き、民間の力を借りた

経営の思想が重要だというように県庁職員の意識が変

わりました。

シャープさんは大阪商人なのでなかなかがめつく、

いい所までくると「中国の人件費は20分の1だ」とか

「中国は土地代がただなんだよね」と言って

きました。しかしやはりシャープの意向に

従っていくことが大切だとだんだんわかっ

ていきました。シャープの町田社長はスピ

ードが大事だと言います。いままでの行政

であれば、いざ移転となったときに、「わか

りました。一度よく相談して、新しい年度

が来たら1年間をかけて基礎研究をして、

それから3年間で工業団地をつくって、それ

からシャープさんどうぞ」でしたが、それで

はとっくにシャープは中国、東南アジアに

行っています。

スピードということならばと、三重県は年度末をや

めました。当時、3月はなぜあんなに道路工事をして

いるのかと私は土木部長に聞きました。「そんなの決

まっています。年度末だからじゃないですか」と言う

ので、私は「年度末って誰が決めた。自分の転勤の都

合か、国の予算編成の都合か」と言いました。主権者

は誰かということを考えたら、人件費も資材もずっと

安価な4月から8月の間に出す方がいいのです。それ以

来、月末だから、年度末だからというのはやめて、報

告は3月15日午前10時までといった、時度にしていきま

した。

シャープさんはメガコンペティションで世界競争をや

っていますから、1日でも早いことが勝負です。だから

従来のような年度末ではなく、サプライ・チェーン・マ

ネジメント・システムという、トヨタの改善、カンバン方

式をやろうとなりました。リードタイムを短縮し、基礎

研究も応用研究も実際も一発でやってしまう理論で、

スピード重視といったお客様の言い分を実現したわけ

です。

官の都合というプロダクト・アウトから顧客ファース

トという経営感覚がシャープさんを通じて県の職員の

皆さんに浸透していったことになります。

今度は「北川さん、三重県庁でたらいまわしになっ

ている」とシャープに言われました。「来てくれ」と言う

のは非常に甘い砂糖のような話をしますが、いざ来て

みたら、道路というのはそう簡単にいきません。国土

交通省と相談して5カ年は待ってくれ。環境は何ｐｐｍ

以下にしろと言うではないかと不満が上がってきまし

た。そこで、いまでは一般的になりましたが、県庁の
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なかにワンストップ・サービスを採用しました。いい話

も嫌な話も二人の職員をあげます。そこであらゆるこ

とを徹底的に引き受けますという総合行政です。

するとシャープが感心してくれました。行政もここま

で変わったかと、だいぶ三重県に傾きかけてきたわけ

です。

また、今度は「北川さん、権限委譲、エンパワーメン

トしてくれ」という話になりました。われわれは商売。

急いでいるというシャープの意向を聞き、ヒエラルキ

ーをなくし、権限委譲で、担当者にほとんど一任させ

ました。そのかたちとして、在宅勤務を認めるという

ことをしました。ホーム・オフィスです。ところが役人

は真面目だから、勤務場所が決められているのが当然

と思い込んできました。私から言わせれば、勤務場所

ではなく、働く内容だけを決めておけばいい。勤める

必要がなかったら来なくていいではないかという話を

しました。「知事、それは労働組合と古きよき慣行があ

ります」と言われましたが、古きよき慣行は、古き悪し

き談合ではないかと私は言いました。

私は、県の職員を性悪説でなく、性善説で見ようと

いう大きな転換をしました。

これまでは、悪いことをするというので、公務員法

や自治法をたくさんつくって、さらに公務員規律をつく

りました。そして320万人全員を犯罪人にしたのです。

中央公務員の110万人も全部犯罪人です。なぜ犯罪人

か。全部、空出張をした犯人だからです。

しかし真面目な公務員の人が本当に小遣いをつくり

たかったか、中央公務員も本当に官官接待をしてほし

かったか一回原点に戻ろうということで、三重県は情

報公開をしました。官官接待は絶対にしていないと言

い張っていたのがばれてしまったのです。平成7年1月

15日に大阪駅を新幹線で発って、佐賀県の吉野ヶ里遺

跡へ出張した者がいましたが、空出張がばれてしまい

ました。「新幹線で行かれたんですか」「ええ行きまし

た」。「おかしいですね。その日の朝に阪神・淡路大震

災で鉄橋が全部落ちています」。それで慌てて「あれ

は間違っていました。飛行機で行きました」と変わる。

「しかしおかしいですね。値段はちゃんと新幹線の値

段に合っています」。

こういうことでインタラクティブ、リアルタイムに情報

が飛び交うということを忘れていたから、犯罪人をつ

くってしまった。いままでリスク・マネジメントとは知事

や、部長、組織を守ることだと勘違いしていたと思い

ます。しかしそれは違います。本当のリスク・マネジメ

ントとは県民の生命、財産、健康を守ることだと気が

つかなければいけません。こうしたことをやっていな

かったのが某自動車会社であり、某農林水産省であり、

最近の警察庁です。全部ばれます。

これからは出して解決、隠して先送りはだめだと、

誰でもわかりきったことを皆がやろうとなってきました。

いわゆる情報非公開の中でも公務員の皆さんは本当

に真面目だし、倫理観があると思います。事実、私は

長い付き合いだからわかります。ところが組織になっ

てしまったら、性質が変わる。だから組織の規律を直

したらどうかということで、県職員を信用して在宅勤

務を認めたら、ものすごい働きをしたのです。

もちろん情報公開ですから、悪いことをしたら逮捕

です。余計なお金をかけなくていいわけです。体制を

切り替えていかなければいけないことが、ヒエラルキ

ーの問題、シャープの問題を通じて理解されていった

と思います。

公共事業、官も民も参入を
「気づき」を組織の中にどうもっていくかを考えるこ

とが必要です。実はいままで公の仕事は官がやらなけ

ればいけないと思われてきました。それは公のお金を

使うからという理由が一つあります。私は日本で初め

てイギリスのサッチャー首相のニュー・パブリック・マ

ネジメントという思想を持ってきました。これはパブリ

ックもマネジメントすべきだ、公の仕事は誰がやっても

いいという理論です。

日本では公の仕事を官が全部やってきて、ずいぶん

と非効率なことが生じてきました。公の仕事でも民が

やったほうが効率がよければ民がすべきだと思いま

す。ただし公の金が動きますから、民が受け持つとき

は当然のことながら全面情報公開です。当たり前の話

ですが、それが前提です。

気づきによる
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イギリスのサッチャーやメイジャーのＰＦＩが、トニ

ー・ブレアになってＰＰＰへと変わりつつあります。ＰＰ

Ｐとはパブリック・プライベート・パートナーシップのこ

とですので、ＰＦＩとだいたい同じことです。これを日本

でやろうと思ったけれどうまくいきませんでした。中央

集権とか情報非公開の体制がまだまだ邪魔をしている

からです。

たとえば三重県で公共工事をやろうと思ったら、国

から補助金がついてきます。補助金はもらったほうが

得となると、民との契約ができないのです。ＰＦＩが進

まなかった原因は、こうした補助金行政といった中央

集権にあると申し上げて過言ではないわけです。まず

は地方分権や情報公開を徹底してやることがＰＦＩを進

めるうえでとても重要なことです。

いままでこうした制度を守ってきたのは、県庁など

で言えば総務部です。総務部が情報非公開のときは内

部規律や組織の内部固めにはとても重要だと思われ

ています。どこの県をみてもほとんどが知事室の隣は

総務部長と決まっています。私はこうしたかたちを変

えようと思い、総務部長席を遠くへ飛ばしました。ま

た、人事課と財政課もなくしました。県庁を見てくだ

さい。一番いいところに知事室があって、古い部が全

部南側の暖かいところを占めて、何とか委員会という

のは北の寒いところです。そういうおかしさを不動産

のカウンセラーの方は言わなければいけないと思い

ます。

そうなると、いよいよ民間が公の仕事にどうかかわ

っていくかという段階になります。たとえば用地買収

にしても民間の方が効率がよければ、どんどん参入し

ていけばいい。オープンな文化をいち早く使って、築

き上げていくことが必要です。年間50兆、80兆の予算

で500兆をコントロールすること自体が無理なのですか

ら、民が自由に商売ができるように経済規制は緩和し

ていったほうがどれほどいいか。その手法がニュー・

パブリック・マネジメントということになるわけです。

資産規律・施設規律を見直す
ここでいよいよアセット・マネジメント・システム、フ

ァシリティ・マネジメント・システムの話しです。建物な

どの備品はＦＭとよく言いますが、資産がアセットで

AMです。

いままでは発生主義会計でなく現金主義会計ですか

ら、フローです。所得は見ていたが、ストックは全然見

る必要がありませんでした。だから東京のど真ん中の

1坪1億円のところでも平気で遊ばしておくことがざら

にあります。これは憲法で決められた発生主義会計で

ないからです。財務諸表がついていないからです。だ

から発生主義会計を入れるべきなのです。

三重県では財政課と人事課をなくしましたが、管財

営繕課というところをものすごく重要視したのです。

営繕課の仕事は電気が壊れたから直しに来いと言わ

れて「はい、はい」と飛んでいくような仕事だと思われ

ていました。そんなばかな営繕課があるでしょうか。

ですから、私は財政規律よりも資産規律を徹底的にや

ったら、1年間で100億円ぐらい簡単に浮くということを

何回も話しました。

たとえばファシリティで、三重県庁のこの階にはいく

つ電灯があって、だいたい平均でどれぐらい壊れるか

ら、絶えず、先に持っていって直してしまうという、い

わゆるファシリティ・マネジメントを徹底的にやったらど

うかという話です。あの当時はまだ珍しかったですが、

三重県庁は建物が古くなっていましたので、管財の皆

さんが真剣に考えてくれて、初めて免震工法で50年ぐ

らいもつものにしました。

2、300億を彼らの発想で浮かすことができたのです。

さらに自分たちで変えていこうということで、三重県は

全職員の机の引き出しをなくし、フリーアドレスにしま

した。

これは課長さんにずいぶん恨まれました。30年か

かってやっと両肘がつけるようになったのに何という

ことをしてくれると怒られました。しかし説明責任を果

たすべきは県民の皆さんです。県庁は共同体、ゲマイ

ン・シャフトではなく、最小の費用で最大の効果を出

すゲゼル・シャフトなのだからと何回も話して、そうい

う形にしました。

そうなると会議のやり方も、かたちから変わります。

たとえば今日、私と皆さんとは正面を向き合っている

でしょう。これはあまり人間関係をよくしません。

4000年の歴史のある中国では、話し合いの場でお

互い対面には向かい合いません。総理大臣が中国に

行けば、胡錦涛さんの隣に座ります。対面に向き合え

ば、「白黒決着をつけよう」というディベートのスタイル
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です。ところがダイアローグ、意見交換、違いをわかろ

うというときには隣に座ります。これがファシリティ・マ

ネジメントです。戦略として、使いこなせます。

たとえば私が知事だとしたら、三重県庁で一番偉い

立場です。そうなると部長の仕事は、知事にどこに座

ってもらい、どの順序で喋ってもらおうかといった手続

きが中心です。役人の仕事のほとんどはそれです。ま

ったく無駄なことでしょう。だとしたら、どこに座っても

いい、円形の座席になればいいのです。こうしたことを

考えるのが管財営繕課の仕事だと僕は言いました。

プロジェクトチームをつくって、課題別に考えさせた

ら、縦割りやヒエラルキーが壊れていきました。管財

営繕課が考えたからこそ県庁の文化が変わってきまし

た。法律や制度を変えたり、あるスキルを入れること

もとても重要なことですが、本質的にかたちが変わっ

てこないと全部が変わらないのです。仏をつくったけ

れど魂は入っていない状態が多々あります。

いままで日本を仕切ってきたのは官民問わず財政や

人事規律でした。それを皆さんにお知恵を出してい

ただいて、いわゆる資産規律や施設規律を見直す時

期がきています。それはなぜか。情報公開の時代で

すから、官がやるより、皆さんの長年の経験を生かし

た、ファシリティ・マネジメントを大いにやるべきだと私

は信じています。皆さんの知恵が入ってこないとなか

なか変わらないからです。

ファシリティ・マネジメントもそうですが、アセット・マ

ネジメントのとらえ方も見直さなければなりません。私

はファシリティのことでアンケートを採ったことがあり

ます。管理は誰がしているかの問いに、たとえば市役

所では、統括して市長が管理しているというのが２％

ぐらい。あとは部課長、あるいは管財

をしている担当部署というのが７、８０％

です。

そこで決定的な間違いは、任せた部

長や担当の人が「そのファシリティは自

分のものだ、所有している」と思ってい

ることです。私から言わせれば、使用

権を認めただけで所有権までは絶対に

認めていないということに気がつかな

ければおかしい。行政官は、財産を普

通財産と行政財産と分けて、行政財産

は自分の部のものだと思い込んで絶対に離さないので

す。そこでインチキをしているから、オープンになら

ない。これが一番大きな問題です。

トップマネジメントで出せということを言い切るには

知恵がいりますが行政財産は市長が所有権を持って一

括管理をするべきだと思います。

公の仕事に民の知恵生かして
次に資産の管理について、いまのところ80％以上が

ペーパーでコントロールしています。ファシリティ・マネ

ジメントもアセットもそうですが、ウェブ文化でこそ初

めて使えるわけです。オンラインに情報を乗せて、絶

えずトップがチャッと見ただけでわかる。この会議場

は月曜日の朝の８時半から９時４５分までは使えます。

４５分から空いていますという試算を紙でやっているか

ら無駄がある。これは会計制度が悪いのです。現金主

義会計だけでなく、発生主義会計がいると思います。

しかし、いわゆるファシリティ・マネジメント、アセッ

ト・マネジメントに対して皆さんがプロの視点で切り込

んでいっていただきたいのです。公の仕事でも皆さん

がやって、皆さんのノウハウで変えることができる。

いままで１億円かかっていたものを5000万円で済むこ

とになれば、極端には皆さんが2500万円をもらえばい

いのです。オープンな情報社会、ユビキタス社会では

規則ではなく、原則でみて、どちらが儲かるかという

気づきによる
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だけの話です。民よりも官の方が効率が良ければ、官

が当然やるべきです。だけど往々にして、競争がない

から民のほうが勝つということで、これを機会の平等

と言います。いままでは結果の平等ですから、社会主

義国家をつくってしまいました。だからイノベーション

も起こらなかったのです。

公の仕事であっても官も、民もどうぞと競争するチ

ャンスを与えれば、お互い値段を安くしたり、よりいい

仕事を形成する。こうした習慣を私はＦＭなどでつく

ることができたら素晴らしいと思います。

ＡＭにいくと、実はアメリカで1980年代の悲劇という

のがありました。それは50年前にニューディールなど

いろいろなことで資本をいっぱい投下したものですか

ら、50年経ってメンテナンスにうんとお金がかかりまし

た。地震が起きれば鉄橋は落ち、トンネルのコンクリー

トがはげてくる。ですからアメリカでは1980年代は新

しい公共事業は入れることができなかったのです。

いまから15年から20年たてば、日本も同じ時代がく

るでしょう。アバウトな数字ですが、新規公共事業の

80％ができなくなるであろうと言われています。すな

わちメンテナンスに回ってきて、鉄橋を直したり、ペン

キを塗ったり、いま新幹線もトンネルの石がだいぶ落

ちてきていますが、これを直さなければいけないこと

になります。

いまは公共事業悪玉論の風潮ですが、率が悪いだ

けであり、やはり公共事業は必要です。率を良くすれ

ば、公共事業に効果のないものは一つもありません。

1億円投資して、5億円の効果があるかというのが率の

問題です。国土交通省などの中心は新しくつくるとい

うことが主力ですし、国会議員の皆さんも新たにつく

るほうが集票になるという前提で動いています。した

がってどうしても維持やメンテが日陰になります。私が

知事のときにもそうでした。しかし部長はプロですか

らよく知っていて、「知事、いまメンテナンスを10億円

節約することによって、10年先はこれが100億円になり

ます」と言います。つまりいま直しておけばいいです

ということです。

だからこそアセット・マネジメントをして、きちんとし

たメンテナンスをやっていかないといけません。実は

新しい建設族の皆さんが道路をつくろうにもつくれな

いから、メンテナンスに配慮したほうが自分たちの新

規の公共事業も10年先はできやすいということをカウ

ンセラー会が証明していただけませんかと私はお願

いしたいと思います。

いまわれわれは憲法で現金主義会計が決められて

います。それを発生主義会計に変えようとしたら、憲

法改正になりますが、改正すべきだと私は思います。

本当に発生主義会計で資産勘定を見たときに、いま公

会計でも発生主義会計でやるということで財務諸表を

つくり始めましたが、あれはでたらめなんです。

三重県でも資産勘定をつくりました。この道路が本

当に効果のあるものかを見ていくと、マイナスの資産

で売れなかったり、維持費に金がかかるものも実はい

っぱいあります。あれを全部プラスにして見ているの

です。だから要らないものは売り払ったほうがいいで

す。では売り払うときに皆さんの知恵で、これにどう

いう付加価値をつけてより高く売るかを考える必要が

あります。たとえば簡単な理屈で、隣にマンションやシ

ョッピングセンターがいろいろと

建って、その土地を生かしたら

10万円のものが100万円に売れる

といった発想です。

そういうことを一生懸命やらな

いと新規の公共事業はできなくな

ると心配しています。いま専門家

の皆さんと、ファシリティ・マネジ

メントとアセット・マネジメントに

ついて懸命に勉強しているとこ

ろです。皆さんのお知恵を借り

ながら、本当に堂々たる新規の
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公共事業もでき、そして命にかかわるメンテナンス、

鉄橋が落ちにくいようにしていかなければいけないと

思っています。あるいは耐震の問題で非常に危ないビ

ルディングがいっぱいありますから、そういったことも

考えていくことが必要です。不動産業界の皆さんが一

番のご指導をいただける皆さんだと思っています。

皆さん方が新しい価値をつくるときに、力を借りよう

と、いま国土交通省の何人かの人たちと一緒に勉強し

ています。日本が成熟した社会でこれから資産をどう

やってつくっていくかがとても重要だと思います。情報

公開をして、たとえば皆さんと国土交通省のお力で、

1＋1が100になるような会にご成長いただければと私

はお願いしたいと思います。

いま各地で都市再生をやっていますが、本当に危な

いと思っています。まだ中曽根さんのころはいろいろ

なことをチェックがかかって、これ以上したら危ないと

いうブレーキがありましたが、いまは「行け行け、どん

どん」です。タウン・マネジメントをどうするかがすごく

重要なことです。私は政治の世界に30年いましたから、

民主主義の限界を非常に感じます。多数決で決めら

れる民主主義はやはりポピュリズムになります。した

がって100年単位では、民主主義は考えないというシ

ステムといってもいいでしょう。

すなわちせいぜい考えても10年か20年のことで、東

京全体を長い目で見るといった理論は、政界、行政界

にはなかなかありません。ですから学会や専門家の皆

さんが見られて、たしかに多数決ではそうだろうけれ

ど、いまの東京にパリやローマのような風格があるか

というような主張をしていただくのが成熟した社会に

必要だと思います。

何もかも永田町や霞が関が圧倒的に強ければ、政

治独裁であり、社会主義国家です。これは多様な国家

とはいえません。だから「さわさりながら」というとこ

ろがあって、民主主義の限界を補填してもらうところ

がとても重要だと思います。

日本中に銀座通りがどれだけあるかわかりません

が、本当に銀座通りで栄えているのは実力のある東京

中央区の銀座通りだけです。あとの銀座通りは全部さ

びれています。これは行政、政治がやってきたからで、

プロの皆さんのかかわり合いがなかったからだと思う

のです。だからそのまちに合うタウン・マネジメントの

ノウハウこそが皆さんの資金源になっていく社会をつ

くり上げていかないといけない。

行政、政治の世界では電柱の地中化はなかなか実

現しません。費用対効果で、その金はどこから出るの

だといわれれば二の足を踏むことになります。だから

皆さん方こそ、いわゆる地域の資産を景観で見るとい

うことを提言していただいて、電柱の地中化をどうす

るかという議論が本格的に出てこないといけないので

はないか。皆さんが「北京のチョウチョ」を飛ばして、

さわさりながらと、こんな発想もありますと提案する。

岩手県では、アセット・マネジメントで、資産売却に

ついてさまざま考えておられるようです。ぜひ、市や

県でそれぞれビジネスモデルの場所をつくっていただ

けたら有り難いと思います。それを皆が真似して、や

っていくことができるからです。官の仕事、公の仕事

に民がどれだけ参入できたかを調査して、経済的効果

がどれだけあったか、それが証明できるようにしてい

ただけたらありがたいと思います。それが民の活力に

なってくると思います。

生まれ変わる地方行政
三位一体の改革で国は補助金と交付金をカットし

て、自主財源をあげようと調子いいことを言っていま

すが、何もくれませんでした。借金を地方に回しただ

けですから、地方が怒るのは無理のないことです。も

う一方で私は地方の補助金返還運動をやっています。

いままで補助金が100億円きていたのを70億円でも結

構だからそのかわり裁量権をよこしなさいというのが

本当の三位一体です。

こうした補助金返還の運動をしていますが、いま国も

地方も予算が組めない状態になっています。16年度予

算は組めましたが、17年、18年は皆さんの市、町、県

では予算が組めなくなります。ですが、組めなくなるか

ら、そこで知恵と工夫が出てくると思います。いままで

は自分たちは、消費税も国に任せて、ぬくぬくとしてい

ただけで、何の努力もしてなかったのですから。

気づきによる
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県や市町村は資産売却をしないともたなくなってき

ています。なおかつ来年は合併特例債で合併が進み

ます。二つの町が合併したときにアセットやファシリティ

が、1＋1が1にしなければいけないのです。皆さんの

知恵で1＋1を100の力にしたほうがいいのです。行政

効率が上がるということになれば、無駄な資産はどう

やって処理するか、皆さんが知恵を授ければいいので

す。そういう動きが必ず出てくる時代の背景でありま

す。

地域はいま三位一体で自立をせざるを得ないので

すから、この際、地域は考えるべきです。地域が自立

するためには、自分で自主財源を確保しなければなら

ないので、資産運用が必要です。これから地方債は独

自で発行になります。民間企業でやっているＩＲを有効

活用することによって財政規律でなく、管理でなく経

営で攻めていくことになります。もし経営で失敗したら、

早くなくなったほうがいいという答えです。

国も経営を失敗したらなくなります。ソ連も経営失

敗したからなくなったのでしょう。東ドイツもユーゴス

ラビアも同じです。いまの市町村合併も同様です。市

町村が経営に失敗したので、なくなったほうがいいと

いう民意のほうが多くなったからこそ合併が進んでい

ます。あと10年から20年の間に今度は県がなくなるは

ずです。これだけ情報が発達し、交通が発達すれば、

国、県、市町村なんて三層がいるかどうか。中間管理

がＩＴで抜かれるとなったら、県は危ないです。

行政改革とは要らないものがなくなっていくことで

す。自らが先手を打って新しい価値をつくっていくこと

がトップリーダーの仕事です。すなわちいままでこん

なもんだ、不景気だと嘆いていたのではどうにもなら

ないので、日常の経費を１割削減するとか、儲けを１割

何とかする努力をする。しかしトップリーダーの方は、

１割の努力はもちろんですが、その中から100倍高く儲

かるとか、あるいは０にするといった非日常の選択を

起こさないといけません。

ＩＴ社会で、ＩＴの値段は100万倍、1万倍の値段にな

りました。動画やカラー、あるいは音声も瞬時に世界

に送れるようになりましたから、昔と比べれば容量と

値段の関係で言えば100万倍です。まさにそういう大

転換がきている。土地神話がなくなったいま、ここで

新しい不動産の価値体系をつくり上げないといけない

と思います。

私が今日ご説明したアセット・マネジメントは立場は

若干変わりますが、そういうようなアセット・マネジメン

トなり、あるいはファシリティ・マネジメントなり、ある

いはタウン・マネジメントということについてもぜひご

検討いただければ本当にありがたいと思います。

ぜひ専門の皆さん方とご検討いただいて、公の仕事

でも民が係わり合え、用地買収や不動産管理ができる

ように動き出していただきたい。ファシリティもアセット

も皆さんの知恵のほうが優れていれば皆さんがやられ

たほうが当然いいのです。官の皆さんのトップはその

ことをもう考え始めています。なぜならば官のトップは

経営ができないからです。ＦＭ、ＡＭだけで、1兆円以

上の産業は簡単に起きると私は思っています。それが

規則、規制ではなしにビジネスによってなることを期

待します。そう考えると、いろいろな思い込みが世の

中にあって、皆が気づかない壁がいっぱいあることを

少しご理解いただけたかと思います。

自己否定で新たなパラダイム
私もさんざんいろいろなことをしてきました。多少

は世の中のお役に立たなければいけないということ

で、知事を辞めるときに気づきの道具としてマニフェ

ストを提唱しました。いままでの選挙公約というのを

皆さんはどう考えていましたか。選挙までの約束、選

挙に勝つための利益誘導の仲間、タックスペイヤーを

騙すための約束だったでしょう。一国の総理大臣が公

約を破っても大したことがないと言ったときに、マスコ

ミも皆さんも怒りませんでした。そんなものだと思っ

ているからです。これが思い込みです。

私は９回選挙をしてきました。だからほかの政治家

を言う資格はまったくありませんが、私自身の体験か

ら申し上げて、いままでの選挙公約で上がってきた政

治家は絶対に信用してはいけません。

それを選んできた国民もまったく信用していないので

す。両方とも愚かだから、あっと言う間に20年間で700

兆円の借金をつくってしまった。私の場合は政治家と

行政官と国民の三つを兼ねている3悪ですから反省し

ますが、皆さんもその犯人なんです。皆さんが贅沢で

き、便利な町で暮らせるよう、戦争の借金を親が全部

返済したのに、皆さんがまた作っただけの話です。
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世の中は一筋縄ではいかないことは政治の世界に

30年いてつくづく感じました。ひとつのことを解決する

のに、一つの手法や一つの真理では変わらない。しか

し一つだけ発見した真理があります。それは、男性に

聞くと女性が悪い、女性に聞くと男性が悪い、中央に

聞くと地方が阿呆、地方に聞くと中央が阿呆、官に聞

くと民、民に聞くと官が阿呆と言います。お互いに相

手が悪い、自分は正しいと思っていることです。

しかし、新しいパラダイムというのは、自分を1回否

定することから始まらなければいけない。自分も間違

っていたという「揺らぎ」「気づき」こそが大切で、それ

の集合体である団体も、一度根本的に変革しないと

いまの閉塞感は拭えないのではないでしょうか。こう

した視点で民主主義というものをもう1回考えてみま

しょう。

知事候補の真面目な方にマニフェストのお願いをし

たら、マニフェストが書けないと言います。なぜかと聞

けば、「マニフェストは期限や財源、数値目標を有権者

に約束することでしょう。国に財源が握られているか

ら書けません」と言いました。選挙公約をどうしたか

と聞けば、書いたと言います。約束できないことを約

束するのを、日本では詐欺と言います。公約は詐欺の

証であったということを皆が気がつかずにやってきた、

その程度の民主主義であることを皆が自覚していかな

いといけません。知事の皆さんが書けないということ

は、視点を変えれば地方が自己決定できずに国の下

請け機関になっている体制を変えないといけません。

今度は政党にマニフェストの話を持って行ったら、

「北川さん、マニフェストはいいけど、公職選挙法があ

って配れない」と言うのです。では法律を変えたらど

うということで一晩で立法府の法律が一部改正になっ

て配りやすくなった。そしてもっと配りやすくするため

に公職選挙法を変えるということになったのです。

いま戸別訪問ができない理由は何か。戸別訪問し

て後ろで扉を閉めたら、買収が行われる。選挙は汚

いものだという戦前の選挙法が生きているのです。い

まどきお金を出して買収したらばかにされて落選でし

ょう。それにもかかわらず直そうとしなかった、これは

気づかなかった国民の愚かさです。だから直そうとい

う話にならなければいけないでしょう。

イギリスでは国会議員が選挙に出馬するとき個人の

持ち出しの上限額が130万円です。日本はその100倍出

しても当選するかどうかわからないから、どこかから

集めてきます。

こうした体制で本当にいいかどうか。政治資金規正

制法を変えて、130万円でも出したいというふうに変え

ていかなければいけない。この中で国会議員に出て

いただけませんかと言えば、皆、ばかにして出ないで

しょう。ばかにしたい人が政治家をばかにするのだか

ら、ばかになるに決まっています。だから出しやすい

ような体制に変えていかないと、いつまで経っても人

材が寄っていかないのです。

そういうことを皆さんと情報を共有しながら、気が

ついたら自分たちから直していこうと思います。私も

30年間、９回も選挙をやってきて、本当はこんな青臭い

話は恥ずかしいのです。だけどいつかどこかで言お

うと思っていました。国会議員や知事をやっていたら

言えないから、いま「プータロー」をやっているのです。

この青臭い話を徹底的にやってみようと政治家に話

すと「北川さん、政治家はそう簡単に動かない、こう見

えてしたたかだからね」と言うけれど、そう言うあな

たの、その発想が悪いのでしょう。これは青臭い話だ

けれど、政治家の胡散臭い話やきな臭い話よりはいい

だろうと思いました。

青春物語まっしぐらで聞きにくい話もあったと思い

ますが、民間の皆さんが官と協力して受け持つことが

公共だとするならば、用地買収や、あるいはＰＦＩやＰＰ

Ｐ、アセットやファシリティ・マネジメントなどこそ、皆

さんのような専門家が、協力し切り拓いていただけれ

ば、この国がますます元気になるであることは確実だ

と思います。

皆さんの知的財産が地域に、存分に活用されるよう

になったときにこの国の閉塞感が取れる。そんなこと

を思って本日はお話をさせていただきました。失礼の

数々はお許しいただき、みなさんの健闘をお祈り申し

上げ、私の話とさせていただきます。ありがとうござ

いました。

気づきによる
自己変革

記 念 講 演 会 講 演 録
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