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⼩池百合⼦のコロナ対策「1兆円の⼤盤ぶるまい」ツケは誰が払
うのか
5/26(⽕) 7:01 配信

 「⼩池百合⼦都知事は、新型コロナウイルス対策

の1兆円で再選を買ったも同然だ」

 ⾃⺠党のあるベテラン都議はこう憤る。

【写真】安倍よ、ただで済むと思うな…菅官房⻑官

「最後の逆襲」が始まった

 新型コロナ拡⼤防⽌のための緊急事態宣⾔が25⽇

に解除され、いよいよ正常化に向け動き始めた東京都を待つのは、7⽉の都知事選

だ。⼩池都知事は⾃⺠党が対⽴候補を擁⽴せず事実上の対抗⾺がいない上、今回の

新型コロナに都独⾃の「協⼒⾦」を⼤盤振る舞いした効果もあり、再選が確実視さ

れている。

 しかし、⼩池都知事のコロナ対策ははたして適切だったのか。都政関係者のあい

だでは、コロナ不況が本格化すると予想される今秋以降、都が財政難に襲われるの

ではないかとの懸念が強まっている。

1兆円を使い果たした

 「あらゆる⼿⽴てを総動員する」

 ⼩池⽒は15⽇、新型コロナウイルスの緊急事態宣

⾔に伴う休業要請の「協⼒⾦」などを含む計5832億

円の2020年度補正予算案について、こう決意を表明

した。

 東京都の新型コロナ対策費の総額は、4⽉に想定し

た8000億円から約1兆円に拡⼤し、2008年に発⽣し

たリーマンショック時の対策費(1861億円)をはるかに超える過去最⼤規模に膨れ上

がった。主な原資は都の貯⾦とも呼ばれる財政調整基⾦だ。

 この財政調整基⾦、19年度末には過去最⾼の9032億円を計上していたが、20年

度末には⼀転して493億円と20分の1程度に減少した。バブル崩壊の影響を受けた

財政難で、あわや財政破綻し国の管轄下におかれると危惧された⻘島都知事時代

(1995〜99年)と同程度にまで逆戻りしてしまったことになる。

 新型コロナが未曾有の経済危機をもたらしつつあることは、論を俟たない。感染

拡⼤を防⽌するため、飲⾷店などに営業⾃粛を要請した⼿前、協⼒⾦を出す必要が

あったことは当然だ。有事の際には財政規律を気にしていては⼈々の窮状を救えな

いというのも事実だし、実際に今回の協⼒⾦で救われた⼈も少なくないだろう。

 しかし、それでもあえて、本当にその「⼤盤振る舞い」が適切だったのかを検証

することは、「有事なら何でも通る」という誤った認識を蔓延させないためにも必

要だ。具体的に⾒てゆこう。

次ページは︓ホテル借り上げ「1泊20万円」
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軽症感染者隔離のために東京都が借
り上げたビジネスホテル（Photo by
gettyimages）
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ホテル借り上げ「1泊20万円」

 例えば都は、新型コロナの軽症者を隔離するため

に都内のホテルを借り上げるための予算を173億円

計上している。2800室を4、5⽉の2か⽉間確保した

ため、1室1泊あたりの費⽤を単純計算すると、10万

円程度になる。実際にはソーシャルディスタンス確

保のため1⼈2部屋が必要なので、1⼈あたりでは、

なんと20万円の計算になる。

 感染者を受け⼊れる上では、ホテル側にも様々な

配慮が必要だし、現場で対応にあたる⼈員の⼈件費

等も必要だろう。しかし、これらを考慮したとしても、明らかに⾼額ではないだろ

うか。

 このホテル確保の予算の内実について、⾃⺠党都議団で幹事⻑を歴任した秋⽥⼀

郎都議はこう解説する。

 「超⾼級外資系ホテルのスイートに泊まれる額ですね。いくらなんでも⾼すぎま

す。さらに酷いのは、軽症者の外出⾃粛では⾃宅かホテルのどちらかが選べるので

すが、圧倒的に⾃宅を選ぶ⼈が多く、ホテルの空室率は極めて⾼かった。契約形態

も曖昧ですし、ただただ予算を浪費したと⾔わざるを得ない。

 ⽪⾁なことですが、⼩池さんが批判をしていた⽯原さんが苦労して財政再建を果

たしてお⾦を貯めてきたからこそ、こんないい加減なことが出来たと⾔えるかもし

れません」

「⼤不況」「第2波」に耐えられるか

 秋⽥⽒は、⾃由に使える財源である「財政調整基

⾦」をすでにほぼ使い切ってしまったことについて

も、⻑期化が予想されるコロナ禍の影響に対応する

上で致命的だと指摘する。

 「世界的に経済の減速が進む中、深刻な影響が出

てくるのは今秋以降だとされています。その時、家

計で⾔えば⻁の⼦の『万が⼀のための貯⾦』にあた

る財政調整基⾦が底をついた状態で、来るべき世界

不況にどう⽴ち向かうのでしょうか︖ また、コロナの『第2波』が来た際、どう

するのでしょうか︖ 

 短期的に⼤規模な財政出動をするのは簡単ですし、都⺠も⼀時的には喜ぶでしょ

う。しかし、⽶国ではコロナの影響で、東京の⼈⼝を上回る1600万⼈がわずか3週

間で失業しており、今後も経済失速は明らかです。経済環境を考えれば、中⻑期的

な戦略を前提とした財政出動をすることが、結果的には本当に都⺠のためになった

のではないでしょうか。政治家は⽿障りの良いことばかり⾔ってはならない」

 冒頭のベテラン都議も憤ったように、7⽉の都知事選が迫る中、コロナ対策費を

最⼤限バラまくことが⼩池⽒にとって事実上の「選挙キャンペーン」になったこと

は疑い得ない。⽅針決定まで迷⾛を続けた国とは違い、素早くカネを出す「剛腕知

事」のイメージを⽇本中にアピールすることもできた。

 しかも、都知事は再選してしまえば4年間は当⼈から辞めない限り、地位が保証
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築地市場跡地（Photo by
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増税か、資産売却か

 まず、候補に上がるのは増税である。だが、不況

の中での都税の引き上げは本格的な経済破綻へつな

がりかねない上、⽀持率を気にする⼩池⽒としては

実際的な選択肢ではない。

 次に、教育など使い道の決まった基⾦を活⽤する

ことが考えられる。ただ、これらの基⾦は財政調整

基⾦ほど厚みがなく、⾃由度も低いため、頼り切る

わけにはいかない。

 当⾯の現実的な解決策として挙がってくるのが、資産の売却だろう。東京都が売

却を考えている資産といえば、豊洲への移転の際に⼤騒動を巻き起こした築地市場

が筆頭だ。

 築地市場跡地は、本来⺠間に売却される予定だったが、⼩池⽒が「築地も豊洲

も」と主張し、結局売却されないまま現在に⾄っている。移転問題が取りざたされ

た時点では、跡地の価値は約5000億円ともいわれたが、コロナの影響で不動産価格

が下落している上、企業の側も新規事業に及び腰となる中、仮に買い⼿が現れたに

しても数千億円単位で売値が下がる可能性もある。

 そのほか、渋⾕区⻘⼭の旧「こどもの城」(現在「都⺠の城」としてリニューアル

が予定されている)も候補に挙がる。しかしこちらも、超⼀等地ではあるが⾯積⾃体

は狭いため、価格は500億円程度といわれる。急場しのぎにはなっても、⼗分な財

源を確保できる資産とまでは⾔えない。

 コロナの影響がどれだけ⻑期化するかは誰にもわからない。グローバル経済その

ものが危機にさらされる中で、国際的にコロナ禍が⻑引く限り、⽇本ひいては東京

の財政も極めて厳しい状況が続くと考える必要がある。

⼩池⽒の「実績」とは︖

 以前から、筆者は⼩池百合⼦という政治家には、

⽇本の政治家の中で最も「獣」という表現が似合う

と考えてきた。

 世間の風向きを動物的な嗅覚でかぎ分け、⾃ら仕

掛けて政局を作り出すセンスは抜群だ。現に都知事

になったのも、都⺠ファーストの会が、⾃⺠党と旧

⺠主党のような既存勢⼒に不満を持つ都⺠の不満を

救い上げたことによるものだ。

 ⼩池⽒の政治⼿法の本質は「仮想敵を作る」「キャッチ―な発⾔を繰り返し、短

期的に有権者を引き付け続ける」というポピュリズムの常道で、その切れ味は誠に

鋭い。問題は、インパクトこそあれど、実質的な成果を有権者にもたらしてこなか

った点だ。

 振り返ってみれば、彼⼥が政治家になって成し遂げた成果といえば、2005年の環

境相時代のノーネクタイ「クールビズ」が有名だが、ほかに特筆すべきものはない

といっていい。
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「逃げ得」になるおそれ

 さて、そんな⼩池⽒の2期目の当選は、よほど強⼒な独⽴系の対抗⾺が出てこな

い限り、ほぼ確実といっていい。元ライブドア社⻑の堀江貴⽂⽒が出⾺を検討して

いるというが、もし出るとしても、⾃⺠党をはじめ野党勢⼒の⽀援を取り付けるか

否かを含め、どこまで戦えるかは未知数だ。

 気が早い話だが、⺠主主義国家である以上、選挙の結果は結果として受け⼊れな

ければならない。その上で筆者が最も危惧するのは、「再選」という目的を達成し

⾝軽になった⼩池⽒が、来年夏に予定されている東京五輪の終了後、任期を残して

辞任することである。ある⾃⺠党の若⼿都議はこう分析する。

 「東京五輪が終了するまで、⼩池⽒は意地でも知事の座にとどまるでしょう。し

かし、五輪が終われば安倍総理も辞任するとみられており、そうなると国政ではポ

スト安倍をめぐる政局となる可能性が⾼い。

 かねて国政復帰を狙っていると⾔われる⼩池⽒が、『国難の中で国政で⼒を尽く

す』といって、知事を辞職し国会議員に返り咲くことは⼗分考えられます。そうな

れば、⼩池⽒はいいかもしれませんが、都の財政を悪化させるだけ悪化させ、責任

追及の相⼿もいない都⺠だけが取り残されることになる。それだけは許せない」

 繰り返しになるが、都知事を選ぶのは都⺠だ。⼩池⽒を再選させるなら、2期目

に財政再建の道筋を⽴てさせるまでしっかり⾒届けなくてはならないだろう。

 そうでなければ、都⺠は⾃分たちのカネをまんまとキャンペーンに充てられ「踏

み台」とされた有権者として、恥をかくことになりかねない。

松岡 久蔵（ジャーナリスト）
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