
「失われた20年」ともいわれたわが国の政

治や経済、社会を取り巻く閉塞状況の強まり

の中で、それでも東京圏とならんで元気な経

済といわれたこの東海地域にも、いわゆる

「トヨタ・ショック」からその先行きに暗雲

が立ち込み始めた。しかしそれを払いのける

かのように、一躍政治・行政の舞台に登場し

たのが、大阪の「都市の乱」につづいて2009

年の河村市長誕生に始まる「名古屋の乱」で

あり、さらには2010年から当時の橋下大阪知

事の「大阪都」構想の提唱に追随するかのよ

うに、2011年愛知県知事選を前にしての河村・

大村連合に始まる「中京都」構想の提唱であっ

た。

ところでこの時期に起きた大阪や名古屋で

の一連の「都市の乱」の政治や行政過程の評

価や検証はここでの課題ではないが、ここで

一つだけ問題としておきたいことは、地域・

都市戦略と云う点からみて、なぜ橋下大阪知

事が持ち出した「大阪都」構想に即座に呼応

して、この地域でも「中京都」構想が打ち上

げられたのかと云うことである。それは現象

的には大阪圏での地方選挙や都市政治の上で

圧倒的な人気と影響力を持ってきた橋下人気

と連携してそれを取り込みたいという思惑か

ら始まっているようにもみえる。しかしこれ

は果たして一過性の選挙戦術に過ぎなかった

のか、さらには河村・大村連合の成立をどう

読むのか、あるいは「中京都」構想のリアリ

テイはあるのかなど、わが国の大都市制度の

あり方に関する問題点もあるので、ここでは

「大阪都」構想との対比も含めて補足的にみ

ておきたい。

（１）「大阪都」構想の背景と「中京都」構

想の幻想性

周知のように「大阪都」構想をめぐる議論

は、当時の就任二年目を過ぎた橋下大阪知事

が、それまでの２年間の府市協調ムードを一

転させて、大阪府・市を含めた大阪府域の自

治体再編の検討とこれを次の地方選挙の争点

とするとの意向表明をし、それ以降、大阪市

政批判のオクターブを高めたことに始った。

ただ、その構想の内容は絶えず橋下知事の言

動がクルクル変ってその内容は捉えがたいも

のであったが、結局のところ現行の「東京都」

と23特別区の都区制度関係をモデルにしつつ、

最終的には大阪市を解消して５つの特別区を

導入するというものになった（ただこの案は

2015年5月に行われた特別区設置住民投票で

否決されたが、11月の大阪府知事・大阪市長

Ｗ選挙で大阪維新の会の候補が勝利し、構想

実現をめぐる問題はさらに今後も継続する）。

ところでこうした問題が出てくる背景には、

ごく一般的には現行の大都市制度としての

「政令市」制度のあり方の問題性と言うこと

がある。少し長い射程で振り返ってみると、

1990年代からのわが国の第１次分権改革の大
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第Ⅰ部：環伊勢湾（中京）大都市圏での地域・都市政策の展開

２．「ポスト2005」問題のその後

「第Ⅰ部：環伊勢湾（中京）大都市圏での地域・都市政策の展開」の｢１．『環境』を冠に付けた巨大

開発プロジェクト推進の15ヵ年」は昨年のNO,370号（11月10日号）で掲載済みです。今回はその次にあ

たります。「２．『ポスト2005』問題のその後」です。今回は2節まとめて「2-1.『都市の乱』と同床

異夢の『中京都』構想と「2-2.リニア新幹線建設を旗印とする『総合計画』の策定－『あいちビジョン

2020』『名古屋市総合計画2018』の論理と問題点-」をお送りします。

２－１．「都市の乱」と同床異夢の「中京都」構想

遠藤 宏一（大阪市立大学名誉教授）



きな特徴は、大都市自治制度への大きな関心

も、大都市自治体からの積極的なイニシャチ

ブもなかったことである（「実態として制度

改革求めるような状態になく、一般の自治制

度改革からは相対的に独自な領域になりつつ

ある」（金井利之『自治制度』東大出版会20

07）。しかし高度成長から、わが国では急激

な都市化が進行し、「政令市」近接自治体の

郊外化により大都市圏域も広がったが、旧く

からの政令市は府県との関係も有り、合併等

による都市政策の展開のための広域化は困難

であった。こうした事情を背景にして、90年

代には都市行政推進のため中核市、特例市、

「広域連合」等の「都市」制度の多様化が分

権改革と並行して進展した。ところがその後、

極めつけとなったのは、平成の市町村大合併

を推進するため、これらの多様化した都市制

度の「指定要件」を次々と緩和して、都市の

「昇格」指向を誘導して市町村合併を促進す

る施策がすすめられた。このため、全国的に

「田園政令市（？）」や中核市等（＝農村も

ある「大都市」、都市でも農村でもない「行

政体」？）が数多く生まれ、結果的に都市経

済的あるいは都市地理学的な意味での「大都

市」制度の自壊（？）が進行することになる。

こうした事情の下で、特に大都市圏域の府県

行政の「空洞化」が起こっているのではない

かという事態が進行した。その典型は云うま

でもなく大阪府で、いま大阪府はそもそも府

域面積が狭く、また戦後は府下市町村のほと

んどが都市郊外化しており、早くから市街地

の連担と自治の単位の間の矛盾が云われてき

たが、この間に進んだ「都市制度の多様化」

のもとで、現在では２政令市・２中核市・７

特例市が生まれており、府県行政の空洞化は

より強く意識されているのではないかと云う

事情がある。

これに加えて、大阪大都市圏の場合、特別

な事情が背景にある。それは、戦前からの大

阪市の都市経営の歴史的意義（特に関一市長

の「住み心地良き都市」理念）が今も評価さ

れているが、戦後は大阪府と大阪市の政治・

行政関係は、絶えず東京との比較による大阪・

関西経済の「地盤沈下」対策、とくに都市・

地域開発行政をめぐる競争的・主導権争いの

歴史であった。しかし戦後の大阪（府）の

「セカンド東京」をめざす地域開発政策は、

堺・泉北コンビナート建設、関西国際空港建

設とベイエリア開発、阪奈和研究学園都市建

設などことごとく失敗の歴史であった。この

ため世紀末には関西経済連合会等の経済界や

大阪府などは関西経済の「絶対的衰退」など

の危機感から、様々な「関西再生」計画・ビ

ジョンの提言を出していた。ちなみにそれら

は関経連『関西経済再生シナリオ』（1999）、

大阪府『大阪産業再生プログラム』（2000）

＆『大阪の再生元気倍増プラン（大阪21世紀

総合計画）』（2000）、日経・関西21世紀戦

略委員会『関西大改革』（2000）等である。

しかし関西経済の「地盤沈下」くい止める有

効な手だては今なおたっていない。

それどころか、過去のベイ・エリア開発の

失敗によって、大阪府は大阪市財政よりも深

刻な財政危機に見舞われており、ちなみに大

阪府財政は90年代半ばから毎年度３千億円の

地方交付税交付団体になる始末であった（20

08年度から黒字に転じたが、公債残高の増加

で、2011年決算からは起債許可団体に指定さ

れることにもなった）。このため関西財界は

早くから「関西州（道州制）」導入の急先鋒

であり、また大阪府も経済再生プランの財源

確保や広域推進体制の必要性を唱え、歴史的

にも奈良県との合併を目指したり、太田知事

時代から度々「府市統合論」（「大阪都」or

「大阪州」等）の提唱等をしてきたという経

緯があったのである。

ともあれ、「大阪都」構想は紆余曲折をへ

ながら大阪圏では今後も政治的焦点となって

行くであろう。ただこの問題には、根本的に

幾つかの疑問点があり大阪圏での都市行政・

政治に混迷をもたらすのではないか。詳述は

しないが、その理由は「大阪都」構想が政治

の舞台に登るとともに、国会では政令市と隣

接市町村域で人口200万人以上あれば「特別
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区」の設置を認めるいわゆる「都構想法」

（2012年）を成立させたが、一般的にこれに

基づいても実現への制度的プロセス・手続き

からの困難性がつきまとう点が一つの理由で

ある。

二つには、最大の問題点は「都市行政」制

度を変えたら、なぜ「都市・地域経済」が活

性化するのか、「関西経済の地盤沈下」が克

服出来るのかの、筋道は今もって説明されて

おらず、都市・地域論や地域政策論からみれ

ば、珍奇な経済活性化論としか思えないこと

である。そもそも1980年代に始まる関西経済

の「絶対的衰退の危機」はなぜ起きたのか。

その要因は経済のグローバル化・情報化の下

で関西経済を代表する住友・三和系の銀行・

製造業をはじめ、日生、伊藤忠・丸紅などの

商社、その他電器、医薬品、食品など様々な

関西資本の大企業は、その本社・研究中枢機

能等を東京圏に移し（「本社移転」や「二本

社制」）、また付随して情報・芸能・学術・

文化の大阪からの離脱が進んだからである。

従って、「首都」制度を導入するという行政

制度再編で果たして関西経済の再活性化は可

能なのであろうか。

これに対して、「中京」大都市圏の場合、

愛知県の地理的・都市構造における名古屋市

（大都市圏）の位置は、人口・面積ともほぼ

３分の１を占めるに過ぎず、後背地に広がる

農村地域（全国６位の農業県）と点在する中

核市・拠点都市という構図で、そもそも大阪

大都市圏のような事情での必然性はない。ま

たこの地域は、ものづくり地域という特質か

ら地域経済も展開してきたが、トヨタ企業体

をはじめとして本社機能や研究開発機能のド

ラスチックな移転も起きてはいない。その意

味で「中京都」構想とは、ここで「ポスト20

05」問題というキイ・ワードで表現した、新

たな県民統合への地域ビジョン定立の「空白」

期にたてられた幻想と虚構の「旗印」にすぎ

なかったのではないか。ただこれが一時的で

あれ、河村･大村連合の選挙戦術としてであ

れ浮上してきた必然性があるとすれば、今も

なおこの地域での政・官・財・研の一部に根

強く残っている東京･大阪に続けという「第

三位」都市論のトラウマの再現だったのでは

ないか。

ともあれその後、2012年２月には知事と市

長を代表とする「中京独立戦略本部」なる組

織も立ち上がったが、十分な審議もないまま

その直後に河村市長が「尾張名古屋共和国」

構想を持ちだし、他方、2013年秋には大村知

事が「中京都ホールデングス」案を提案する

など、現在ではこれらも含めて知事と市長の

政治的な不協和音が目立ち、いずれにせよ20

14年３月以来、「中京独立戦略本部」での県

と市の協議は進展していないまま頓挫してい

る。ただ後にも指摘するが、この問題は完全

に決着をみたわけではなく、「大阪都」構想

の動向からのインパクトや、今後のこの地域

での新たな地域戦略の進行によっては、もう

一度問題が再燃する火種は残されている。

（２）リニア新幹線建設計画の浮上と新たな

展開

－県と市による新たな総合計画の策定へ

ところでここに来て、この地域ではＪＲ東

海によるリニア中央新幹線建設計画の進捗を

契機にして（2011年４月の国交相によるリニ

ア新幹線建設をＪＲ東海に指示等）、新たな

都市・地域政策の展開をみることになる。そ

れはこうした事態を受けて2012年末に大村知

事が県議会で新しい地方計画策定を表明し、

2014年３月にはリニア新幹線建設を目玉にし

た『あいちビジョン2020』が策定される。こ

れは「ポスト2005」の過程で、愛知県が策定

していた「新しい政策指針」（2006）、さら

には「政策指針2010-2015」（2010）に代わ

るもので、大村知事による初めての政策ビジョ

ンであり、実質的には愛知県の総合的な「第

８次地方計画」である。

さらにはこうした愛知県の動きに促される

形で、「中京都」構想をめぐる動きと並行し

て2012年度から「名古屋市大都市圏戦略有識

者検討会」を組織して「名古屋大都市圏発展
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ビジョン」づくりの検討をすすめていた名古

屋市も、急遽2013年夏に「次期総合計画有識

者懇談会」（「・・戦略有識者検討会」から

委員は３名のみが横滑り）を開催し、慌ただ

しく「次期総合計画」策定に方針転換し、20

15年2月に『名古屋市総合計画2018』を公表

する。こうして相次いで愛知県と名古屋市の

地域総合計画が策定、公表されることになっ

た。その具体的な内容の紹介と検討は次節で

詳細に行うが、しかしこれらの愛知県と名古

屋市の計画の中に、いま一応頓挫している

「中京都」構想にかかわって、それぞれの考

え方や方針がそれとなく示されており、まだ

問題が決着していないことが伺われるのでそ

の点を最後に指摘しておこう。

まず注目しておくべきことは、愛知県の計

画は、「めざすべき愛知の姿」のトップに

「リニアを生かし、世界の中で存在感を発揮

する中京大都市圏～５千万人大交流圏の西の

拠点として､人、モノ、カネ､情報を呼び込む

大都市圏」を掲げている（図１参照）。この

方針は従来の愛知県の「地方計画」や「基本

指針」と比べて二つの大きな特徴がみられる。

一つはこれまでの「地方計画」での大都市圏

整備の圏域として「環伊勢湾都市圏」が掲げ

られてきたが、それが今回は「中京大都市圏」

整備という方針に置き換えられていることで

ある。もう一点は、実はリニア中央新幹線が

最初に「愛知県地方計画」に文言として登場

したのは、「三点セット＋ワン」を掲げた

『愛知県21世紀計画（第6次地方計画）』だっ

た（第1部1章の図２参照）。ただその「第６

次地方計画」の「文書」の中にはまだ具体的

な建設計画・推進のへの言及はなかった。第

８次にあたる今回の愛知県地方計画で始めて、

この地域での都市･地域開発戦略として描か

れたことになった。今回の地方計画では「中

京大都市圏」という表現になっているが、こ

の構図は具体的に前章の図と見比べてと、明

らかに大都市圏整備の方針として「第６次地

方計画」の論理を下敷きにした連続性を持っ

た構想のように思われる。こうしてこの地域

での「ポスト2005」問題はリニア新幹線建設

を「旗印」とする都市開発戦略へと収斂する

ことになったといってよい。

これに対し、名古屋市の総合計画では、具

体的な戦略や取り組みを提示した＜長期的展

望に立ったまちづくり＞の最後で、「５．名
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古屋大都市圏の成長と新たな大都市制度のあ

り方」を提起しているが、「中京都」構想問

題と関連して注目しておきたい点は、「名古

屋市の自立」と「名古屋大都市圏の一体的発

展」を目指すという基本理念の下で具体的に

は＜図２＞のように、名古屋市を県と同格の

「特別自治市」実現を目指すとし、さらに従

来のこの種の提案にみられなかったこととし

て、名古屋市を中心に位置づけた「近隣自治

体との連携」という構図を地理上の範囲とし

て描いたことである。これは明らかに「中京

都」構想をめぐって名古屋市側から提起され

ていた「尾張名古屋共和国」構想の構図と同

じ文脈にあるものとみてよい。その意味でい

まさしあたり愛知県と名古屋市の不協和音の

もとで頓挫しているようにみえる「中京都」

構想をめぐる問題は、振り返ってみると戦後

直後の市域拡張と「特別市制」運動における

県・市対立の今日的「再版」のようにも思え

る。いずれにせよ、リニア新幹線建設という

巨大プロジエクトの展開を受けて、愛知県と

名古屋市で策定された総合計画の下で、どの

ような都市・地域開発戦略やまちづくり政策

が具体的に展開されるのか、それが県民・市

民の生活にどのような影響や課題をもたらす

のか、この地域で今後長期にわたって大きな

問題となるであろう。 （遠藤宏一 稿）
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図２ 名古屋市がめざす大都市制度の全体像（名古屋市総合計画2018より）


