
愛知県地方計画 愛知県地方計画 第３次愛知県 愛知県地方計画
（第１次） （第２次） 地方計画 1976～1985（第４次）

昭和33年12月15日 昭和37年8月17日 昭和45年1月26日 昭和51年3月24日

昭和33年度～40年度 昭和36年度～45年度 昭和45年度～60年度 昭和51年度～60年度

（８か年） （10か年） （16か年） （10か年）

第５次愛知県 愛知県21世紀計画 新世紀へ飛躍～愛知
地方計画 （第６次愛知県地方計画） 2010計画（第７次）

昭和57年3月29日 平成元年３月27日 平成10年3月27日

昭和57年度～65年度 平成元年度～21世紀初 平成10年度～平成22年度

（９か年） 頭（おおむね15か年程度） （13か年）

平成18年3月31日 平成22年3月29日 平成26 年３月31 日

平成37年頃までの長期を展望 平成22年～27年 平成42年頃の社会経済を展

し、27年まで（10年程度） （６か年） 望し、32 年まで（7 年程度） 出所：愛知県HPより作成

新しい政策の指針 政策指針2010-2015 あいちビジョン

愛 知県 の 長期 計画 の 推移

愛知県も名古屋市も、中京都構想の策定が

先行していたが、ここにきてその構想も暗礁

に乗り上げたため、今まで遅れていた総合計

画の策定に着手した。愛知県は2014年3月に

「あいちビジョン2020」を発表。名古屋市も

2015年2月に「名古屋市総合計画2018」を発

表した。いずれの総合計画もリニモ頼みの総

合計画となっている。ここでは、二つの総合

計画について、過去の総合計画を振り返りつ

つ、今日の総合計画の特徴と問題点を明らか

にする。

（１）「あいちビジョン2020」の論理と問題

１）愛知県「総合計画」の推移と特徴

戦後日本の経済発展にとって、国や自治体

による地域開発政策は大きな役割をはたした。

戦後の地域開発は、1950年の「国土総合開

発法」から本格的に開始される。1960年年代

初頭には「全国総合開発計画（一全総）」

（1962年）が策定された。愛知県の場合、19

58年に「大愛知」建設をかかげて最初の「地

方計画」が策定されている。これは、全国的

にみても、戦後のきわめて早い時期に、総合

的な計画行政を展開していたということであ

り、愛知県の重要な特徴といえる。第２次の

愛知県地方計画（計画期間1961-70年度）は

３年後の1961年に作成される。この時の地方

計画の特色は3内陸・3臨海開発を採用したこ

とである。3内陸・3臨海開発とは名古屋南部・

西部―小牧・春日井、衣浦―豊田・春日井、

東三河―豊橋・豊川という、三つの臨海工業

地帯と、三つの内陸工業地帯ある。そのアク

セスとして東名・名神高速道のインターチェ

ンジと名古屋港、衣浦港、三河港の整備を重

視するものであった。全国の開発計画が臨海

コンビナート造成による素材型重化学工業誘

致であったのに対して、愛知県には、内陸部

開発とセットされるという独自性があった。

第３次愛知県地方計画（計画期間1970-85年

度）は1970年3月に策定される。時あたかも

国は「新全総」（1969年）を策定し、巨大開

発方式と広域生活圏・広域行政を提示してい

た。このような背景のもと、広域的な都市整

備計画として広域道路網整備にあたった。19

76年策定の第４次愛知県地方計画（計画期間

1976-85年度）は、これまでの路線を修正し

たものになるが、流域を中心とする地域づく
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り（流域圏づくり）が盛られた。1982-1990

年度―第５次愛知県地方計画は再び産業基盤

の開発構想としての性格が前面に打ち出され

る。その集約点として示された基本構想が

「環伊勢湾都市構想」である。ポスト自動車

産業をにらんで、新たな産業・工場誘致の方

針を掲げられた。「三全総」で掲げられた

「定住構想」も、この計画の特色として「定

住生活圏整備」が入っている。第6次愛知県

地方計画（計画期間1989-2004年度）は1989

年3月に策定される。ここでは「中部新国際

空港」の常滑沖建設構想が「新伊勢湾都市圏

構想」の名のもとに、「21世紀の中部圏構想」

という形で喧伝される。新空港建設を機軸に、

リニア中央新幹線、第２東名・名神高速道路

の建設や、東海環状道路・伊勢湾口道路など

の建設による「臨空総合交通圏」整備構想の

もとで、国際交流拠点としての「産業技術都

市」の形成が図られるという期待が語られて

いる。1998年3月には、バブルの崩壊や平成

不況、国の「五全総」策定作業という情勢を

受けて、新たに「新世紀へ飛躍―愛知2010計

画」という第７次愛知県地方計画（計画期間

1998-2010年度）が策定された。新空港など

の国家的プロジェクト誘致や、万博誘致とい

うイベント型地域開発を中心とする、従来か

らの「外来型」21世紀中部圏構想は、その方

針にいささかの変更はないが、環伊勢湾交流

圏として「人と地域の個性が輝き、交流・創

造の拠点となる愛知」が謳われている。その

後、ポスト2005として2006年3月に「新しい

政策の方針」、2010年3月には「政策指針201

0－2015」が策定された。

戦後日本の地域開発は、経済成長を推進す

る産業・経済政策の地域版として展開された

という性格が強い。しかし、地方計画とは、

本来は環境・資源・福祉・教育・文化などの

地域社会全体の問題を解決する総合的な地域

公共政策である。残念ながら愛知県も開発行

政中心の地方計画であったといえる。

２）｢あいちビジョン2020｣の特徴と問題点

「あいちビジョン2020」の最大テーマにつ

いては次のように述べている。「ビジョンの

最大テーマは来るべきリニア時代を見据え」

「大交流圏のなかで、産業の革新・創造拠点

としての役割を担いながら、国内外から人、

モノ、カネ、情報を呼び込む存在感ある中京

都大都市づくりを進め、そこで培われた経済

活力を、県民の暮らしにつなげ、活力と豊か

さに満ちた地域へ発展させていく」（「あい

ちビジョン2020」より引用。以降「」は「あ

いちビジョン2020」「名古屋市総合計画2018」

の引用箇所をあらわす）としている。ビジョ

ンは2027年頃開業が予定されているリニア開

業に全て依拠しており、都道府県が策定する

地方計画としては異例である。しかも、ここ

で述べている「そこで培われた経済活力を、

県民の暮らしにつなげ」るとは、「トリクル

ダウン」（おこぼれ経済政策）そのものであ

り、県民中心ではなく、大企業中心であるこ

とを示している。

ビジョンでは、リニア開業について、プラ

スの影響が期待される一方で「本県の地域づ

くりにとって大変なインパクト与えることに

なる」とさまざまな危惧を示している。「支

店・営業所の撤退や消費・文化活動が首都圏

に流失するストロー現象や、東京オリンピッ

ク開催、北陸新幹線整備で東京一極集中も危

惧される」。「リニア中央新幹線が大阪まで

開業する2045年までの18年間は、この地域が

リニア大交流圏の西側の拠点になる」。「リ

ニア開業により首都圏と中京圏が一体化する」。

「県内においては、名古屋中心部の再開発な

どともに名古屋の求心力が高まっていく一方

で、県内各都市の名古屋への依存が高まり、

各都市の自立性や活力が低下していくことも

懸念される」。しかし、こうした懸念や危惧

をもってしまうのは、ビジョンのもつ世界観

にあると言える。ビジョンでは「世界がフラッ

ト化し、一つの競争市場となる中、2003年の

グローバル社会では、大都市を核とした広域

的な地域による都市圏競争が激化し、その競

争に打ち勝つ大都市圏が一国の成長をリード
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◎基本構想（1977)
「ゆとりとうるおいのあるまち」

①基本計画 ②基本計画 ③新世紀計画2010 ④中期戦略ビジョン ⑤名古屋市総合計画2018
(1980) （1988) (2000) (2010) (2015)

 第1～4次短期計画
第5～8次短期計画 第1～4次推進計画 第1～3次実施計画

名古屋市の総合計画

していく時代になっていくことが想定される」

としている。しかし、なぜ、都市圏競争で勝

たねばならないのか、中京大都市圏以外はす

べて敵なのかと疑問がわいてくる考え方であ

る。必要としているのは、共生の社会であり、

この地域の自立である。ましてやリニア新幹

線には課題が山積みであり、この建設自体が

県民の生活にどのような支障をもたらすのか

を検証することこそがビジョンに求められて

いる。

ビジョンでは重要政策として12項目の課題

をあげている。うち始めの４つが産業政策に

関わるもので、その中の「中京大都市圏」

「グローバル展開」「産業革新・創造」は大

村知事のマニフェストを具体化したものであ

る。残りの８項目が文化・スポーツや福祉・

医療・教育、防災、環境・エネルギーに関わ

る課題をあつかっている。ビジョンの産業政

策の中心は「自動車産業の高度化と航空宇宙

産業の振興」と「立地環境の整備」である。

そのため自動車産業と航空産業への支援策と

産業用地の確保、リニアを中心とする交通環

境の整備ということになる。

（２）「名古屋市総合計画2018」の論理と問

題点

１）名古屋市「総合計画」の変遷

名古屋市の総合計画は「名古屋市基本構想」

をもとにしている。その「基本構想」はこの

名古屋市総合計画2018の中にその全文が資料

編に掲載されている。

「基本構想」は1969年の地方自治法改正で、

議会の議決を経て策定することが義務付けら

れて全国的に普及した。「総合計画」の計画

体系としては、「基本構想（定性的な将来ビ

ジョン）」―「基本計画（行政部門計画・地

区別計画）」―「短期実施計画」が三位一体

のものとして策定・改訂されるのが通常の姿

であった。なお、2011年には「基本構想」の

策定の義務づけは撤廃された。驚くべきこと

は、名古屋市政ではこのような「基本計画」

の改訂・変遷のなかで、1977年に策定された

基本構想だけは、一貫した都市ビジョンとし

て変えられることなく継承されてきた。基本

計画の策定に実質的に関わってきたのは、本

山市政下での「基本計画」策定以来、伝統的

に学識経験者で構成される研究委員と庁内職

員で構成する「基本計画策定研究会」という

組織であり、そこで素案づくりを行うという

手法がとられてきている。1980年「基本計画」

のケースでは、職員約300人で構成されてい

たという。名古屋市の「基本計画」行政は、

特に保守市政への転換以降は、市役所内部官

僚出身の市長と役所主導で行政施策・事務事

業財政運営の数年間にわたる「指針」として

策定され、実質的な民意による適切なチェッ

クをほとんど経ない「官僚制が好む仕掛け」

としての機能をもっていた。さらにあえて言

えば、「産業首都」構想への「ハコモノ計画」

としての側面があったのではなかろうか。

２）｢名古屋市総合計画2018｣の特徴と問題点

「名古屋市総合計画2018」の全体像につい

て確認してみよう。名古屋市総合計画2018は、

これからの15年先を見据えた重点課題として、

①人口減少社会における人口構造の変化への

対応、②南海トラフ巨大都市への対応、③リ

ニア中央新幹線の開業への対応をあげている。
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都市像が４つ、施策は90にも及んでいる。こ

れらの中で中心となる考え方は「国際的な都

市間競争を勝ち抜く、大きく強い名古屋」を

つくることにある。今までの巨大開発中心の

総合計画から抜け出せないでいる。

リニア中央新幹線開業については「経済規

模の大きな首都圏に経済活動や人口がさらに

吸い取られる」のではないかというストロー

現象を懸念しつつ、都市間競争に負けないよ

う、圏域の成長につなげるとしている。リニ

アの環境アセスや名古屋市の財政負担につい

ての言及はない。

都市間競争を勝ち抜く大きくて強い名古屋

とは何か。「世界に冠たるスーパーターミナ

ル・ナゴヤ」をめざす駅前再開発であり、栄

地区まちづくりプロジェクトの推進である。

ものづくり産業では、戦略的産業振興施策の

推進、航空宇宙産業新規参入・販路拡大支援

事業、医療・福祉産業への参入促進、次世代

産業見本市・展示会の開催を実現するとなっ

ている。

「総合計画」は大都市制度についても言及し

ている。Ⅲ章の「５名古屋大都市圏の成長と

新たな大都市制度のあり方」で、「名古屋市

の自立」と「名古屋市大都市圏の一体的な発

展」をめざすとの基本理念のもと、「圏域に

おける自治体連携の推進」および「『特別自

治市』制度の創設」を掲げている。基本的な

方向としては「権限・財源の一元化」「住民

自治の充実」を示してしている。第30次地方

制度調査会では①「指定都市」の現行制度の

見直し、すなわち、「二重行政の解消と住民

意思の的確な反映、「区」の役割の強化、②

特別市の設置などが議論されている。区役所

改革について、名古屋市は2014年3月に「新

たな区役所改革計画アクションプラン」を策

定している。ここでは第30次地方制度調査会

の答申を踏まえて「今後も区役所改革を推進

し」、「区長を特別職とすることなど具体的

な方策については法改正など国の動向などを

注視してまいります」と述べている。しかし、

「総合計画」では、区への権限移譲、区長の

地位、区議会など区の権限強化については検

討していない。地域委員会についての総括も

必要だが、地域協議会の公選制、区との関係、

ましてや愛知県との関係なども無視しており

改革への積極姿勢はみられない。

（３）二つの総合計画にみる共通の課題と展望

最後に愛知県と名古屋市の総合計画に対す

る問題点を検討しながらその課題と展望につ

いて考えることにする。

最初に指摘したい問題点は、二つの総合計

画には歴史的分析が欠如していることである。

地域の総合計画には歴史的分析が必要である。

この地域では2005年に万博の開催と中部国際

空港の建設という巨大プロジェクト、巨大開

発事業が行われたが、その結果についての分

析が二つの総合計画には反映されていない。

また、総合計画には地域の現状分析が重要で

あるが、二つの総合計画には十分に示されて

いるは言えない。そのため、住民に対する説

得力に欠けているといえる。

二つ目の問題点は、総合計画の歴史的分析

が欠如しているため、既に破たん済みの経済

優先、成長戦略の開発行政が進められている

ことである。愛知県の「あいちビジョン2020」

も名古屋市の「名古屋市総合計画2018」も共

にリニアありきの政策となっていることであ

る。中央政府や中部財界の巨大開発「構想」

に無批判にしたがってきた結果だといえる。

この二つの総合計画にはグローバル化の進展

する中で都市間競争に勝ち抜く競争的地方自

治を謳っていることも特徴的である。

三つ目の問題は住民自治の欠如である。愛

知県も名古屋市にも地域づくり、まちづくり

は総合計画の重要な戦略として位置づけられ

ている。そのために住民アンケートを実施し

ているが、そのアンケートを見ると、開発行

政に対する期待ではなく、医療介護や福祉、

生活向上などの地域課題に寄せる声が大きい。

本来の総合計画は、こうした声の積み上げか

ら作成し、地域づくり、まちづくりをしなけ

ればならないが、現状は経済優先、成長主義
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となっている。

四つ目の問題は財政問題が欠如しているこ

とである。財政問題については、「名古屋市

総合計画2018」は行財政改革に取り組む中で

財源を確保するとしか述べていない。「あい

ちビジョン2020」にいたっては全く無視して

いる。財政力は愛知県も名古屋市も高いにも

かかわらず、どちらも財政危機に陥っている。

その要因は自治体経営にあるのは当然である

が、今日の財政制度にも問題があるといえる。

国の中央集権的な財政政策に対する自主財源

の確保に向けての提言が必要である。

最後に、総合計画の影響力についても検討

する必要がある。総合計画はただ単なるお飾

り的な計画ではない。愛知県でも名古屋市で

も推進計画を具体化するために確実に予算化

がはかられる。また、県行政では、総合計画

は市町村行政にも大きな影響力を与える。愛

知県では地方計画での地域区分と地域計画に

基づいて、具体的で強力な市町村指導を行い、

ひいては行政統制する基盤に据えることがで

きるのである。
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