
１ 河村｢庶民革命｣とは何だったのか
世紀末からの「失われた20年」といわれる

わが国の政治・経済・社会等の色々な局面に

おける混迷と閉塞状況のなかにあって、この

名古屋大都市圏では世紀末から「万博」開催

とその関連公共事業の「中部国際空港」の開

港という一大エポックで沸き立ってきました。

しかしその「宴の幕」も降りた以降、この地

域では地域政策をめぐっては、さしあたり大

きな争点もなくいわば住民統合の「旗印」な

き空白期（＝「ポスト2005」問題）にはいっ

たかのようでした。しかしそうした奇妙な静

寂も永くは続きませんでした。2008年のリー

マン・ショックに始まる世界的同時不況が襲

うとともに、この東海地域ではそれが「トヨ

タ・ショック」となってはね返り、地域経済

の空洞化や雇用喪失の危機感が広がりました。

しかしこの地域を襲ったこうした暗雲を払い

のけるように、一転して舞台に登場したのは

2009年名古屋市長選挙で過去 多の51万票を

獲得し、自民党候補の２倍近い差をつけて誕

生した河村市政でした。以来、河村市政は同

じ時期に大阪での橋下知事誕生という情勢と

も呼応し合いながら、愛知県政をも巻き込ん

で、相次いで「地域政党」も組織され、議会

改革をはじめ二元代表制に基づく地方自治等

をもめぐって、「都市政治の乱」とも呼ぶべ

きかってない激震を起こしました。

（１）「河村たかしの名古屋政策」

2009年市長選挙では民主党推薦を受けた河

村氏は、「庶民革命」を掲げた70項目に亘る

マニフェストを公表しましたが、その中心的

な柱は、①「市民税10％減税」・「市職員人
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＜資料１＞市政改革ナゴヤ基本条例案

◎地域委員会制度の創設

新しい住民自治の仕組みとして、住民か

ら選ばれた委員により構成する「地域委

員会制度」を創設する。

◎市民税の減税

市民生活の支援及び地域経済活性化等の

ため、市民税の減税を実施する。

◎議会の改革

政治のボランテイア化を実施するため、

以下の改革に取り組む。

・議員定数をおおむね半減

・連続３期を超えた在職の自粛

・議員報酬をおおむね半減

・政務調査費の廃止

・費用弁償の実費支給

・市民による本会議場での意見表明

・議員の自由な意思に基づく議会活動の

実施

・議員年金制度の廃止に向けた活動

◎市長の多選禁止

連続３期を超えた在職の自粛

◎実施の時期

2009年度末までに、制度化を図るなど

所要の手続きを実施する。

（「読売新聞」2009年11月30日付より）

本稿は、『暮らしと地域経済に希望を—名古屋経済の明

日を考える—』のために執筆されたものを、「地域経済

の将来を考える会」の許可をいただき掲載しています。



件費総額10％削減」、②「議会改革（特に議

員定数10％削減）」、③「地域委員会制度」

創設という、いわゆる三点セットでした。そ

してその当選後の６月議会で早速上程した

「10％減税条例」が否決されると、2009年11

月定例会で「住民分権を確立するための市政

改革ナゴヤ基本条例」を上程し、三点セット

をさらに補強して政治のボランテイア化を実

現するための議会改革に取り組むとしました

（資料1）。以来、様々な局面での市長と議

会の激しい対抗・対立が始まります。

この三点セットの問題点については後にや

や詳しくコメントしますが、こうした一連の

市長vs議会の対抗過程をここで詳細に辿る紙

数はありません。ただ当初の河村市政改革に

対する特質について当時の識者の評価を先取

り的に紹介しておこうと思います。その一人

は河村市長誕生時にはそのブレーンであった

後房雄氏（名大）で、次のように言っていま

した。すなわち「マニフェスト全体に流れる

基調は、民間の活力を生かして行政は極力控

える。減税は、無駄を洗い流すため手法と、

長期的な小さな政府を目指すとの二つの意味

がある」（中日新聞、2009/5/28）というも

ので、いわゆる新自由主義の政策です。一方、

政治学の小野耕二氏（名大）は、河村市長の

誕生は、「名古屋市政の『政権交代』」であ

り、政権交代には「政策内容の転換」と「決

め方の変更」を含んでいる。河村市長の提案

は、「決定メカニズムの変更」へと踏み込ん

でおり、「市議会議員の役割の一部を地域委

員会へ委譲」と「市議会ボランテイア化」を

図り、「市長の権限強化」につながって行く

としている。こうした「『個人的人気』や

『争点の限定』に基づく・・・市政運営は

『日本型ポピュリズム』と呼ばれた小泉元首

相の政治手法を想起させる」（朝日新聞、20

10/2/9夕刊）と指摘していました。これは日

本の地方自治制度における首長と議会の二元

代表制の否定に繋がるのではないかという危

惧です。

こうした評価から浮かび上がる河村市政改

革の特徴とは、結論的にいえば、政策内容に

おいては「民活や減税による経済活性化論」

の新自由主義の潮流を踏襲しながら、統治

（ガバナンス）論としてはそれとも異質な統

治構想を持ったもので、樹神成氏はこれを

「『選挙された長＋企画集権』型行政運営改

革の、突然変異種が、河村氏の二元代表制否

定論」であったとしています（東海自治体問

題研究所編『大都市自治の新展開―名古屋か

らの発信』2013年、22頁）。

（２）「１０％減税」問題をめぐる経緯

河村市長が政治信条として今なお も固執

する減税政策は、2011年12月の「（恒久）5

％減税条例」の可決までおよそ２年半にわたっ
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＜資料２＞減税条例をめぐる主な動き

2009年

４月 河村市長が「市民税10％減税」

を筆頭公約に掲げて当選

６月議会 減税基本条例が継続審議

11月議会 10％条例案に対し、市議会が

「均等割を100円にする」修正

案を可決。

河村市長が再議

12月議会 「均等割100円」修正案が否決。

10％減税条例案が可決

2010年

２月議会 10％減税条例案を「1年限り」

とする改正案が可決

４月議会 「１年限り」を削除する⒑％減

税条例案が否決

⒒月議会 公明、共産がそれぞれ提案した

独自の減税案が否決

2011年

２月 出直し市長選挙で河村氏が再選、

市議会リコール成立

３月 減税日本が出直し市議選で第１

党に

９月議会 10％減税条例案が継続審議

⒒議会 ７％減税条例案否決

12月臨時議会

市長が５％減税条例案を提案、

修正を加えて可決

（「朝日新聞」2011年12月23日付より）



て、市長と市議会、そして市民や果ては愛知

県政までも巻き込んだ激しい攻防が繰り広げ

られ迷走しました（資料２「減税条例をめぐ

る主な動き」参照）。

すなわち、河村減税案は６月議会に続いて

９月議会でも継続審議となると、早くも市長

はリコ－ルによる市議会解散を切り札にちら

つかせ、それを受けての攻防のなかで、11月

議会では自・公・社民の三会派による修正案

（均等割も100円にする）が可決されますが、

これに対して市長の「拒否権」にあたる再議

に付され、結局12月臨時議会で市長原案の10

％減税条例案が可決されました（なお、ここ

で「地域委員会」のモデル実施も決まります）。

しかし翌2010年の２月議会では、財源問題を

理由に議会では10％減税条例を「一年限り」

とする修正案が可決されることになります。

さらにまた市長主導の「議会改革」に危機感

を持った議会側は2009年12月に「名古屋市議

会基本条例制定研究会」を発足させ、翌３月

に「名古屋市議会基本条例案」を可決成立さ

せます。

これに対し河村市長は４月には地域政党

「減税日本」を立ち上げ、さらに６月議会で

上程した「10％恒久減税案」がまた継続審議

になるや、８月から市長の主導と後援会によ

る「市議会の解散を求める署名（市民税10％

減税継続・地域委員会の継続・議員年間報酬

額1630万円を800万円に）」が始まりました。

こうして街頭宣伝も含む激しい署名活動の結

果10月4日に、市選管に465,582人のリコール

署名が提出され、審査延長等の紆余曲折を経

て 終的に369,008名とリコールの法定数を

超えたことが確認され、政令市で初めて住民

投票が確定しました(12月）。またこれに先

だって、既に半年前から知事選出馬を働きか

けていたという大村氏（自民）の立候補表明

に合わせて、河村市長も任期途中の辞職を表

明し、また他方では河村・大村連合は、「大

阪都構想」を掲げた大阪・橋本知事との連携

も探りながら、「平成の楽市楽座」「県市民

税10％削減」「中京都構想」を柱とする『ア

イチ・ナゴヤ共同マニュフエスト』を公表し

ます。こうして2011年２月には名古屋市長選

挙・愛知県知事選挙・それに名古屋市議会の

解散住民投票という、他に例を見ないトリプ

ル選挙へと導きました。

この結果、トリプル選挙はすべてを仕掛け

た河村市長の思惑通り圧勝しました（知事選

は大村候補が約150万票を獲得、河村市長候

補は約66万票超の過去 高得票で、それぞれ

次点候補に３倍近い差をつける）。「市議会

解散を求める投票」は、賛成696,921票、反

対252,921票で、議会解散・出直し選挙が成

立しました。こうして３月の市議会出直し選

挙では河村市長の自らの地域政党「減税日本」

が２８議席を占め第一党になります（但し、

41名の候補者を立て過半数獲得を目指したが

実現せず）。かくして出直し選挙後の３月市

議会で「市会議員の報酬年額800万円に半減

する特例条例」も議員提案によって全会一致

で可決されました。

こうした政治状況の過程で襲った3月11日

の東日本大震災・未曾有の原発事故は、日本

の経済社会の在り方や国・地方の行財政運営

のあり方を根底から問うことになります。加

えて市会第一党になった「減税日本」の議員

の度重なる不祥事が頻発するなかで、これら

の状況はその後の市議会での減税議論に影を

落とすことになります。詳述はしませんが、

あくまで10％恒久減税の実現にこだわる市長

と、2010年度減税効果の評価をめぐる市会で

の議論（９月議会）等や、市当局が秋に公表

した2015年度までの厳しい財政収支見通し

（減税を実施すると毎年度300億円以上の財

源不足）、そして震災ショックと円高の進行

による税収の落ち込みの懸念から愛知県では

大村知事が11月議会への県税条例案提出断念

（「減税マニフェスト」撤回）などの動きも

あり、かくして11月議会に折衷案として規模

を縮小して提出した７％減税案も否決され、

結局、政党間の紆余曲折も経て 終的に12月

議会で５％減税案の成立で一応の決着を見る

こととなったのです。
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（３）減税効果と「政治のボランテア化」

―議会改革と地域委員会制度―

ところでこの２か年半にもわたり妥協を重

ねても、「始めに減税ありき」とでもいえる

執拗な河村市長の減税政策へのこだわりの理

由は何だったのでしょうか。減税そのものに

ついて折につけてマスコミなどのインタービュー

で強調されていたことは、市民の生活支援や

地域経済の活性化が目的であり、その財源は

徹底した行財政改革により無駄遣いを根絶す

ることで捻出するというものでした。しかし

こうした減税政策は、地方自治や地方財政論、

あるいは地方自治体のあり方からみて多くの

問題点や疑問があります。一つはそもそも市

民税などの地方税は教育や福祉・都市施設な

ど生活を支えるサービスを提供するための財

源として自治体が課税するもので、理論的に

いえば応益原則に立脚しており（均等割や比

例税率課税）、本来は地域経済の活性化といっ

た「政策減税」効果（その典型は国税の租税

特別措置です）を予定していません。従って、

リーマン・ショック以降、長期にわたる経済

停滞を背景に多くの自治体が財政硬直化に陥っ

ている今日、「減税」財源確保のため職員削

減・民営化等を始めとする行財政改革や、ま

しては更なる起債依存でその財源捻出をする

という論理は、人的サービスも不可欠とする

福祉等の住民サービスの切り下げや財政硬直

化に繋がることが危惧されるのです。

加えて、二つには現代社会の地方財政の課

題として、「全国どこに住んでいても 低限

の住民サービスが受けられる」というナショ

ナル・ミニマムの達成が要請されています。

そのため住民税などには「標準税率」が定め

られていて、その税率で課税しても国が要請

する 低限の住民サービスを提供出来ないい

わゆる「貧困団体」には、国の財源や富裕団

体から集めた税金を地方交付税交付金（いわ

ば自治体の共有財源）として再分配する仕組

みがあります。名古屋市の場合、交付税の不

交付団体ならまだしも、減税を実施した2010

年度から再びこの地方交付税の交付団体に陥っ

ていました。いわば地方自治体の共有財産で

ある地方交付税の交付を受けながら、標準税

率以下に市民税を減税するのは地方自治財政

のあり方や財政規律からして看過されること

ではありません（ちなみにこの名古屋市市民

税減税に関しては、当時、兵庫県知事の井戸

敏三氏から手厳しい批判がされています。

「朝日新聞＜私の視点＞」2010年6月26日付。

また名古屋市に先んじて個人住民税の10％減

税を実施した半田市は、同じように交付団体

に転落したため1年限りで減税を廃止してい

たのです）。

三つには、そもそも10％なり５％の市民税

一律減税は、納税額の多い高所得者ほど減税

額が大きくなるだけでなく、「均等割」のみ

の納税者を含め圧倒的多数の市民の生活支援

にはほとんど減税効果は無いのです。ちなみ

に名古屋市の市議会財政福祉委員会への報告

では、2015年度に個人市民税を納めた１１０

万人のうちで、減税額が５千円以下だったの

は、５９万人余（53.4％）と半数以上を占め、

ほとんど大半の市民に減税の恩恵は及んでい

ないことが浮き彫りになっています（「中日

新聞」2016年10月６日、なお、法人市民税も

同様の傾向で、減税額が５万円以下の法人が

92.8％と圧倒的）。詳論はしませんが、仮に

倍の10％減税が実現していても、河村市長

（一部の経済学者の抽象論に基づくコメント

も含め）が喧伝するような減税効果によって、

名古屋市外から市内への住民移住や、企業の

市外から立地選択するような効果はまったく

期待出来ないのです。改めて言わずもがなの

ことなのですが、そもそもこうした移住や立

地選択には減税額を遙かに上回るコストや投

資が必要だからです。

こうした論点は、周知のようにメデア等を

通して多くの識者や経済界・実務家等からの

コメントとして幾多指摘されてもいたのです

が、まったく聞く耳を持たない河村市長の執

念は何処から来たのでしょうか。そのキイ・

ワードは、マニフェストや市政改革条例案に

掲げた「政治のボランテア化」という思い入
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れにあったのではないかと思います。５％減

税条例の成立をうけて河村市長は「本当は10

％に勝る喜びはないが、志を失わないことが

重要」とし「減税は反権力のシンボル」と自

讃したということです（「中日新聞」2011年

12月23日）。

その「政治のボランテア化」とは何でしょ

うか。それは結局、市議会で成立することに

はなりませんでしたが「市政改革ナゴヤ基本

条例案」の第2条「基本理念」に端的に表明

されています。すなわちそこでは「・・・政

治の職業化による集権化の進展が、住民の行

政への参画の意欲や機会を阻んでいる状況に

かんがみ、自発性・無償性に基づく政治を実

現するための改革」と規定され、住民への分

権の推進、住民主体の住民自治の形成等を図

るとされていました。こうした理念から、具

体的にはまずは「地域委員会制度の創設」、

市民税減税、市議会議員定数の半減・議員報

酬の半減・連続３期を超えた在職自粛（市長

も同じ）等々の議会改革等の提案であったの

です。また市民税減税とセットで市長が思い

描いていたのは「減税寄付制度の創設」（＝

減税分をNPOなどの市民活動の寄付に誘導）

で、これまで市が担ってきた児童虐待対策・

高齢者福祉等の役割を市民ボランテイアの手

に移すという狙いがあったというのです

（「河村市長が描く市民減税からボランテイ

ア都市へ」『中日新聞』2010年１月２４日）。

ただこれらの提案に対する市長と議会側との

激しい対立の過程で、これらはほとんど河村

市長の思惑通りに進んだわけではありません。

ちなみにこれらのうち紆余曲折を経て結果的

に議員報酬が800万円に削減される事態も生

まれ、また先述のように市長の外圧に押され

る形で、市議会側も議会基本条例を制定せざ

るを得なかったということもにもなりました。

ただ、これによって議会情報の公開は進んだ

のですが、「議会報告会」など議会への住民

参加は課題を残したままであり、議会側も条

例施行後その熱は冷めているようにみえます。

また地域委員会もモデル施行という形で実

施されることとなりましたが、これもまた大

都市名古屋の実情に即して十分熟慮された提

案とは思われないのです。わが国特有の大都

市制度である「政令指定都市」制度に関して

は、早くから市民主体の政策策定と実施や

「市民参画」をどう進めるかは課題で有り、

行政区改革（都市内分権）と学区を始めとす

る住民組織やＮＰＯ等のコミュニテイ組織を

どのように整備し、機能の充実を図るかは課

題とされてきました。特に名古屋市の場合、

1968年以来、上からとはいえ町内会・自治会

を「区政協力委員会」に位置づけ、また各種

の地域自治組織も学区連絡協議会などが組織

され、歴史的に一定の活動を積み上げてきて

いました。河村市長の手法はそうした過去の

経緯を踏まえない唐突な「住民自治」を上か

ら枠づけて強行しようというものであり、当

然、学区の既存組織や議会からも疑問や抵抗

をうみ、地域によっても混乱した状況が生ま

れたのです。このためモデル地区の取り組み

も地域ごとにバラバラにすすめられ、2009－

10年度に８区８地域でモデル実施（予算：50

0－1500万円）された後、2012－13年度は全1

6区32地域のモデル実施の方針に対し、手を

上げた地域は７区７地域にとどまり、結局20

15年度には「地域委員会」担当部が廃止され

尻すぼみに終わったのです。

２．大村・河村連合とその後

ともあれ河村市長悲願の「恒久」減税案は、

「３年以内の検証」という議会側からの一部

修正付きで、市長と議会側の痛み分け的な妥

協で一応の決着をみました。しかし、当時の

メデアや識者の論調をみると、その減税効果

に関しても、また財政調整基金の取り崩しを

前提しなければ収支の見通しが立たないよう

な減税が果たして「恒久減税」と呼べるのか、

等々の疑問符が付けられており、ただ一点特

徴的だったのは、議会との対話を拒否してき

た市長と議会とが歩み寄ったということに一

定の評価を与えているという論調では共通し

ていました。
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（１）「中京独立戦略本部」の創設と頓挫

さて「共通公約」を掲げて知事・市長選挙

で圧勝した大村・河村連合も、大村知事が財

政悪化を理由に県民税10％減税の2012年度実

施の見送りを決めたことをきっかけに、一年

足らずでその関係がぎくしゃくし始め、2012

年には入ってからそれぞれが立ち上げた「地

域政党」の国政進出の方針を掲げるとますま

すその傾向が目立ってきました。さらに、当

時の大阪の橋下知事の「大阪都構想」とも連

携しつつ共通公約として掲げた「中京都構想」

をめぐって、2012年２月に知事と市長を代表

とする「中京独立戦略本部」なる組織を立ち

上げましたが、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、これに対し2013年秋には大村知事

が「中京都ホールデングス」案（本質的には

道州制案）を提案するなど、現在ではこれら

も含めて政治的な不協和音が目立ったまま推

移し、『戦略本部』も数回の会合が開かれた

だけで頓挫しています（尚、「中京都構想」

浮上の必然性と幻想性に関しては、拙稿「名

古屋大都市圏開発の歴史構造と名古屋市政」、

東海自治体問題研究所編『大都市自治の新展

開－名古屋からの発信』自治体研究社、2012

を参照されたい）。

（２）リニア新幹線建設問題の浮上と総合計

画の策定へ

ところでここに来て、愛知県や名古屋市は

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、新たな都市・地域政策の展開

を見ることになります。これはこうした展開

を受けていち早く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』が策定されます。これは大

村知事の下での初めての総合的な地域ビジョ

ンであり、実質的には愛知県の総合的な『第

８次地方計画』です。これに対し「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＜名古屋市大都市圏発展ビジョン＞づ

くり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」を開催し

慌ただしく「次期総合計画」策定に方針転換

をせざるを得なくなります（2015年2月『名

古屋市総合計画2018』公表）。

そして注目しておくべきは、これ以来、県

政と名古屋市政の関係でこの地域の経済活性

化・産業振興や開発行政において高度成長期

以来一貫して見られた愛知県政のリーダーシッ

プとその枠組への名古屋市政の包摂の力学が

再現され始めているのではないかと思われる

ことです。その典型は9月25日のＯＣＡ総会

で、愛知県と名古屋市の共同開催が決まった

2026年アジア競技大会誘致（リニア開業の1

年前）です。その誘致活動途中で、費用負担

をめぐって紆余曲折が有り、一時、名古屋市

側は白紙撤回するという事態も起きました。

これ以外にも、愛知県が中部国際空港島での

建設を計画している大規模国際展示場（2019

年開業を目指す）構想に対し、河村市長は名

古屋港区の「空見ふ頭」での共同建設・事業

化の提案、あるいは県体育館改修問題や2020

年ワールドカップ（Ｗ杯）の誘致構想など、

県から投げかけられる様々な構想で県・市の

調整が必要な課題が次々と起き、名古屋市側

の受け身の対応が顕著になっています。

.

おわりに－幻の河村「庶民革命」－

河村市長は2013年春の市長選では42万７千

票余を獲得して２期目を迎えますが、かって

のような人気に陰りが見えました。また自ら

つくった地域政党・減税日本も所属議員の不

祥事が相次ぎ、退会の連続で自民と同数の18

人にまで数が減っていましたが、残った議

員も経験不足のメンバーで議会活動でも実績

を残せませんでした。こうした背景もあって

か、一期目に比べ市長と議会勢力との大きな

対立は影を潜めたようにも見えます。

こうしたなかで河村「庶民革命」やその手

法についてはどのように評価されてきたので

しょうか。当初、ブレーンとしてマニフェス

2017年1月10日 東海自治体問題研究所所報 NO.384号( 8 )



トづくりで中核を担いましたが、一年後にし

て決別した後房雄氏は（名大教授）、いち早

く「自治体の首長には、政治家と経営者の両

方の資質が必要である。内側で密接に関わっ

た経験から率直に河村市長を評価すれば、政

治家としての能力と人気は抜群の一方で、経

営者としての能力と関心は極端に低い。政治

家としても、議会との対立構造をつくってア

ピールする面では卓越しているが、政治主導

の行政経営をする面では乏しい」（2010年４

月26日付「中日新聞」連載＜名古屋の乱：河

村市政の1年＞）と厳しく指摘することにな

ります。また、河村市長に仕えた市幹部も、

「個人商店主ならある意味で出色だが、大企

業、市議会与党の党首として部下を束ねるの

には向いていない」、「自分の興味ある施策

以外ほとんど口出ししない。人事も原案通り」、

さらには「極意は市長の発言力をうまく利用

すること」と明かしたと言います（「中日新

聞」2013年３月21－22日「庶民革命を問う―

名古屋市長選を前に―（上）および（中）」）

このよう状況のもとで行われた2015年春の

市議選では、減税日本は12議席に激減し、自・

公・民が三分の二を占めました。この結果を

受けて、市議会では年800万円議員報酬の見

直しや議員定数の削減、市民税5％減税見直

しなどの議論の再燃が課題にされると予想さ

れるようになりますが、そのうち2016年3月

には早速、若干の市長との紆余曲折の過程で

市議報酬増額（1,455万円）案が自・民・公・

維新の賛成多数で再可決されました。このほ

か今年に入って、河村市長と市議会の対立は、

副市長任命問題、名古屋城天守閣の木造復元

構想をめぐって、その時期や進め方、関連予

算等をめぐる対立・議論も再び激しくなって

います。それと同時に、先にも触れたように、

今日、愛知県政との確執も目立ってきていい

ます。これらを含めて、来春の市長選挙を前

に、議会との対立構図をつくり演出してきた

８か年の「庶民革命」の功罪の決算書を、改

めて厳しく問う必要があります。
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