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「「「「住民投票条例住民投票条例住民投票条例住民投票条例フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム（（（（中間中間中間中間まとめまとめまとめまとめ報告報告報告報告））））」」」」記録記録記録記録    

 

日 時：平成２６年２月２３日（日）午後２時～午後４時３０分 

場 所：明石市立産業交流センター多目的ホール 

 

【司会】 

皆様こんにちは。大変長らくお待たせをいたしました。本日はお忙しい中を

ご参加くださいまして、誠にありがとうございます。 

  それでは、ただいまから住民投票条例フォーラム（中間まとめ報告）を開会

させていただきます。私は本日、司会進行を務めさせていただきます多田と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  なお本日、手話通訳をしていただいておりますのは、明石手話通訳者協会の

皆さんでございます。 

  それではまず、会場入り口でお配りいたしました封筒の中の資料の確認をさ

せていただきます。お手元にございますでしょうか。全部で７種類ございます。

本日の進行次第、（仮称）明石市住民投票条例の論点についての中間まとめの

全体版と概要版の２つ、本日のパワーポイントの資料、そして広報あかし２月

１日号折り込みの住民投票条例特集号の内容部分のコピー、並びに意見・質問

用紙、そしてアンケート用紙です。以上、７種類ございますでしょうか。 

そして鉛筆を一緒に入れておりますので、ご確認の方よろしくお願いいたし

ます。もし、資料が漏れている方がいらっしゃいましたら、手を挙げていただ

けますでしょうか。係の者がお伺いいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  また、注意事項といたしまして３点お願い申し上げます。 

１点目は、先ほども申し上げました非常口についてでございます。非常口は

ホール前方の左側、後方の中央及び後方左側の出入り口となっております。非

常の場合は係員の誘導に従っていただきまして、避難いただきますようによろ

しくお願いいたします。 

２点目は、開催中の急病、ご気分のすぐれない方はお近くの係員までお申し

出ください。 

３点目は、携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくか、マナーモード

でご使用いただきますようにお願い申し上げます。 

続きまして、本日のプログラムについてご説明申し上げます。恐れ入ります

が、先ほどご確認いただきました封筒の中から進行次第をお出しいただけます

でしょうか。本日のプログラムを記載しておりますので、ごらんくださいませ。 

  第１部では、明石市住民投票条例検討委員会で作成いたしました（仮称）明

石市住民投票条例の論点についての中間まとめにつきまして、検討委員会会長

の角松よりご報告申し上げます。報告が終わりましたら、１０分ほど休憩時間

を設けさせていただきます。 

なお、意見・質問用紙にご意見、ご質問をご記入いただいた場合は、休憩時
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間に係員の方にお渡しいただきますようにお願いいたします。 

  そして、第２部では提出いただきましたご意見、ご質問の内容をご紹介いた

しますとともに、会場の皆様からご意見、ご質問を直接お受けし、意見交換を

させていただきます。 

なお、アンケート用紙は本日のフォーラム終了後、出口の回収箱にお入れいた

だきますか、係の者にお渡しくださいますようによろしくお願いいたします。 

  最後に１つご了承いただきたいのですが、本日のフォーラムの記録のために係

員が録音と写真撮影をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

  それではまず、主催者を代表いたしまして明石市住民投票条例検討委員会会長、

神戸大学大学院法学研究科教授、角松生史よりご挨拶を申し上げます。 

【角松会長】 

  こんにちは。明石市住民投票条例検討委員会の会長を拝命しております角松

と申します。本日は、住民投票条例フォーラム（中間まとめ報告）においでい

ただきまして、誠にありがとうございます。主催者を代表いたしまして一言ご

挨拶を申し上げます。 

  明石市では自治基本条例において、一定の要件を満たして請求があったとき

は必ず住民投票を実施するという、いわゆる常設型住民投票制度を導入するこ

とが定められています。しかし、その制度の詳細は別に条例で定めることとさ

れています。 

明石市住民投票条例検討委員会は、この住民投票条例の論点となる請求に必

要な署名数の割合、投票資格などについて検討するため、昨年の８月に設置さ

れました。本日出席しております１０名の委員が活発に議論を行っております。 

この度、検討委員会では、これまでの検討内容を取りまとめた中間まとめを

作成し、広報あかしの特集号や市のホームページで公表し、現在、市民の皆さ

んからの意見を募集しているところです。中間まとめは、これまでの議論を現

段階で整理したものですが、まだまだ検討を要する論点も多く含まれています。

本日、フォーラムを開催させていただきましたのは、検討委員会としてはまだ

最終的な考え方をまとめきっていないこの時期に、どのような検討がなされて

いるのかを市民の皆さんにご報告申し上げ、広く生の声をお聞きすることによ

って、一緒に考えていきたいと思ったからでございます。 

  全国では、既に５０余りの自治体で常設型住民投票条例が定められています。

明石市にとってふさわしい住民投票条例の制定に向けて、本検討委員会では本

日のフォーラム、そして意見募集を通じていただいたご意見を参考に、さらに

議論を深め、住民投票条例の論点について議論を深めていきたいというふうに

思っております。 

本日のフォーラムが皆さんの住民投票への関心を呼び起こし、住民投票につ

いて考える有意義な機会となることを期待いたしまして、開会に当たっての挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【司会】 
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ありがとうございました。それでは早速でございますが、本日のプログラム

の第１部、中間まとめ報告に進ませていただきます。舞台設営をいたしますの

で、いましばらくお待ち合わせくださいませ。 

【司会】 

  お待たせいたしました。それでは（仮称）明石市住民投票条例の論点につい

て（中間まとめ）につきまして、会長の角松よりご報告申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

【角松会長】 

  それでは（仮称）明石市住民投票条例の論点について、検討委員会でこれま

での検討内容を取りまとめた中間まとめについてご報告をさせていただきたい

と思います。こちらのスクリーン、あるいはスクリーンの画面を印刷した配付

資料が皆さんのお手元に届いていますので、そちらをごらんいただきながらお

聞きいただければと思います。 

  最初に、住民投票とはそもそも何かということについて申し上げたいと思い

ます。２月１日の明石市の広報紙で特集をさせていただいたところですけれど

も、そちらでは、市政にかかわる極めて重要な事案や政策について投票によっ

て直接住民の皆さんの意思を確認し、その結果を市政に反映しようとするもの

というふうに説明しています。 

それではなぜ、このような住民投票が必要だと考えられているのでしょうか。

市政は、基本的には住民による選挙で選ばれた市議会議員や市長によって行わ

れています。しかしながら、住民のニーズや意識がますます多様化する中で原

則４年に１回の選挙、また特定の争点のみについて争われるものではないとい

う選挙では、十分に民意を反映することができません。そのような民意の反映

のために住民投票が必要なのではないかというふうに言われているわけです。 

  ２０１０年１月に、いわば明石市の憲法とも言える自治基本条例が施行され

ました。この自治基本条例第１４条では、将来にわたって明石市に重大な影響

を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請

求したときは、市長は住民投票を実施しなければならないとされています。し

かし、住民投票をどのような手続で実施するのか、あるいは住民の皆さんの請

求がどのような要件を満たす場合に市長は住民投票を実施しなければならない

のか、こういった細かいことは決まっていません。これらの点は別に条例を定

めて決めることとされています。明石市では今、その住民投票条例の制定に向

けた取り組みを進めているわけです。 

  今見た自治基本条例１４条の規定が予定しているのは、いわゆる常設型住民

投票という制度です。この常設型住民投票というのは住民投票をするかどうか、

市議会や市長がその都度決定するのではなく、住民による請求が一定の要件を

満たした場合には必ず実施しなければならないというタイプの制度です。自治

基本条例は、このような制度の採用を予定しているわけです。 

２０００年の高浜市を皮切りに、全国でこれまで５０の自治体がこういった

常設型住民投票条例を制定しています。兵庫県では昨年の１２月、篠山市で初
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めて制定されました。これにつきましては、中間まとめ本編の６４ページから

６５ページに資料がございますので、ご参照いただければ幸いです。 

  本日、このフォーラムを主催させていただいております明石市住民投票条例

検討委員会ですけれども、これは条例に基づき昨年８月に設置され、この常設

型住民投票制度の条例化に当たって論点となる、請求に必要な署名数の割合、

投票資格などについて検討し、検討委員会としての意見を取りまとめ、市長に

答申することが予定されています。 

  本日、その内容をご報告させていただきます中間まとめは、これまでの議論

を現段階で整理したものです。先にご報告します「特に検討が必要な論点」で

は、住民発議に要する署名数の要件から住民投票の対象事項まで意見が分かれ

ています。その他の論点については意見が一致している項目と、なお検討を要

する項目がございます。ですから、本日報告をいたしますけれども、今日申し

上げることが決して最終結論ではございません。委員会の中でも、委員によっ

て意見が分かれている点がございます。本日のフォーラムで市民の皆さんから

のご意見を伺いながら、一層検討を深めていくことができればというふうに思

っております。 

  それではまず、これからのご説明の前提として、住民発議の場合の住民投票

の流れをご説明させていただきます。 

まず、住民の方々が特定の事柄について住民投票を実施すべきだと考えたと

します。これをこちらのスライドでは、ちょっと事務的な言葉ですが、投票事

案というふうに呼んでいます。これらの住民は、住民投票をすることに賛成の

署名を必要な数だけ集めて市長に提出することになります。署名の審査を経て、

それが所定の数を満たしていれば住民投票の実施が決定される。そして、投票

が行われ開票がされる。こういった流れになっているわけです。以上のような

中で、この委員会でも特に議論になっている論点としては、今から述べる４つ

の点がございます。 

  １「署名数の要件」、２「投票資格」、３「投票の成立要件」、４「対象事

項」です。我々としましては、本日、特にこの中でも最初の３点、「署名数」、

「投票資格」、「成立要件」について皆さんからご意見、ご質問等を頂戴でき

ればというふうに思っております。 

  それでは、今の論点を１つずつ報告させていただきます。 

まず、特に検討が必要な論点の１つ目、「住民発議に要する署名数の要件」

でございますけれども、住民が住民投票の実施を市長に請求する際に集めなけれ

ばならない署名の数を、論点という欄に記載している①投票資格の４分の１以上

から④の一番少ない投票資格の１０分の１以上のいずれにするかについて、検討

内容の欄に記載したとおり意見が分かれているわけです。 

例えば４分の１を支持する意見として、市の各種選挙の投票率がおおむね５

０％であり、その２分の１が望ましいといったものがございます。また、③６分

の１を支持する意見としては、低過ぎると乱用を招き、財政面に悪影響がある。

投票結果に拘束力はなく、高過ぎる必要はないとするものがあります。また、④
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１０分の１を支持する意見としては、明石市の人口規模を考えれば、現実的に住

民投票が使える要件として１０分の１以上がよいというものがございます。 

  続きまして、特に検討が必要な論点の２、「投票資格」に移りたいと思いま

す。 

まずは「年齢」です。これについては２０歳以上、１８歳以上、１６歳以上で

意見が分かれています。２０歳以上を推す意見としては、１６歳や１８歳では

責任がある意見を持っているかどうか疑問であり、人気や勢いに左右されるの

ではないか。また、住民投票の重要性から考えて、２０歳以上とすべきではな

いかという意見があります。他方、１８歳以上を推す意見としては、これから

のまちづくりを担うのは若者である。高校生の模擬選挙でも大人とほぼ同様の

意見が出ている。１８歳以上に認めてよいのではないかという意見がございま

す。 

  続きまして、「投票資格」について、「国籍」についても議論になっており

ます。日本国籍を持つ人のみとするか、定住外国人、すなわち特別永住者及び永

住資格者を含めるかについて意見が分かれているわけです。日本国籍を持つ人の

みとする意見としては、政治問題にかかわることも住民投票の対象となる。公職

選挙法に準じればよいという意見。定住外国人を含めるべきだというご意見とし

ては、定住外国人も地域で生活し、地域活動に参加する住民の一人である。参政

権に準じる必要はなく、投票資格を認めてよいといったものがございます。 

  特に検討が必要な論点の２つ目、住民投票の「投票資格」については、もう

１つ「住所」という論点がございますが、これについてはほぼ一致が得られてい

ます。市内に住所を有する者に限定すること。また、投票期日の告示の日の前日、

すなわち投票日の８日前を基準日として、引き続き３カ月以上住所を有すること

を要件とするという考え方です。 

  さて、特に検討が必要な論点の３つ目としては、「投票成立要件」というも

のがございます。「投票成立要件」とは、一定の投票率に達しない場合は不成

立とし、尊重義務を課さないとするということでございますが、この投票成立

要件を設定するかどうか。また設定するのであれば、投票率を何パーセントに

するのかという点について検討内容欄のとおり意見が分かれています。 

「成立要件」を設定すべきだという意見としては、例えば２０％の投票率で

出た結果を住民の意思と考えてよいのか。少なくとも５０％は必要なのではな

いか。また、ある程度の目安を設けることで、政策的な効果が大きくなるので

はないかという意見がございます。 

他方、「成立要件」を設定しないとする意見としては、賛成派は賛成票を投

じる方法しかないが、反対派は反対票を投じるほかに投票に行かない、すなわ

ちボイコットをするという方法があり不公平であるという意見があるところで

す。 

また「投票成立要件」につきましては、成立要件を設定したとして、その投

票率に届かず不成立となったときに、開票だけは行うべきかどうかという論点

がございます。開票するという意見としては、不成立でも住民の意思を市や市
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議会に伝えるために開票すべきであるという意見、投票成立要件よりも低い開

票要件を設定して、なるべく開票するという意見がございます。 

他方、開票しないという意見としては、１桁など極端に低い場合や一定基準

以下の投票率の場合は開票しないという意見があるところです。 

  特に検討が必要な論点の最後となります、「住民投票の対象事項」でござい

ますけれども、まず投票の対象となる事項、いわゆるポジティブリストという

ふうに言われているものですけれども、それを決めるか否かについて議論され

ました。ただこれについては、将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと

考えられる事項、これは自治基本条例で既に定められているところですけれど

も、このように定めれば十分で、それ以上を定める必要はないのではないかと

いう考え方でほぼ一致しています。 

他方、投票の対象とならない事項、よくネガティブリストというふうに言わ

れるものですけれども、それについては検討内容欄のとおり意見が分かれてい

ます。この投票の対象とならない事項を決めるという意見としては、例えば法

令で住民投票できる事項などは条例による住民投票から除くべきではないかと

はいう意見。他方で決める必要はないという意見もあります。現実に起こりが

たいような請求事項を挙げることは無意味だという意見です。このように意見

が分かれるところです。 

  以上が、特に検討が必要な論点というところについての議論のご紹介になり

ます。 

  続きまして、その他の検討項目というところに移りたいと思います。これに

ついては、意見が一致している項目については考え方で一致というふうに述べ

ています。まず、順次御紹介申し上げます。 

選択肢は二者択一とするか、また選択肢を誰がどのように判断するかという

点につきましては、二者択一が原則であるということについては一致しました

が、例外を認めるべきか否かについて両論があるところです。これについて、

市長が基本的には判断すべきだという考え方で一致しているところですが、そ

れについてなお、チェック体制として第三者委員会を設置するか否かなどにつ

いて、今後さらに検討したいというふうに思っています。 

  次いで、議会や市長に発議権を認めるかどうかです。これについては、議会

や市長の発議権は認める必要はないという考え方で一致しています。自治基本

条例に基づく住民投票制度というのは、住民の視点から設計されるべきであっ

て、議会や市長は自ら条例制定を発議する権限を有していることを考えると、

この条例で認める必要はないのではないかという考え方です。 

続いて、署名収集期間を１か月とするか２か月とするかという考え方ですが、

明石市の人口規模を考えると１か月では短く、大体２か月が目安になるのではな

いかという考え方で一致しています。 

  続いて、署名収集における手続の要件を公職選挙法に基づく直接請求の場合

よりも緩和するかどうかという点ですが、住所や生年月日は条例に基づく住民

投票の場合も必要であり、また代筆は許されないだろうという考え方で一致し
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ています。ただ、押印が必要かどうかについては意見が分かれているところで

す。 

  続きまして、投票資格者名簿への登録、署名の無効判断などについて異議の

申し出の仕組みを設けるかということですけれども、これについては、そうい

った仕組みを設けるべきだという考え方で一致しています。 

また、住民投票が実施されることになったときに、結果が出るまで一旦問題

となっている事務や事業の執行を停止すべきかという論点については、条例に

一律に執行停止の規定を盛り込むことは難しいけれども、条例の解説等に既成

事実が進行していくことがないような仕組みをつくることが重要であるという

ことを折り込むようにするという考え方で一致しています。 

また、市長が直接執行するか、選挙管理委員会に委任して執行するかという

点については、住民投票の管理・執行は選挙管理委員会に委任するという考え

方で一致をしています。 

  続いて、投票率を上げるためにどんな方法をとるかということについてです

けれども、この点については、例えば公開討論会の実施などを条例に盛り込んで

おいたらどうかという意見がある一方で、多くの人が住民投票が必要と思う事項

であれば一定の投票率は確保できるはずだ、人為的に考えることは不要であると

いう意見もございます。 

また、市長が積極的に公平かつ中立な情報提供を行うべきか、また、その案

件の反対派あるいは賛成派による積極的な情報がどのように行われるかという点

については、いろいろ議論があるところです。本検討委員会としてはよりよい制

度となるよう、情報提供のやり方について議論を継続していきたいというふうに

思います。 

 その他の検討項目が続きます。投票の勧誘や戸別訪問なども認めるのか、ま

た、罰則を設けるかという点につきましては、できるだけ規制は設けないけれ

ども買収等の不正行為の禁止規定を設ける、罰則は要らないという考え方で一

致しています。その上で投票運動期間の中断等、特に投票運動期間が他の選挙

期間と重なる場合等に中断等をどのようにするかという論点について検討して

いるところです。 

  住民投票の実施区域は市内全域とするかどうかという点につきましては、明

石市の全域を実施区域としないような案件は住民投票になじまないのではない

か、住民投票の実施区域は市内全域とすべきではないかという考え方で一致し

ています。 

  また、市長に一定範囲内で投票日を設定する義務を課すか。他の選挙と投票

日が重なる場合、投票日の変更を可能とするかという点については、市長に実

施の請求があった旨の告示日から９０日の間で投票日の設定の義務を課すとい

う考え方に立った上で、他の選挙と投票日が重なる場合には投票日の変更が可

能だという考え方で一致しているところです。 

 費用負担が少なく公平で平等な投票の方法はないかという点についても議論が

されました。より簡易な方法を検討すべきだというご意見もあったのですが、
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技術的な難点もあり、他の選挙と切り離して住民投票だけ別の方法をとるのは

難しいという意見がございました。他方で、住民投票においてはほかの選挙と

は違い、住民の意向をより幅広く聞く工夫として、電子投票等も取り入れてい

くという姿勢だけでも必要ではないかという意見がありまして、引き続き検討

を続けていきたいと思っております。 

  投票資格者以外に、例えば年齢、国籍等で制限を設けた場合には、それ以外

の住民というのが存在するわけですけれども、それらの住民の意思を把握する

かどうかという点につきましては、こういった人々を議論に巻き込んでいくこ

とが必要な場合もあり得ると考えられるわけですが、この点についてはまず投

票資格を決めてから、それ以外の住民の意思をどのように把握するかというこ

とについて、引き続き検討を行っていきたいというふうに思っています。 

 住民投票条例において、投票結果の尊重義務を規定するかどうかという点につ

いてですが、この点については既に、明石市自治基本条例に尊重義務の規定がご

ざいます。そのため、改めて住民投票条例において規定する必要はないのではな

いかという考え方で一致しているところです。 

  同一の事案について、再度の請求・発議ができない期間というのを定めるべ

きではないかという考え方がございます。この点については、同じテーマで住民

が再請求・発議を行う場合２年間はできないという考え方で一致しています。た

だ、この場合でも、どういった場合を再請求というのか、これについての定義を

設ける必要はないかという細かい点がございまして、引き続き検討を深めていき

たいというふうに思っております。 

  住民投票実施後の評価や条例の見直しについて定めるかということにつきま

しては、実際に住民投票を行った上で、具体的な事例を踏まえて検討したほうが

現実的ではないかという意見。住民投票をやって終わりではなく、その後のチェ

ックを行うことを条例に盛り込むのは、市民参画条例との整合性もつくという意

見などもございまして、引き続き検討していきたいと思います。 

  以上が、これまで検討委員会で議論してきたことの概要になります。 

ここからは、委員会の意見としてというよりは個人的な見解ということになり

ますけれども、今まで住民投票の条例の仕組みをつくる上でどのような論点があ

るかというふうに検討してまいりました。これらの議論の中で、そもそも住民投

票の意味って何だろうということについて、いわば住民投票のイメージというも

のについての違いが、委員の中でもあるのではないかと思っております。住民の

皆さんの中でもこのようなイメージの違いが場合によってはあるのではないかと

いうふうに考えております。 

冒頭に申し上げましたように、住民投票というのは、選挙では十分に反映さ

れないような民意を市政に反映するための仕組みだというふうに考えられます。

しかし、そこで反映されるべき民意とは何でしょうか。 

例えば、ある事業について賛否が分かれているとします。これが８０対２０

であっても５１対４９であっても、とにかく１票でも多いほうに決めるための

仕組みなんだというふうに住民投票を捉える考え方もあるだろうと思います。
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例えば、市長選挙というのは１票でも多いほうに決めるための仕組みですから、

それと同じようなものとして住民投票を捉えるという考え方です。これが１つ

の考え方だと思います。 

もう１つ、別の住民投票についてのイメージ、捉え方もあるのではないかと

いうふうにも考えています。住民が十分に議論をした上で、実際の民意の分布

がどうなっているのかということを市長や市議会が的確、十分に把握するため

の仕組みとして住民投票を捉える考え方です。 

住民投票についての基本的な、このようなイメージの違いが、具体的な制度

上の論点についての議論とも関係するかもしれないというふうに、現時点で私

は思っておりますところです。このような点についても意識しながら、今後の

議論を深めていきたいというふうに思いますし、今日の貴重な機会に皆さんの

ご意見を頂戴したいというふうに思っております。 

  それでは以上をもちまして、住民投票条例の論点についての中間まとめ報告

を終わらせていただきます。 

本日の貴重な機会に、さまざまな論点について、皆さんのご意見を直接承るこ

とができればというふうに考えております。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

【司会】 

  ありがとうございました。第１部中間まとめ報告はこれで終了させていただ

きます。ご意見、ご質問がある方は恐れ入りますが、第２部でお願いいたしま

す。意見・質問用紙に記入された方は係員にお渡しをお願いいたします。 

  それではここで１０分ほど休憩の後、２時５０分から第２部に移らせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

【参加者】 

  この用紙に書かないと質問や意見は出せないのですか。 

【事務局】 

  いいえ、言っていただいていいのですよ。 

【参加者】 

  それは、私の問いに答えていないのではないですか。 

【司会】 

  １０分ほど休憩を挟ませていただき、後ほどお伺いいたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 

（休憩） 

 

【司会】 

  お待たせいたしました。ただいまから第２部意見交換会を始めさせていただ

きます。初めに、本日出席の検討委員会の委員から自己紹介をいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

【高原委員】 
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  公募市民の高原でございます。私は、普段も行政と市民の皆さんとの双方に

かかわることをしておりますが、今回この委員の一員といたしましては、明石

らしい独自のもの、そして多くの市民の皆さんが関心を示し、市民参画の１つ

として賛同していただけるようなもの、そういうものにしたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【杉本委員】 

  公募市民の杉本でございます。今日は皆様のご意見をお聞きしたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

【澤田委員】 

  私は、明石連合自治協議会の会長をしております澤田でございます。ところ

が、ここへ出ている限りは全然、連合自治会とは一切相談とか、そういうのに

行ったりしておりません。私の意見として述べさせていただいているだけでご

ざいます。 

  このいろんな要件を満たすというのに正解もなく、どこが適正かなというの

はちょっと難しいところがあるのですが、今日は皆さんの意見をお聞きしまし

て、これからの検討会議に大いに参考にさせていただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【木村委員】 

  木村でございます。私は市議会議員経験者ということで、このメンバーに入

れさせていただいております。今日はたくさんの方にお集まりをいただいてお

ります。私どもいろいろ検討しているわけでありますけれども、よりよい条例

づくりに向けて皆さん方のご意見をたくさんいただいて、そして、そういった

ことを参考にしながら今後の議論に参加をしていきたい。このように考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

【久保副会長】 

  甲南大学法学部の久保と申します。私は、学識経験者として委員に参加させ

ていただいておりますけれども、この明石市の住民投票制度が市民の皆様にと

ってよりよいものとなるよう貢献したいと思って、これまで議論に参加させて

いただいておりました。本日は多くの意見を頂戴できるということで、ぜひ参

考にさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

【角松会長】 

  先ほどご挨拶申し上げました角松と申します。神戸大学法学研究科で行政法

という科目を担当しております。本日は市民の皆さんから直接意見を頂戴でき

る場だということで、楽しみにしております。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

【丸谷委員】 

  皆さんこんにちは。私は、分野型市民活動団体ということで、こちらの方の

委員に入っております、明石のはらくらぶの代表をしております丸谷聡子と申

します。ちょうどこの検討委員会の委員選定のときには、明石市の市民活動団

体の代表という方がおられませんでしたので、そういう立場で入っております
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が、私も先ほどの澤田会長と同じように、分野型の代表というよりは、一市民

団体の代表として意見を述べさせていただいてきました。 

  住民投票というのは、私たち市民が本当に市民のためになる仕組みをつくる

ということが大事だと思いますので、皆さんのご意見をぜひ、きょうは楽しみ

にしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【松本委員】 

  松本誠といいます。一昨年、明石駅前の再開発計画をめぐって、これを市民

の民意を反映した計画として、住民投票を行うように直接請求運動した市民団

体の代表の１人であります。明石市で唯一、住民投票の請求署名運動を経験し

た市民団体の代表として、この委員会に参加しております。あの住民投票の直

接請求が議会で否決された後、この１年間、政策提言市民団体、市民自治あか

しとして活動を継続しております。よろしくお願いします。 

【船津委員】 

  市議会議員経験者として選ばれております船津と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

私は、この委員会に参加し、また皆さんのいろいろなご意見をお伺いしなが

ら、とにかく話が難しいなと。これをいかにわかりやすくするかということに、

これから検討委員会の中だけでなくて、いろいろな機会に皆さんにご説明する

機会があろうかと思いますが、いかにわかりやすくするかという点に、これか

ら努力をしていきたいと思っております。 

合わせて、この常設型の住民投票というのはものすごく大事だなと。今大阪

市で橋下市長が大阪都構想でつまずいておりますけれども、あれも先々住民投

票をやるのですね。だけど今の感じで、市議会はとてもこの住民投票をオーケ

ーになりそうな気配はありませんね。こういう常設型であらかじめ決めておけ

ば、一定の要件を満たせばどんどん前にいきますけども、そういった意味から

考えましても、こうして明石市が常設型の住民投票条例を市民の皆さんのご意

見を伺いながら定めていくということは、将来にとって非常に大きな意味があ

るというふうに私は考えております。 

幸い検討委員会の委員として選ばれておりますので、ここでしっかり取り組

んでいくと同時に、合わせまして皆さん方のご意見を聞くのは当然であります

けれども、わかりやすく説明するということにも力を入れてまいりたい、この

ように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【林委員】 

林でございます。神戸新聞社におりますけれども、議論には一人の明石市民

として加わって意見を述べています。おそらく、全国的にも注目を集める条例

づくりになっていると思います。少しでも、半歩、一歩でも前に踏み出したよ

うな、胸の張れる条例案がこの中からできていたらいいなと思って意見を交わ

しております。よろしくお願いいたします。 

【司会】 

  ありがとうございました。次に、意見交換会の進め方につきましてご説明さ
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せていただきます。 

最初に、先ほどご提出いただきました意見・質問用紙の内容を事務局から項

目ごとにご紹介し、それに対しまして委員から検討委員会での検討状況につい

てお話をさせていただきます。その後、その項目につきまして会場の皆さんか

ら直接、ご意見、ご質問をいただき、それに対しまして、また委員からお話を

する形で意見交換を行ってまいりたいと思います。 

こうした要領で順次進めてまいります。多くの方にご発言をいただきたいと

思いますので、発言は簡潔にお願いいたします。また、委員の発言につきまし

ては、検討委員会の見解としてではなく、現時点の委員個人の意見としてであ

ることをご了解願います。 

  それでは、ここからは角松会長に進行をお願いいたします。角松会長、よろ

しくお願いいたします。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。今の休憩時間の間に何人かの方々から意見・質問用

紙をいただきました。意見・質問用紙には、４つの項目に分けてご意見を頂戴

したいというふうに申し上げておりました。１「署名数の要件」、２「投票資

格」、３「投票成立要件」、４「その他」です。あらかじめ私の手元に届いて

いるものとして、２、３、４について、それぞれご意見をいただいています。 

また今、コピーをとっているというふうなことですけれども、１についても

ご意見が出ていると伺っております。そこで、これからの進め方ですけれども、

まず私の手元にある２、３、４について項目ごとに皆さんからご意見をいただ

きまして、続いて１というふうに、項目ごとに進めていきたいというふうに思

います。 

それではまず、項目の２番目、住民投票の投票資格。つまり誰が投票をでき

るのかということについて、届いている意見を事務局から紹介してください。 

【事務局】 

  住民投票条例検討委員会事務局の根兵と申します。先ほど提出いただきまし

た意見・質問用紙の中で、２番目の住民投票の投票資格についてご意見をいた

だいている内容をご紹介させていただきます。 

  投票資格について、「市民」と「住民」に関してのご意見です。「自治基本

条例２条１項に「市民」の定義がある。住民のほかに、「市内で働き、若しく

は学ぶ者又は事業者等をいう。住民投票は、自治基本条例に基づく。「市民」

は自治の主体であるから、市民の権利としても住民投票資格を考える必要はな

いか。又は違う形で意見を聞く必要はないのか」というご意見をいただいてお

ります。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。ご意見を書かれた方には、何か補充したいことはご

ざいますでしょうか。それとも進めてよろしいでしょうか。はい、お願いしま

す。 

【意見提出者】 
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  ちょっと問題提起みたいな形で、話の議論に合うのかどうかがちょっとわか

りませんでしたのですけれども、いわゆる自治基本条例という中で我々は現在

活動しているわけですね。そうした場合に、「市民」の定義というのがそのよ

うな形でなっている以上、１４条の住民投票という中に、「住民」というのが

ありますが、現実に、市政にかかわる重大なことというのが住民投票のテーマ

になっているわけです。市政全体にかかわるということであれば、住民以外の

方も何らかの形で参加すべきだろうというふうに思っております。 

ということで、住民投票という「住民」と自治基本条例における「市民」と

いう意味合い、持っている内容に矛盾があるような気がしますので、質問をし

ております。以上です。 

【角松会長】 

  ご意見ありがとうございました。貴重なご意見をいただいたのではないかと

思っております。今ご指摘の点について、これまで当委員会で議論したことは

全くございませんでした。と申しますのは、住民投票というのは、今ご指摘が

あったように、まさに明石市に居住している人を範囲として考えていますので、

それ以外の事業者や学ぶ者、働く者などについては、この委員会では考えてい

なかったところでございます。 

そのような方々の意見をどのように取り入れていく必要があるのかというこ

とは、非常に貴重な視点をいただいたというふうに思っております。ただ、そ

のご意見を反映していく際に、住民投票制度と関連づけてやっていく必要があ

るのか、それとも市民参画条例の制度の中でやっていくのかということは、こ

れから検討を要する点ではないかというふうに思いますので、この点について

もぜひ論点として残して、我々の委員会として検討していきたいと思います。

ありがとうございました。 

 私の方の手元に来ておりますところで、この項目２についていただいており

ますご意見は、今のところこれだけでございますけれども、ほかにこの項目に

ついてご意見はございませんでしょうか。はい、お願いいたします。 

【参加者】 

  住民投票は、国会議員の選挙とか、県会議員や市会議員、知事や市長を選ぶ

選挙ではないのですね。皆さん、認識を切りかえてくださいよ。普通の選挙の

投票じゃないのですよ。だから、委員の皆さん大変やと思うのですけどね。大

変な重責を担って委員になっているなと。昨日もこれを読みながら考えたので

すけど、本当に１回や２回の議論で決まる筋合いのものと違うと思うのです。 

赤ちゃんから高齢者まで、市内で働き、学ぶ者や事業者、そういう人も包含

してこの住民投票に参画してもらうような、そういう条例をつくるべきだと思

うのです。 

その署名を集めるのでも、何も有権者だけではなしに、そちらの方が言われ

たように全ての人を包含して署名を集めて、投票も有権者だけでなしに、そう

いう人々も含めて投票してもらう。これがまさに、そこに書いている住民投票

です。 
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【角松会長】 

  ご意見ありがとうございました。住民投票という制度をこの明石市に導入す

ることが非常に重たいことであるという認識は、我々委員としては、みんな共

有しているのではないかなと思っています。また、今ご指摘をいただきました

ように、明石市で住んでいる住民というのは、赤ちゃんから高齢者までさまざ

まな人たちがいる。そういった人々の利益や意向を可能な限りくみ上げていく

べき仕組みをつくるのが、我々の委員会としてのミッションであるというふう

に考えております。これからもしっかり議論をしていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

  ほかに項目２について、ご意見等ございませんでしょうか。 

【松本委員】 

  松本です。今、お二方から出されました「市民」と「住民」ですね、自治基

本条例にいう市民参画ができる市民というのは、市内の住民だけではないのだ

ということが明記されています。そのことと住民投票条例における住民の投票

資格者、あるいは住民投票を請求する署名の有資格者ということの整合性をと

れというご意見なのですね。 

実は、先ほど会長から話がありましたように、そこの点の議論はしていませ

ん。これからそれをどのように考えるかというのは今後議論をしたいと思いま

すが、私は１つだけ申し上げたいと思います。 

市民が行政に、市政に参画するという意味合いでは、市外に居住している明

石市にかかわる人たちも当然ながらさまざまな参画手続にかかわれるというこ

とです。参画というのは、住民投票だけではありません。住民投票というのは、

数字で物事を判断しようという側面があります。数字で判断しようとすれば、

分母をどのように固定するのかということが大前提になります。分母を定めな

いような投票というのはあり得ないわけです。 

したがって、市外の、明石市に関心を持っている市外の人たちも投票できる

という仕組みをとれば、投票というシステムそのものが成り立たないという可

能性が多分にあります。 

方法があるかどうかは今後検討しますけども、多分そういう問題点があると

いうことは、ひとつご認識を願いたいというふうに思います。 

【角松会長】 

 ほかに、委員の方々でも、項目２についてご意見等ある方はいらっしゃいま

すか。お願いします。 

【木村委員】 

  木村です。最初の方がおっしゃった考え方、確かにそういう考え方もできる

と思うのです。しかし、この住民投票というのは、明石市にとって将来に重要

な影響を及ぼす内容ということになりますと、例えば明石市がどこかの市と、

あるいは町と合併をして、今後どうする、そういった問題を考えたときにはや

はりそこに、明石市に今、住んでいる方々の考えが大事ではないか。明石市に

勤めに来られている、あるいは通学をされている、こういった方の意見も大事
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かもわかりませんけれども、実際にはそこに住んでいる者の意見、考え方とい

うものを重視すべきであろうというふうに考えて、このことは具体的には検討

しておりませんけれども、私は今まで、自治基本条例の制定のメンバーの一人

としても、そういうことで今まで考えて発言をさせてもらったのですが、そう

いう考えも一つはあるのではないかということを参考までに申し上げておきた

いと思います。以上です。 

【丸谷委員】 

  ２番目の方のご意見とちょっと関連するかと思うのですけども、私も委員会

の中では、年齢を決めてしまった場合、直接の利害がそれ以下の年齢に関係す

るような場合があり、その対象者、例えば教育にかかわることなどで、子ども

たちの意見とかをどういうふうに聞いていくかという仕組みづくりが大切では

ないかということも提案しており今後も議論していきたいと思っております。 

【船津委員】 

  住民投票について私の意見を申し上げます。住民投票はいわゆる選挙のよう

に人を選ぶのではなく、一つ一つの政策についてイエスかノーかという形を選

ぶわけですね。 

無料でできる施策というのはないのです。すべからく財源が絡んでおります。

その財源は全てその市民の皆さん、もっと言えば住民の皆さんの税金によって

成り立っているわけです。したがって、原則はやはり納税者ということが大き

な原則になってまいります。もちろん年齢の問題で税金を払う、払わないがあ

りますが。ですから難しい理屈は別にしまして、全国的にそれぞれの自治体は、

結局はその市民の皆さんの税金によって、全ての施策が運営をされております。 

ですから言うのは簡単ですけど、実際一つ一つの施策は、住民の皆さんの税

金によってこれらが推進されているわけですから、税金を払わないで意見だけ

言うというのは成り立たないわけで、そういう意味で、おっしゃることはわか

らないでもありませんが現実には、そういった問題があります。 

今私どもが議論をしておりますように、いわゆる明石市民といいますか、

「市民」の場合は、例えば市外からの、市内で働く人まで含めておりますが、

いわゆる「住民」は、市内に居住されている方、納税されている方、こういう

ような視点に立っていると思いますので、私はあまり飛躍した話をせずに、今

私どもが検討しているようなところが常識的な線ではないのかというふうに思

っておりますので、ひとつご理解をお願いしたいと思います。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。どうぞ。 

【参加者】 

  障害がありますので聞こえづらいと思いますが、今の委員の発言の中で、納

税者以外は投票の権利は持たないと言われたのですが、例えば生活保護世帯、

さらには納税の対象とならない低所得者については、その対象から外れ、全く

これは、差別以外の何物でもないと考えます。 

【船津委員】 
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  私は一般論として、先ほどの方のお答えとして申し上げたので、今、お話が

ありましたような、そういう趣旨はありませんし、常識で考えて、そういうこ

とはないわけで、結局市民だ、住民だという形で仕分けができないという、そ

ういう視点で、もう一つの側面で一般論として納税という立場を言っているの

で、個別に、その税金払った、払わない、の話ではありませんので、その点は

ひとつご理解をお願いしたいというふうに思います。 

それで当然、明石市民でありましたら、あるいはまた厳密に言って住民であ

りましたら、それはいろんな条件の方がいらっしゃいますから、皆平等なわけ

で、憲法から、法律から、あるいは各種の条例から、そういうものに差別をす

るということは認めていないわけですから。一種の言わずもがなというところ

ではないかと私は思っております。そういうふうに納税という言葉に対して実

際に、個別の問題として一つ一つ支払ったとか支払わないとかという問題を言

っているのではありませんので、ご理解をいただきたいし、合わせまして私と

してはそういうつもりは毛頭ない、あくまでも一般論として、いわゆる市外の

皆さんと仕分けをするという視点での角度で申し上げておりますので、ご理解

をお願いしたいと思います。 

【参加者】 

そのような表現は、不適当ですよ。撤回してもらいたいね。 

【船津委員】 

  そういう視点で撤回をと言われるのならします。別にそのことでこだわって

いるのではありませんから。要は、いわゆる明石の住民と明石以外の方を、い

かに仕分けするかという視点での一つの見方を申し上げているわけですから。 

個別の問題ではありませんので、納税がよろしくないと言うのなら、納税と

いう言葉をやめて、何かかわる言葉をまた考えないといけませんけれども、あ

る程度説明をするための一つの手段としてご理解をいただきたいというふうに

思います。 

【参加者】 

  それはもう撤回してください。今の発言は絶対間違っていますよ。 

【角松会長】 

  これまで委員会で議論してきましたけれども、投票資格に、例えば納税要件

その他を考えるかどうかということは一切議論していませんし、今後そういう

ことを議論することはあり得ないというふうに考えております。 

【参加者】 

あり得なくても、そういう発言は撤回してくださいよ。 

【角松会長】 

  先ほど、既に船津委員が撤回すると申し上げておりますので、そういうこと

を議論する意図はないとご了解いただければと思います。 

【参加者】 

  私は認めないね。 

【角松会長】 
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  先ほど船津委員が既に撤回したというふうに、私としては理解しております。

また繰り返しになりますが、そのようなことを投票資格として議論することは、

今までもこれからも絶対あり得ないと考えております。 

投票資格として現在議論になっておりますのは、年齢をどうするか、国籍を

どうするか、そして本日ご指摘をいただきましたように、住民以外の広い意味

での市民の意見を反映する方策をこの条例に入れる必要があるかどうか、これ

から議論を進めていきたいと思っております。 

  それでは、ひとまずこの項目２についてはここまでとさせていただきまして、

項目３の投票成立要件、どうなったら成立するのかということにつきましてご

意見をいただいていきますので、事務局の方から紹介をお願いします。 

【事務局】 

投票成立要件についてのご意見を御紹介させていただきます。 

  投票成立要件ということで、たくさん書いていただいておりますが、２点ほ

どご紹介をさせていただきます。 

「条例は、市民意見反映の一つの道具、使いやすいものでなければならな

い。」、「全体として市民目線、当局目線、いずれでまとめるのか」などのご

意見をいただいております。 

成立要件についてのご意見について、少し補足いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

【参加者】 

  要は、この条例をまとめるに当たって、委員の皆さんが市民目線でまとめよ

うとしているのか、それとも当局目線でまとめようとしているのか、それによ

っておのずとその方向性は決まると思うのですよね。 

その署名数の要件の中に６分の１以上を、ずっと幾つか書いていますけれど

も、おそらく６分の１以上は、ただ事務局が調べてきた数字だと思うのです。

要は６分の１以上となると、住民投票するなということと一緒なのですよ。 

何回か傍聴させてもらったのですが、何かそのハードルが高いほうに行くよ

うな気配すら感じました。そうなると、僕がもし泉市長の立場なら、委員の皆

さんありがとうと礼を言います。なぜかと言えば、これで形はできた、だけど

使えないものができたということになりますよね。そうなると、今までと全然

変わらない。 

したがって、そこに書きましたように、市民の立場に立って使いやすいもの、

これをつくるのが非常に重要だと思います。ハードルを上げて排除するという

意味がよくわからない。市民の意見を反映させたいのなら、市と市民が大いに

議論したらいい。徹底的に議論したらいいと思うのですよ。そうすれば方向性

は見えてきます。だから、なぜそういうふうにしないのかなと。まあ今の行政

でもそう思っていますけどね。おそらくあまり議論したくない、させたくない

という思惑が、思いが見え隠れしています。 

  ですから、委員の方が自己紹介されたときに、市民の立場に立って云々とい

うことを言われていた方がおられましたけども、やっぱり新しくつくるのであ
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れば、ほかの全国の自治体の手本となるような、明石はこんなにいいものつく

ったのか、それではうちもまねようかと言われるぐらいの先進的なものをつく

ってほしい。 

そういうものをつくらないと、今までのように巨大事業をずっとやって、赤

字がたまる一方ですよ。僕らはいいですけれども、これから若い人がそういう

赤字を背負って、重い税金背負って、子育てをしていかなければならない世代

のことを考えたら、やはりいろいろなものを、住民の意見を反映させるような、

そういう仕組みにしてほしいということです。以上です。 

【角松会長】 

 ご意見ありがとうございます。当委員会としては、市民目線に立っていくべ

きだというご意見、また他の自治体の手本となるようなものをつくっていかな

ければならないというご意見を頂戴したと考えますので、非常に重く受け止め

ていきたいと思っております。 

その上で、何が市民目線なのかということで、今、署名数の要件についても

ご意見をいただきました。これにつきましては後で、１の署名数の要件のとこ

ろでもう一度、場合によってはご発言をいただければというふうに思っており

ます。 

市民目線とはどういうことかとか、他の自治体の手本という点について、何

かご意見がありましたらお願いします。 

【参加者】 

  その前にちょっとお願いしたいことがあります。今もそうなのですが、混同

があるのですよ。混同してしまうのです。 

つまり今問題になっているのは、この３番目の投票成立要件ですよね。とこ

ろがこれ、大きく２つに分けて、要するに住民発議で住民投票をしたいという

ことで署名を集める段階と、そこで一定の数に達して実際に住民投票を行い、

具体的に賛成か反対かを決めて、それが成立するかどうかということとは、全

然違うものでしょう。それが、混同してしまうのですよ。私もそうだったので

すけど。だから、その違いをまずはっきりさせていただきたいと思うのですけ

ど。 

【角松会長】 

  ありがとうございました。おっしゃるとおりですね。今、ご議論いただきた

いと思っていますのは、投票の成立要件、つまり例えば何パーセント以上の投

票があったらその投票は成立したと宣言して、市長、議会に、これを尊重しな

さいよと言えるのかという点です。 

この点については、例えば５０％とか３０％以下だったら尊重しなくてもい

いというふうにしている自治体が多いですが、そういったものを設けるべきか

どうか。また、それ以下のときに開票すべきかどうかについて意見が分かれて

います。 

今、ご指摘いただいたとおり、それとは別の問題として、一体どれだけの署

名が集まったら住民投票をやらなければならないのかという問題があるんです
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ね。こちらについては、後のほうで触れたいと思っていますので、そちらのほ

うでご意見を頂戴できればと思います。的確な整理ありがとうございました。 

はい、お願いします。 

【参加者】 

  今の問題ですけれども、ステップとしましては、署名を集めるのが先でしょ

う。だからそちらの方を先にやってほしい。署名のやり方というのも、先だっ

て私どもも実際にやったわけなのですけれども、拇印を押すということと、そ

れから必ず捺印をするということは、実は反するわけです。拇印だったら誰の

でも押していいわけですから、もうこれは捺印とはちょっと離れてしまうわけ

です。実際にやった人間だと、それがよくわかるのです。 

そういうことで、いろいろ内容についても検討しなければいけない問題があ

ると思います。署名数ということと、有資格者ということといろいろあると思

いますが、まずそこをやって、そこをクリアした上で、今度は投票の問題をや

ってほしいと思います。それが段階を追うことだと思うのです。 

【角松会長】 

  わかりました。実を申しますと、当初この質問用紙をいただいたときに、

（１番目の）署名数の要件について用紙が出てなかったものですから、後に回

すというふうに申し上げたのですが、今、手元に署名数についての質問用紙も

届きましたので、当初、２、３、４、１の順に、その後その他にいってと申し

ましたが、今のご意見もあったことですし、この成立要件について、ご意見が

あればいただきまして、それが終わりましたら１番目の署名数の要件について

にいきたいというふうに思います。 

成立要件について、ご意見等はございますか。お願いします。 

【参加者】 

  何回も言いますけれど、成立要件、これは住民投票なのですよ。先ほども言

いましたように、国会議員、県会議員、市会議員、市長とか、そういう方を選

ぶ選挙の投票と違うのです。そこは委員の皆さんも、よく頭の中に入れておい

てくださいよ、ここに来ておられる方も。 

住民投票を実施しているのは、全国に千ぐらいある中で、５０しかないわけ

でしょう。日本は民主主義やと言われているけれど民主主義ではないのですよ。

それを明石市がやろうとしているのです。だから明石だからこそという住民投

票条例を委員の皆さんと私たちと一緒に協働してつくろうじゃありませんか。 

私は結論を言いますけど、この成立要件は４分の１。３分の１や、２分の１

でもきついですよ。投票成立要件は設定するのかについては、設定すべきです。

だけどハードルは低くする。それで皆さんがしやすいようにやっていく。 

【角松会長】 

  ありがとうございました。それでは、既にそれに関連する議論も出ているか

と思いますけれども、項目の１番の署名数の要件、つまり何人署名を集めたら

住民投票ができるのか。投票資格者の何パーセントを集めたらできるのかとい

った論点に移りたいと思います。それでは、事務局の方から質問用紙で出てい
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るこの項目の紹介をお願いします。 

【事務局】 

  １番の住民発議に要する署名数の要件について、ご意見をご紹介させていた

だきます。 

 「住民発議に関する署名数の要件は、２０分の１から１０分の１にすべきと

いうご意見をいただいております。住民投票は市長、市議会の意見が住民の意

見を反映されていないことに異議を唱え、直接投票で決めようとする性格があ

る重大な権利である。よって市議会の議案、発議権と同等に考えるべき」とい

うご意見をいただいております。 

もう一つは、「低過ぎると乱用を招くおそれがあるとのことだが、一市民が

有資格者の１０分の１の２万４千人を集めることは低いとは思えないのですが、

どのようにお考えでしょうか」というご意見をいただいております。 

 以上でございます。 

【角松会長】 

  ありがとうございました。お願いします。 

【参加者】 

最初に紹介していただいた意見を出しました。検討委員会の方で具体的な数

字等、今、紹介していただいた内容は出ておりませんので、私はその意見をぜ

ひ採用していただけたらと思っております。皆さんにもご意見を出していただ

けたらと思います。 

  先ほどの話をもう少し具体的に申し上げますと、住民投票の趣旨ですけど、

非常に重大な市民の権利でして、２１ページにもありますように、これは住民

投票条例、最後の２行ですね、住民投票条例は直接請求以外に発議権を持たな

い住民の市政への参画を担保する制度であるというふうなことは、明確に述べ

られております。私もそのとおりだと思います。 

そういう考え方に立って考えてみますに、会長も言われましたように住民投

票のイメージというものは、そういう重要性を持ったものであって、市民の意

見が反映されてない、市議会も反映されてない、そういうふうなことが全国で

起きて、これはおかしいじゃないか、やっぱり住民の意見を直接聞くべきだ、

あるいは住民の投票で決すべきではないかというふうな動きが起きまして、こ

ういう住民投票制度というのがつくられてくるようになったというふうに思い

ます。 

 明石市の場合、これを具体的に数字的なもので私は考えてみました。先ほど

紹介いただきましたように２０分の１から１０分の１。私は数字的に計算しま

すと、２０分の１ぐらいが妥当という結論なのですけど、１００歩譲って、こ

こに挙げております１０分の１が最大かなと、許せる範囲だなと思っておりま

す。 

といいますのは、この住民投票の権利は重要と申しましたが、市議会議員は

市議会によって条例の提案等ができるわけですね。これは、今明石市の場合で

は３人で提案できるわけです。３人といいますと、直前の市議会議員選挙にお
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いては有権者が約２４万人、投票率は約半分、４７．６％ですよね。これは、

投票された市議会議員さんだけで得票された得票数を計算しますと、１０万９

千票ほどなのですよ。この票数で市会は成り立っているのです。３１人の議員

さんが得票した、市民の意見を代表している方が。 

これを平均しますと、３１議員で割りますと１人当たり３，５２８票なので

すよ。３，５２８人の代表なのです、平均は。中には最高５，４５８票取られ

た方もおられますけど、平均すると３，５００人ぐらいの代表なのです。その

方が３人集まれば、約１万５００票です。１万５００票を取った議員さん３人

で発議できるわけですよ。これと同等に私は見るべきだと思っているのです。 

これ以上高くハードルを上げる必要はない。この１万５００票といいますと、

先ほど言いました有権者２４万人でこれを割りますと約２０分の１です。これ

に近い意見が論点の５番で１０分の１というのがあります。これでも、それか

ら見ればきつい方なのですけど、まあ一番近い案かなと。これでいきますと約

２万４千票ですよね。 

一番最近では、明石駅南の再開発事業についての住民投票の請求で、署名は

２万４千を少し下回った数字で提案されましたけど、否決されました。それが

１０何対１９人ぐらいの議員さんの反対で否決されたのですけど、その数も計

算してみていただいたら、６万人ぐらいになるのではないですかね。 

ということで、私は２０分の１から１０分の１ということで、ぜひ決めてい

ただきたいというふうに思います。もちろん投票の資格者とか、いろいろそう

いう先ほどの議論での扱い方によっては、数は変動するかもしれませんけれど、

とりあえず仮の数値として直近の選挙の投票数というふうなことで考えてみま

した。この数字を直近の投票数ということで考えれば、一律に考えずに選挙の

投票率いかんによって変動するわけですけど、それもいいことではないかなと

思っています。以上です。 

【角松会長】 

  ご意見ありがとうございます。この問題は我々としても最も重要な問題では

ないか、署名数の要件というのは最も重要な論点ではないかなというふうに考

えているところです。 

中間まとめでは、その数値の考え方について１０ページから１２ページまで

に、どのような議論があるかということをご紹介させていただきました。我々

として、現段階では３分の１よりは小さくなければならない、また５０分の１

よりは大きくなければならないという考え方でほぼ一致しております。 

というのは、ほかの法律上の制度とのバランスを考えると、この範囲でない

と説明がつかないだろうというふうに思ったからです。ところが、その３分の

１以下、５０分の１を超えるといってもかなり広い範囲がありますので、正直

言って明確な数値的な根拠で決めるのはなかなか難しく、バランスをとってい

くべきなのではないかというふうに考えているところです。 

１０ページから１１ページのところで、それぞれの数について数値上の根拠

としてはどういうことがあり得るかということを書かせていただいたところで
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すけれども、今いただいたご意見では、市議会では３人の市議会議員で発議で

きるということから、それに見合った程度の数で考えていくべきであるという、

１つのあるべき観点をいただいたというふうに思っておりますので、今後議論

の際に参考にさせていただきたいと思っております。 

 この論点についてまた、今日広くご意見をいただければと思いますけれども、

いかがでございましょうか。それでは、お願いします。 

【参加者】 

  一番根本的な、なぜ住民投票が必要かということなのですけれども。例えば、

駅前の開発事業に対して、推進をする、あるいは反対をするという２つの対立

点があるわけですね。それをもし推進して失敗した場合に、実害といいますか、

被害をこうむるのは結局市民なのですよ。例えば、そのために財政的に苦しく

なっていろいろな行政サービスが悪くなるとか、あるいはいろいろな市民の負

担が増えるとかというような実害があるわけです。 

  ところが、それを決めた方というのは、残念ながら何もないんですよ。要は

きちんと退職金も出ますし、それこそ、それでお辞めになるので、表彰される

方もいらっしゃるわけです。その違いです。 

ですから、なぜ住民が声を上げなければいけないかといいますと、やはりそ

ういう議員さんなら議員さん、あるいは市の行政なら行政と、住民との意見の

かい離というのがどんどん、どんどん今大きく広がってきているという現実が

あると思うのです。だから住民の声を発して、住民の声を聞けと。 

  それから、先ほど私は提案しましたけれど、大きく２つに分かれます。要す

るに、住民投票をやってくれということと、住民投票をやるということが決ま

ったら、実際にやるということですね。それで、１つは先ほども出ましたけど、

駅前の再開発の住民投票について、議会の方が否決されましたよね。その理由

が１つは、間接民主主義ということで、住民からの投票で、例えば市議会議員

なら市議会議員の投票で、自分たちは選ばれたのであると。そこで、住民に代

わって我々が間接民主主義、あるいは議会制民主主義にのっとって物事を決め

ているのだから、今さら四の五の言うなという考え方がありますよね。極端に

言いますとね。 

ところが、先ほども言いましたように、実害があるわけですよ。だから、そ

のことを考えますと、４年に１回の選挙でしか選ばれないし、しかも選ばれた

方は住民が全て白紙任意をしたわけではないわけです。また、それもできませ

んしね。 

例えば、最近であれば国会議員でもそうですけれども、最初に提示された公

約を守らないとか、ひっくり返してしまうとか、公約にないことを実行する人

もいますよね。 

だから要するに、１つはハードルを最初に低くして、まずはいろんな問題点

をどんどん、どんどん挙げていく。問題点を挙げるということは、今度は実際

にそれを住民投票で実現するかどうかというのは、またさらにハードルがある

わけですよ。例えば資金的にもそうですし、誰がどこで具体的にやるのかとい
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うこともそうですし。だから、そこでおのずと、要するにふるいにかけられて、

これは住民投票をやるべきかどうかというのは、投票数とか投票率でおのずと

決まってくるわけですから。あまりに最初から大きなハードルを立てるのでは

なくて、入り口は非常に低くして誰でもが、住民が提起をして発議できると。 

ただし決まったこと、住民投票をするということが決まれば、当然お金もか

かるわけですしね。６，０００万円でしたか。それは、確かにお金はかかるこ

とですけども、それまでは、要するにそれぞれ住民たちの、自分たちのお金を

出し合ってやるわけですよね。ということは、実際には、それは全部住民の負

担でやるわけですから。先ほども言いましたように、あらかじめ最初から高い

ハードルを立てるのではなくて、ここで言えば、せいぜい１０分の１ぐらいが

妥当ではないかなというふうに私は思います。以上です。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。はい、お願いします。 

【参加者】 

  そちらの方、大変いい意見を出されました。私と一緒です。何回も言います

ように、住民投票なのです。だから委員の方は、ここに、下に座っている方と

比べたらまだハードルが高いですね。私は署名数についてはもっと低くて、人

口の２０分の１、でも１万台ですね、それぐらいがいいと思うのです。 

こちらの方は具体的に、説得力ある計算を出していましたね。議員さんはも

のすごく頭高く見ていますね。そちらの方が言うのは、ものすごく説得力あり

ます。 

私は、署名数というのは赤ちゃんから高齢者も含めて２０分の１。１万２千

ほどになります。それでもまだハードルは高いのですよ。私、５０分の１でも

いいと思うのです。話を聞いていたら委員さんの頭の中は、やっぱりハードル

は高い認識がものすごくあります。こちらに座っている方はそんなことないで

すよ。そちらの方に遠慮してものを言っています。私らは大胆にもっと発する

べきだと思うのですよね。俺はこうだと言ってね。署名数としては人口の２０

分の１。それから、投票した後の結果については、４分の１、２５パーセント

でよろしいです。それでも高いですよ。 

住民投票の結果を尊重すると書いてあるのですけれど、尊重してくれる担保

はどのようにするのか。担保とらないと約束が破られてしまうでしょう。そう

いうことです。 

【角松会長】 

  ありがとうございました。今、最後の方で新たな点が出てきました。尊重義

務の担保はどうするのかというご意見でした。尊重義務というのはどういうこ

となのかというのは、これから確かに議論していかなければならないというふ

うに思っているところです。場合によっては、その他のところでその点に限っ

て、後でまたご発言いただければと思います。 

  今の署名数の要件につきまして、ご意見等を頂戴いただけませんでしょうか。

はい、お願いします。 
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【参加者】 

  今、お聞きしていましたら、座っている人たちの中には常設型ということが

よく理解されていないのですね。常設型住民投票というのは、いわゆる一定の

要件を満たした市民が署名数を集めて、提出して、例えば選管が確認すれば、

それでもう住民投票ができるわけなのです。これが常設型です。一昨年行った

ものは常設型と違いますので、議会に出して、議会が反対したからできなかっ

たわけです。 

今度の場合は、常設型の住民投票ですから一定数、例えば１０分の１以上の

署名を集めれば、選管が確認してオーケーであれば、それで住民投票できる。

このことをよく理解しないと、とんでもないような方向へ行ってしまいます。 

これだけ先生の方からもう一度、詳しく説明してもらったらいいのではあり

ませんか。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。常設型の住民投票とそうでない場合の違いというの

は、今ご指摘があったとおりです。一昨年、問題になりました例というのは常

設型ではない、すなわち、ここで言うと５０分の１以上の要件を満たせば条例

を提案できるわけですから、住民が提案はする、提案をして、しかしやるかど

うかを決めるのは議会であるというタイプで、５０分の１よりははるかに上回

る署名を集めましたが、議会で審議して、否決されるという過程をたどったわ

けです。 

  しかし、我々が今回、議論している常設型住民投票条例というのは、一定以

上の得票があれば必ず市長は住民投票をやらなければいけないという制度にな

ります。 

ですから先ほどの、今議論になっている点でいいますと、一番低いご意見で

は２０分の１から、一番高いご意見で４分の１というところまで、今、委員会

と今日のご意見とをあわせれば出ています。それだけの署名が集まれば必ずや

らなければならず、やった場合には６，０００万円という費用がかかることに

なりますが、それにふさわしい署名数というのはどれだけか、必ず実施しなけ

ればならないとするために必要な署名数はどれだけかという点について、議論

しているということです。 

【松本委員】 

  先ほどから２０分の１という具体的な数字をお二方から、その根拠等を説明

されました。市議会では議員３人で提案できる、それのバックボーンになって

いるのは有権者１万人程度だから、２０分の１という根拠。大変いいご提案だ

と私も感心しながら聞いていました。 

  ただ、今話があったように、常設型の住民投票条例というのは、個別案件ご

とに議会の議決を要しなくて、条例をあらかじめ設けておき、一定の要件を満

たして請求したときは、住民投票が行われるわけですね。要するに常設型住民

投票条例によって即、住民投票が実施に移されるわけです。 

先ほどの議員３人で議案を提案できるというのは、議案の提案ができるので
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あって、それは３人だけの賛成だったら否決されるのです。だから、提案した

条例は成立しないわけですから、そこのところは、今我々が議論している常設

型住民投票条例が実施されるための要件として、署名数をどのくらいにするか

という話と、かなり違うわけです。 

したがって、もしも２０分の１というのが議員３人の提案権のバックボーン

とほぼイコールであるということを根拠にするとしたら、それは、この常設型

の住民投票条例における署名数の要件とは、かなり中身が違うものであるとい

うことで、ちょっときついかな、しんどい話かなという感じがします。 

我々の委員会の議論、ご説明がありましたように、当初は５０分の１という

数字も入れていました。しかし、５０分の１というのは地方自治法で提案はで

きるのですけども、議会の議決が必要であるということですから、それだった

ら議会が潰してしまうということがあるから民意が反映できない。 

だから、議会の議決を必要としない、請求できれば即、住民投票に移るとい

うのが、ここが目玉ですから。ある程度一定の署名数は必要なのんだろうとい

うことで、５０分の１とかというのは、とてもそれでは通らない。したがって、

１０分の１というのを最もハードルの低い案にしようというところで議論して

おります。 

  もう一つご理解いただきたいのは、我々は市長に対して条例の論点について

答申するんです。市長は、答申にそのまま１００パーセント沿った形で条例案

をつくって議会に提案していく。議会で通らなければいけないわけです。議会

で可決されなければ、いくらすばらしいハードルの低い条例案をつくっても、

これはどうにもならない。したがって、議会を通すための、いわば理屈がぎり

ぎり通れるようなハードルの高さにしておかなければ、これは絵に描いた餅に

なるというふうに私は思っております。 

【参加者】 

議員を縛る条例をつくらないとしかたがないですな。議員は我々のためにな

っていないから、格好ばかりで。皆さん、そうでしょう。 

【角松会長】 

はい、お願いします。 

【参加者】 

  今、おっしゃった点について、私の意見に対する反論みたいな内容なので、

ちょっと申し上げておきます。 

  常設型ということは、わかっております。ただし、先ほど前後して議論され

ましたけど、投票率の問題とも絡むのですが、これは投票結果が尊重義務でし

かないわけですよね。必ずこれを実行するということになってないわけです。

その点を考慮すれば、このぐらいの数でいいのではないかと私は思います。 

これが必ず採用されるという、実行されるというなら、ものすごくハードル

を高くしてもいいかと思うのですけど、住民が非常に投票率を上げても議会で

採用されないという例も多々あるわけで、そのときには、もう選挙で、そうい

う議員さんはおりてもらうしかないかなと思うのですけれども。そこまで行か
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なくても、やはり尊重義務ということであれば、この程度で私は妥当ではない

かなと思います。 

【角松会長】 

  ありがとうございました。今、私の説明で不十分であったところを補足して

いただいたと考えております。 

我々が今、議論している住民投票の仕組みというのは、先ほど申し上げたよ

うに、常設型であると同時に諮問型と言われる仕組みを前提にしています。つ

まり、住民投票で出た結果が市長や議会を法的に拘束することはできない。で

も、法的に拘束することはできないけど十分に尊重してくださいという仕組み

のものをつくろうと思っています。 

この点については、法的な制約から法的拘束力を有するような住民投票の条

例をつくることはできないと考えておりまして、拘束力はないけれども尊重義

務はあるという制度で考えておりますので、それを前提として、どの程度の署

名数を要求すべきなのかという点についてご議論をいただければと思っており

ます。 

  この署名数等について、いろいろご意見をいただいたところでございますが、

委員の方々からご意見等はございますか。はい、お願いします。 

【久保副会長】 

  住民投票をかけるための署名要件につきましては、本当にいろいろな関連す

ることを同時に考えていかなければならないというふうに検討委員会でも議論

してきたのですけれども、そのうちの１つに多分、住民投票の対象というもの

もあるのかなと思います。 

というのも、どのようなものを住民投票の対象とするのかということにつき

ましては、自治基本条例の方に書かれておりますように重大な影響を及ぼすと

考えられる事項であります。それではどの程度の署名要件、署名が集まれば、

明石市の方々が重大な影響を及ぼすものであるというふうに考えると言えるの

か。そういう観点からも、この署名要件というものを検討していく。そういう

ことも加味しながら検討してきたと思うのですけども、もしその点に関しまし

てもご意見がございましたら、後ほどでも構いませんけれども、お寄せいただ

ければありがたく存じます。 

【角松会長】 

  よろしいでしょうか。 

  それでは項目の４番目、その他ということで、先ほど出た１、２、３以外の

項目についてのご意見をいただいております。それでは、事務局の方から紹介

をお願いできますでしょうか。 

【事務局】 

それでは、その他の項目についてのご意見をご紹介させていただきます。 

さまざまな内容がございますが、それぞれご紹介させていただきます。 

  「対象事項について、法令で住民投票できない事項とは、どのようなもので

すか」というご質問が来ております。 
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また、「実施区域として、案件によって全域か一部か柔軟に決めることは難

しいでしょうか」というご質問がございます。 

「住民発議における費用の助成を。市政に係ることであるから、例えば総費

用の２分の１を助成するとか、いかがでしょうか」というご意見をいただいて

おります。 

「住民投票の結果がどのように取り扱われるのがベターなのか関心がある。

法的な拘束力はないが尊重義務がある。尊重とは、何を持って尊重というのか、

実際は悩ましい。住民投票の性質が決めるものなのか、市民意識を確認するも

のなのかによって、取り扱いが変わってくると思われる。実際に住民投票が行

われたという事態を想定すると、決めるという性格を持たすべきと考えます。

そうでないと、何のために住民投票を実施したのか、あるいは投票結果を大事

にしないのかといった主張に反論が難しいと思う」というご意見をいただいて

おります。 

また、「この制度が定着するでしょうか、心配です。サイレント・マジョリ

ティーと言われる市民が投票に参加しない方が多数ではないかと思われますが、

その点について議論、考え方をお示しください」とのご意見をいただいており

ます。 

  その他として、「常設型住民投票条例が全国で５０件しかありませんが、日

本の国内の住民自治に対する民主化に問題があるのではありませんか。自治体

数では１，０００件ぐらいはあるのですが、たった５０件です。どこに問題が

あるのですか。お答えを」というご意見をいただいております。 

  以上でございます。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。幾つか、委員会としての議論をご紹介すべき点もあ

ったかなというふうに思いました。 

  まず、最初にいただきました対象事項についての問題ですけれど、法令で住

民投票できる事項を除くという考え方です。中間まとめでは４ページにござい

ます。あらかじめ申しますと、こういったことを除くべきだというふうに委員

会で一致しているわけではありません。 

こういったことを除くべきではないかというふうな意見も出ているというこ

とですけれども、なぜそのような意見が出ているかといいますと、この４ペー

ジのところで、法令で住民投票できる事項というのを幾つか挙げています。議

会の解散請求、議員の解職請求、長の解職請求、合併協議会の設置等です。 

例えば、解職請求というもの、いわゆるリコールという制度ですけれども、

３分の１以上の署名を集めることというのが要件とされているわけです。その

中で例えば、住民投票で６分の１を集めれば、必ず住民投票をしなければなら

ないということにするとなりますと、市長はやめるべきであるかどうかという

ことを６分の１の署名数で請求できることになってしまいます。これは、地方

自治法が３分の１以上というふうに制度を決めていることと整合しないのでは

ないか。となると、こういうものについては、一応除外としておくべきではな
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いかなというふうな意見が出ているということでございます。 

２番目に、実施区域についてもご意見をいただきました。案件について全域

か一部か柔軟に決めることはできないのかというふうなご意見だったかと思い

ますけれども、一応、我々としましては、やはりこの常設型住民投票を制度化

していくことに当たっては、明石市全域を対象とするようなものとして制度を

つくっていくべきではないかというふうに考えております。 

それとは別のものとして、事柄によっては、どうしても特定区域の中で住民

投票をすることというのも考えられるかもしれない。その場合であっても、も

ちろんそういった住民投票を提案して、先ほど申し上げたように５０分の１以

上の署名を集めると提案できるわけですけれども、それを議会で審議した上で

議会もオーケーだということになれば、住民投票を実施するということは考え

られるというふうに思います。差し当たり常設型の制度を今つくるに当たって

は、この明石市全域を対象とする制度で考えていこうというふうに思っている

ところでございます。 

 それから、住民投票の署名を集める際の総費用の２分の１を助成するという

ふうな提案、これもいただきました。これも、我々としては全く考えてなかっ

た点でございまして、非常に興味深い提案をいただいたというふうに思ってお

りますけれども、ちょっと個人的には少し難しい点もあるのかなというふうに

考えます。 

こういった助成制度をつくるということになると、それを受ける資格のよう

な要件というものをどうしてもつくっていくことになるかもしれない。そうだ

とすると、市民が自由な発議で自由に始めていくべき署名運動等をかえって抑

圧することになってしまうのではないかというのが、今、私の方で個人的に直

ちに思いついた心配ということになりますけれども、先ほどご意見をいただき

ましたので、我々としても今後、議論を続けていきたいというふうに思ってお

ります。 

  あと、尊重義務についても貴重なご意見をいただいています。この機会に、

どういった仕組みをつくって、どのような意味で我々は尊重していったらよい

のか、例えば８０対２０の場合も、５１対４９の場合も同様に尊重するという

ことなのか。それとも、この２つは違う形の尊重になるのか。これは我々自身、

迷っているところでございますので、この機会に皆さんの意見等をいただけれ

ばというふうに思います。 

  落ちているところもあるかもしれませんが、その点につきましては適宜、手

を挙げてご発言をいただければと思います。はい、お願いします。 

【参加者】 

  先ほどの費用の助成について、回答を求められたのですが。今回の住民投票

は、あくまでも市に影響する重大な事件ということなのです。ということは、

特定のものに対象のものではないわけですね。そういうことをあえて、仮にそ

れを住民が発議して署名活動をやるということであれば、これは住民負担が個

人的な負担でもってやるということになるわけですね。これは、やはり基本的
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な市民自治、自治という面からすると、僕は本来おかしいと思っているわけで

す。 

ということは、逆に言うと、例えば反論という場合があった場合に、具体的

な案が出た場合に対して、我々が逆に具体的な案を出さないことには市民の皆

様に理解してもらえないというケースがあるわけです。そうした場合にそのよ

うな具体的プラン、例えば、この明石駅前の開発であれば、我々は反対するの

であれば、どういう案を持っておられますかというのが皆さんよく聞かれたこ

とです。 

現実には案を出そうにも、案は持っていても、それを具体化する費用も能力

もない場合は、それは、やはりそういう専門の方に我々は、こういうアイデア

を持っている、これでもってこういう金額でいけるかと。我々は、これを対抗

にしたいというようなケースがある場合は、やはり本来、金額的な面で、そう

いうものを補助すべきではなかろうかと。あえて２分の１なんて勝手なことを

書いていますけれど、本当は全額見るべきだろうと思います。多分、こういう

制度は、よそにもあるような気がするのですけどね。 

そういう意味で本来、住民監査請求とかいろいろあると思うんですけど、や

はり我々がやるに当たっては、市全体に影響するものということであれば、お

金の助成があってもいいのではないかなと思っています。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。ちょっと私の方で受け止め損ねていたようでござい

まして、先ほど署名活動等をするに際しての助成というふうに勝手に理解して、

意見を申し上げたのですが、それとは別に、例えば住民投票をすることになっ

たときにどんなふうに議論していったらよいのかという点についてのご指摘で

もあるということが、今、ご意見を伺ってわかりました。 

この点につきましては、中間まとめの方では、３１ページのあたり、項目と

しては投票率のアップという項目になりますけれども、例えば住民投票で問題

になった点についての賛成派、反対派の意見交換をどんな形でやっていったら

よいのか。例えば、公開討論会などを行うことは考えられるかというふうな点

で、少し我々のほうで議論に取り組んでいるところでございます。 

どういったことをやるならば、市民の皆さんが問題となっている事柄につい

て十分情報を与えられ、また考え、お互いに議論することによって民意を形成

していって、それを市政に反映させることができるのか。これから我々として

は、制度のあり方について議論をしていきたいというふうに思っております。

この点について、またお知恵等ありましたら、本日いただければというふうに

思います。 

  ほかにご意見等ございませんでしょうか。お願いします。 

【参加者】 

全体的な意見を聞いていたら、ここの方は控え目ですが、その意見を十分反

映してもらいたい。我々は権力を持ってないのです。自治体の市長や議員さん

は権力を持っています。権力もない人が署名を集めて、投票まで持っていくの
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は大変な仕事です。 

委員さんの中にもハードルは高い認識を持っている委員さんと低い認識を持

っている委員さんは、私は、歴然としてわかるのです。ハードルは低い住民投

票条例をつくってもらうように力を発揮してください。ハードルを低く抑えて

くれという意見を出しているのですよ。委員の皆さんは、そういうふうに意見

を理解してくださいよ。特に、会長さんは、ハードルは高い認識が強いですよ。

私は代表して言っておきます。 

【松本委員】 

  ありがとうございます。実は今日、最初の会長のプレゼンテーションの中で、

最後にこの住民投票の持つ意義は何なのかという話がございました。これに関

連するわけですけども、今、その他の項目で出されていた幾つかのご意見に関

連して１つ申し上げたいのですが、住民投票というのは物事を、政策を決定す

る手段ではあり得ないのです。 

これは、自治体がつくる条例は、法律を越えることはできない。法律を越え

たものは違法として存在できないわけですから、我々は、あくまでも法律の中

で、どうやって住民の意思を的確に市政に反映させていくか、政策に反映させ

ていくかという手段の１つとして、住民投票というものをつくるということだ

と私も思っております。 

それで、より大事なのは、もちろん尊重ということの意味合いも大事ですけ

ども、住民投票で最も私は大事なことだと思っているのは、投票を行うまでに、

いかにその問題、課題を住民、市民が理解するか、関心を持つか、問題点の本

質をみんなが知ることができるかということだと思うのですね。 

選挙の場合は、選挙運動というのは、明石市の場合は市長も議員も１週間で

す。実際に、その１週間の選挙運動の中で政策的な議論はほとんど行われてお

りません。討論会をすることも、たまには民間の団体が主催して公開討論会を

行えばありますけども、それだけなのですね。 

そういう意味で、この住民投票というのは、例えば、駅前の再開発の問題だ

ったとすれば、この問題が一体どういう問題を持っていて、それがどんな結果

をもたらすのかということを市民に周知する期間だと、時間だというふうに思

っています。それを例えば、市民や市民団体のごく一部が個別にやっているだ

けではなくて、明石市の制度として、公の制度として、そのことを周知、議論

する期間なのだということです。 

一昨年の直接請求の場合には、私たちは住民投票の直接請求をしようという

ふうに結論を出したのは６月でした。そして、６月から準備をして市と折衝し

て、そして住民に周知をしながら、結局、議会の採決は１１月の下旬なのです。

いわば１か月、２か月どころじゃない、ものすごく長い期間。住民にこの期間、

理解をしてもらう。そして、署名を求めるという段階で理解をしてもらう。住

民投票条例が可決されていたら、投票を実際に行うのは多分、年を越えて２月

ぐらいだと思うのですね。そうすると、ほぼ半年以上にわたって、この政策課

題が全市的に議論をされるプロセスを得られるわけです。これが一番大事だと
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思うのですね。 

私は、そういう意味では市民参画、市民が市政に参画するプロセスを保障す

るシステムとしてのこの条例に最も意義があるというふうに思っております。 

そういう意味で、ご意見の最後に紹介されたサイレント・マジョリティーが

投票に参加する方法があるのかないのかというふうなご意見かご質問がありま

した。これは非常に大事なことです。検討委員会でも随分と、既にもう議論を

しています。さらにもう少し議論を重ねるというふうに、このまとめでは書い

てあります。 

何かというと、例えば公開討論会というのを法的にやろうではないかという

ことです。選挙も、昔は戦後の新しい地方自治法のもとでは、選挙管理委員会

が主催する公開討論会があった。それが途中でなくなってしまった。だから、

市が公開討論会の場を設定して、そして繰り返し、繰り返し各地域でやってい

く。たくさんの市民に周知して、そこで説明をしていくということをやること

が、住民投票を請求する団体にとってもものすごく有効なのです。それは少々

の助成金をもらう、補助金をもらうよりも、はるかに効果が大きいのです。 

そういう意味で、住民投票というのは、政策のプロセスにいかに全市民が参

画するか、その機会を担保するか、保障するかという制度として考えていくべ

きだというのが私の意見です。 

議論の中では公開討論会を開催する、あるいは公開討論会の開催を、例えば、

中立的な報道機関に主催してもらうという案もあります。神戸市では、昨年の

市長選挙で神戸新聞社が主催して、民間団体と共催をして市長選挙の公開討論

会が行われました。画期的な討論会でした。 

そういうふうな形を１回に限らず、例えば市内４か所で、４回やるとか、こ

ういうふうなことを通じてやることのほうが、対応の難しい助成金をもらうよ

りも、はるかに効果があるというふうに私は思っております。 

そういう意味で、この住民投票条例というのは一体何なのかというと、結果

というよりも、そのプロセスで市民が市政に目を向け、その問題について民意

を反映していく過程、ここのところをしっかりやれば、投票を行って一定の投

票率があったら、議会はその結果を無視することは多分できないと思うのです。 

だから、それを「拘束する」と書けば、これは違法になってしまいますから、

「尊重」でも、まさしく途中のプロセスで盛り上がるような仕組みをつくって

いくということが私は大事だというふうに思っております。 

【角松会長】 

  ほかにご意見等はございますか。お願いします。 

【参加者】 

  このチラシですか、広報紙をもらって残念だったことがあります。間もなく

地域は卒業式ということになります。私も何回か卒業式のときに言うのですが、

中学校でも高校でも、いわゆる地域の担い手はあなたたちですというような形

で話をさせていただきます。 

今回、この広報紙の中でも、おじいちゃん、おばあちゃん、あるいは親子、
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残念ながら中学生、高校生の姿がなかなか見られません。こういった検討する

中で、やっぱりこれからの子供たち、地域の担い手に、まずこの条例をどうい

う形でするのか知っていただく、知ってもらう。先ほどそういう話もありまし

たけど、それはぜひ必要かなと。 

例えば機会としては、中学生であればトライやる・ウィークというのがあり

ます。それに具体的に合うかどうかわかりませんけども、あらゆる機会を捉え、

そういったことであなたたちの将来、あるいは明石の将来を決める条例をとい

うことで、もう少し子供たちにも知ってもらう、聞いてもらう、あるいはもし

うまくいけば考えを出してもらう。そういった機会を持っていただきたいなと。

卒業シーズンも合わせて、このチラシというのか、広報紙を見ながら、中高生

の姿がないのが非常に残念に思いました。 

  以上です。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。まさにこれからの地域を担う若者たちにどのように

関心を持ってもらうか、そして、そういった人の意見をどのように反映してい

くかというのは、非常に重要な課題ではないかなというふうに思っています。 

  先ほど、ご紹介をしそびれてしまったのですけれども、今まで常設型住民投

票条例が全国で５０しかなかったという点は非常に少ないのではないか。どこ

に問題があるのかというご指摘をいただきました。どこに問題があるのかとい

う点は、なかなか大人でも難しいのかなと思いますけれども、これまでこうい

った形での住民投票を使っての参画というのが、必ずしも活発に行われていた

わけではない。ひょっとしたら、そのことが市民全体、特に若い人々の政治に

対する関心が低いことと、どちらが原因でどちらが結果かはわかりませんけれ

ども、あるいは関係しているのかもしれないというふうに思っております。 

  今、松本委員からもございましたように、この制度をつくることが市民の皆

さんがさまざまな問題について意見を形成し、そしてそれを参画させていくた

めの手段として、どのような制度をつくっていくのが望ましいのかということ

から、我々としては今後も議論を続けていきたいというふうに思っております。 

  ほかにご意見等がございましたら、お願いできますでしょうか。はい、お願

いします。 

【林委員】 

  林です。先ほどの議論を、何人かの方の話を聞いていますと、何かハードル

の高い、低いとかという意見が何人かからありました。この論議の中にいて思

うのは、別にハードルを高い方向に意見が今行こうとしているとかというふう

な、何かもう決まっている方向に行こうとしているようなことは全くないと思

います。多様な意見を今、お互いにもみながら、より住民の目線に落ちつける

ような道がどこにあるのだろうかということを懸命に考えているのだというこ

とをご理解いただきたいなと思います。 

私個人は、住民投票である限り、可能な限りハードルは下げるべきだと考え

ていますけれども、この１０人の意見の中でいろいろな意見がありますから、
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それを今どちらの方向に行こうとしているのかということはありません。その

辺は誤解のなきようにと思います。以上です。 

【角松会長】 

  はい、お願いします。 

【参加者】 

  委員の方にちょっと聞いてみたいのですが、住民投票の対象事項の中で、投

票の対象となる事項を決めるか否かというのがありますね。 

例えば、明石市そのものが権限を持っていない場合という事案がありますよ

ね。極端な話をすると、原子力発電所をつくるか、つくらないかという話。そ

ういうものが、例えば挙がってきた場合に一定の数というか、署名が集まるか

どうかは別にして、そういうことについても、例えば規制というか、そういう

ものを求めないのかとか。発議するのが、何でもありなのだというのか、それ

ともそれは明石の権限ではないので、そういうものは取り上げないというのか。

そこら辺のところをそれぞれの委員の方にご意見を聞いてみたいと思うのです

けども。お願いします。 

【角松会長】 

  そうですね。現在の意見の状況では、この点は中間まとめのところの４ペー

ジに論点のまとめ、６ページには検討委員会での意見を紹介しておりますけれ

ども、市の権限に属さない事項というのに当てはまるのかなというふうに思い

ます。 

現在のところ、この点については、いわゆるネガティブリストに盛り込むべ

きだという意見は、今までのところは出てきていません。今日、まさにこの点

について、市民の皆さんからそれはやっぱり入れた方がいいとか、あるいは入

れなくていいのではないかというふうなご意見等ありましたら、いただきたい

と思います。 

一応、委員会の方では、これらの点は、署名を集めていく中で市民の良識で

判断してもらえるのではないかという意見の方が多数だというふうに理解して

いますけれども、もしご意見等ありましたらいただければと思います。 

【松本委員】 

  このネガティブリストの関係については、随分と議論をしています。最終結

論は、まだ持ち越しているのですけども、今、質問者の方から出された市の権

限に属さない事項、あるいは国の専管事項というのは、これは全国の住民投票

と、この間の都知事選でも盛んにそういう議論がありました。ただ、国の権限

に属する問題だとしても、現在でも例えば、市議会は、意見書を決議して提出

したり、あるいはそういう政策はだめだという反対決議をしたりという形で、

地方の自治体の意思を国に対して明示するということをやっているわけです。

やらなければいけないわけです。 

そういう意味では、議会がそういうことを行うことを、住民自身が声を上げ

ていくということは非常に大事なことだろうと思います。住民が国の政策に対

して、国に対しては直接、明石市の市民がものを言えないわけです。だから自
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治体を通じて市の、国の政策に対してものを言っていくということは極めて大

事なことであるということで、私は、この国の権限に属するようなことを外す

というのは全く反対だという形で議論をしてきました。 

  それから、もう一つ法令で、例えば解散請求、議会の解散請求だとか、市長

のリコールとかいうのは、これは、法律で決まっているのですよね。有権者の

３分の１。何回も申し上げているように、条例は法律を越えられないというこ

とであれば、わざわざ住民投票条例の中に、こういうのは対象と違いますよと

書かなくても、これは法律にあるから法律が優先するので、これは対象として

は、住民投票はだめですという形で、当然取り上げられないわけですから、

一々書くことは必要ないだろうというふうな議論を私の方からはしてきました。 

したがいまして、このネガティブリスト方式という問題は、最終的には、ま

だ委員会の中では統一できていませんから、幾つか必要なものがあるのではな

いかという意見もあるので、どうするかはこれからの議論を待たねばなりませ

ん。 

けれども、できるだけ間口を広げる、あるいは特定の地域だけにかかわるよ

うな課題は外すということを別に書かなくても、特定の地域しか関心を持たな

いようなテーマで、果たして住民投票の実施を請求できるほどの、そういう条

件が整うのかどうかという問題を考えれば、さしたる心配はいらないのではな

いかというのが私の考え方です。違う意見の方も当然いらっしゃいます。 

【角松会長】 

  ありがとうございます。 

【久保副会長】 

 大体同じなのですけれども、基本的にこの検討委員会の多くの意見というの

は、署名を集める前の段階で、住民投票に適しているか、適してないかという

ようなことを、市長が恣意的な判断で決められるようなことはあってはいけな

いということでは一致しているかと思います。ですから署名が、ある一定の要

件の署名が集まれば、それは市民が重大な事項だと考えていて住民投票の対象

とすべきだと考えているものであるというふうに、大方の意見はそういう立場

だと考えております。 

ただ、その上で、ネガティブリストの考え方につきまして、例えば今、松本

委員がおっしゃったのは、それはわざわざ書かなくても明石市民の常識として、

そういうものは署名も集まらないだろうということであります。一方で、挙が

っているのは、特定の個人・団体の基本的な人権を侵害するようなものや、先

ほどから挙がっています特に法令で定められているようなものといった当然の

ものについて、確認の意味でネガティブリストにわざわざ書くかどうかという

ところで、いろいろな意見が出ているというような状況かなと理解しておりま

す。 

【角松会長】 

  ありがとうございました。 

国の権限に属さない事項等について補足させていただきますと、先ほど松本
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委員がおっしゃったように、もしそれについて住民投票をするとすれば、明石

市がノーと言っても止められるとは限らないわけなので、あくまで「そういう

意見を述べるべきかどうか」ということについての投票をするかどうかという

ことについて、住民投票をするということになるのかなと思います。その点、

逆に市民が住民投票すれば確実に止められるのだというふうに誤解してしまう

とよくないと思いますので、何が対象なのかということは、やはり明確にして

いく必要はあるだろうと思います。 

  さて、予定の時間を少し回っておりますけれども、ほかにご意見等なければ、

これをもちまして意見交換会は終了とさせていただければと思います。 

  本日は、皆さんからの貴重な意見をいただきましてありがとうございます。 

どうぞ、お願いします。 

【参加者】 

済みません。最後に１点だけ。 

  当初、発議要件と投票の率、成立要件とちょっと混乱しているような議論が

あったので、私は控えていたのですけれど、成立要件について、一言述べたい

と思います。 

検討委員会の報告１８ページですね。これに投票率、成立要件について、検

討委員会における検討内容ということで、枠組みで書いてありますけれども、

設ける意見の最後の行に、「成立要件は設けるべきだが５０パーセントは高過

ぎる。３分の１以下で設定すべき」という意見がありますが、設けない意見も

含めて私は、この意見が私の先ほどの発議要件からの考えでは妥当かなと思い

ます。 

先ほどからも言われていましたように、投票率が、選挙では大体５０パーセ

ントを切っているのですよね。最大でも５０パーセントですよ。だから、２分

の１の市民で議員さんは選ばれるわけですね。それで、議会で、過半数で可決

できるわけです。その２分の１です。ということは、２分の１掛ける２分の１、

４分の１で議会では決められるのですよ。 

そういうことから考えれば、投票者数全部で計算するなら、それの４分の１

で計算すべきかなというふうに思います。そうすると、２５パーセントぐらい

が妥当という線になってくるのですけれど。２５から３０が適当というような

意見もありますので、そういうことをよく検討していただきたい。 

ただ、この数字的なものについては、皆さんの委員さんの中にもいろいろ考

えの違いがあろうかと思いますけど、皆さん、具体的な根拠はない。ですから、

非常に説得力がない。 

したがって、反対意見からは非常に上から目線で言う、考えているのと違う

かとかというふうな意見も出るわけですけど、それをもっと説得力のある内容

を数値的な根拠、他都市との比較だけじゃなくて、独自の絶対的な理屈がある

のなら、できるだけそういうのを提示していただきたいと思います。 

【角松会長】 

  ありがとうございました。成立要件についても、成立要件を設けるかどうか、
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あるいは開票は必ずするのかどうかということについても議論を続けておりま

すけれども、この点について今後も議論を深めていきたいと思います。 

  それでは皆さん、貴重な意見をありがとうございました。 

これをもちまして、第２部意見交換会を終了とさせていただきます。 

【司会】 

 皆さま、どうもありがとうございました。それでは最後に、主催者を代表い

たしまして、検討委員会副会長の久保より閉会のご挨拶を申し上げます。よろ

しくお願いいたします。 

【久保副会長】 

 皆さま、本日は長時間にわたりまして、住民投票条例フォーラム（中間まと

め報告）にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。 

  本日は、私たち検討委員会の中間まとめ報告の論点整理、検討状況を紹介さ

せていただきまして、非常に限られた時間ではありましたけれども、多くの貴

重なご意見をいただきました。 

今後、検討委員会では残された論点につきまして、本日いただきましたご意

見や、パブリックコメントでも多数のご意見をいただいておりますので、それ

らを参考にして、明石市民の方々にとって本当によりよい、そして本日、手本

になるような、そういう条例にしてほしいというご意見も多数いただきました

ので、そのような条例、誇れるような制度をつくれるように議論を深めてまい

りたいと思っております。 

今後とも、多くの市民の方々に関心を持っていただき、議論の進化にご協力

を今後とも賜りますようお願い申し上げます。 

本日は、本当にありがとうございました。 

【司会】 

  どうもありがとうございました。 

それでは、この後のお帰りの際のご注意事項を申し上げさせていただきます。 

一度に退場をされますと、出口付近、混み合う危険がございますので、お急

ぎのところ大変恐れ入りますが、前の方は少しお待ちいただきまして、後ろの

方から順に係員の誘導に従っていただきましてご退席いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

  また、ご記入いただきましたアンケートでございますが、出口のところの回

収箱にお入れいただきますか、係員にお渡しください。まだ御記入がお済みで

ない方は、ファクス、メール、または郵便でも結構ですので、３月３日までに

法務課までお送りいただきますように、よろしくお願い申し上げます。 

  １階のイベントによっての混雑も考えられますので、どうぞご注意なさって

ください。 

 それでは、これをもちまして、住民投票条例フォーラム（中間まとめ報告）を

終了させていただきます。どうぞ、お忘れ物のございませんように、お気をつけ

てお帰りくださいませ。 

 本日は、誠にありがとうございました。 


