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資料３ 

住民投票制度についての市の基本的な考え方について 

 

１ 趣 旨 

 平成 22 年 4 月に施行した明石市自治基本条例の第 14 条にいわゆる常設型の住民投票制度を

導入することが定められていますが、同条第３項の住民投票を実施するための具体的で重要な

事項を定める住民投票条例が未制定であります。 

こうしたことから、早期の条例制定を目指し、住民投票制度の論点について、市の基本的な

考え方を明らかにし、市議会をはじめ、市民の皆さまからの幅広いご意見をいただきながら条

例制定に向けた取組みを進めてまいります。 

 

２ 自治基本条例における住民投票の規定について 

 （住民投票） 

第 14条 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。 

２ 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関す

る手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 

  住民投票は、市や住民にとって重要だと思われる政策的な課題について、直接、住民に賛否

を問うものです。 

  住民投票制度には、必要が生じた都度、議会の議決を得て個別条例を制定し実施する「非常

設型」と、対象事項や投票資格者など投票に関するルールを定めた条例をあらかじめ設けてお

き、その都度議会に付議することなく、当該条例に基づいて実施する「常設型」があります。 

  本条は、一定の要件を満たして、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、議会に付議することなく、住民投票を実施しなければならないという、いわゆる「常設

型」の住民投票の導入すべきことを定めています。 

  また、住民投票の結果は市長等や市議会を拘束するものではないが尊重すべきこと、住民投

票を実施するための手続や必要な事項については、別途条例で定めることを定めています。 

 

３ 住民投票条例の基本的な考え方 

  自治基本条例第 14条第 3項に基づく住民投票条例を定めるに当たり、論点ごとに複数の選択

肢を挙げ、本市として採用したいと考えている案を○で示し、その考え方を明らかにします。 

 

 (1) 住民投票の対象事項について 

   [案 1] 対象事項を列挙して限定する 

       （千葉県我孫子市） 

   [案 2] 対象事項を広く定義するとともに、対象とならない事項を列挙する 

       （大阪府豊中市、大阪府岸和田市、新潟県上越市） 

  ○[案 3] 対象事項を広く定義し、対象とならない事項は定めない 

      （神奈川県大和市） 

 ※ [案 1]から[案 3]までの該当市の条例規定を資料として P5、P6に添付 

 【考え方】 

・明石市自治基本条例第 14条第 1項では、住民投票の対象について、「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」としています。 

・住民投票の案件は、地域社会の状況を踏まえて個々に判断されるものであり、あらかじ

め行政が限定的に定めることになじまないと考えられます。 

・住民投票制度が市民の市政参画を進めていく上での重要な制度として活用されるために

は、なるべく対象となる事項を限定しない方法が望ましいと考えられます。 
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 (2) 発議権について 

  ① 市長、議会の発議権 

   ○[案 1] 発議権を認める 

        （神奈川県大和市、新潟県上越市） 

    [案 2] 発議権を認めない 

        （大阪府豊中市、大阪府岸和田市） 

   【考え方】 

・住民、市長、議会の三者に権限を与えることで、三者それぞれの立場や考え方が尊重さ

れ、発議権が三者の間におけるセーフティネットとしての役割を果たすと考えられます。 

・市長や議会が議案の発案者である場合、住民の意思の確認を得ようというものであり、

住民意思を尊重するものとして評価できると考えられます。 

・市長あるいは議会が、速やかに住民の意思を明確に把握する必要がある場合に、住民投

票を行うことが想定されます。 

 

② 議会の発議権を認める場合の要件 

   ○[案 1] 議員 1/12以上の請求で、議会の過半数による可決 

        （神奈川県大和市、新潟県上越市、岩手県奥州市、神奈川県逗子市） 

    [案 2] 議員 1/4以上の請求で、議会の過半数による可決 

        （千葉県我孫子市） 

   【考え方】 

・地方自治法の議員提出議案（地方自治法第 112 条第 2 項）の例にならって、12 分の

１以上の提案で議会の過半数の可決を必要とする自治体が比較的多い状況です。 

 

③ 住民発議に要する署名数の要件（明石市の投票資格者総数 238,512人。H24.9.2定時登

録） 

[案 1] 投票資格者の 1/3以上（明石市：79,504人） 

       （神奈川県大和市） 

   [案 2] 投票資格者の 1/4以上（明石市：59,628人） 

       （大阪府岸和田市） 

  ○[案 3] 投票資格者の 1/6以上（明石市：39,752人） 

       （大阪府豊中市、岩手県奥州市） 

[案 4] 投票資格者の 1/10以上（明石市：23,852人） 

       （広島県広島市） 

   [案 5] 投票資格者の 1/50以上（明石市：4,771人）で議決必要、1/4以上は議決不要 

       （新潟県上越市） 

   【考え方】 

・市町村の合併の特例等に関する法律における合併協議会設置の住民投票の署名数の要件

である 1/6にならっています。 

・明石市の有権者数（約 24万人）を勘案すれば、1/6が適当ではないかと考えます。 

 

 (3) 投票権者について 

 ① 年齢要件について 

   ○[案 1] 20歳以上 

        （群馬県桐生市、山口県防府市、千葉県野田市） 

 

    [案 2] 18歳以上 

        （大阪府豊中市、大阪府岸和田市、新潟県上越市） 

[案 3] 16歳以上 

        （神奈川県大和市） 

   【考え方】 

・地方自治法上の条例制定請求権にならい、20歳以上とします。 
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② 国籍要件について 

○[案 1] 日本国籍を有する者に限定 

        （群馬県桐生市、山口県防府市、千葉県野田市） 

    [案 2] 定住外国人（特別永住者、永住資格者）まで拡大 

        （大阪府豊中市、大阪府岸和田市、神奈川県大和市、新潟県上越市） 

【考え方】 

・地方自治法上の条例制定請求権にならい、日本国籍を有する者とします。 

 

(4) 投票結果の取扱いについて 

   ○[案 1] 結果の尊重 

        （大阪府豊中市、大阪府岸和田市、神奈川県大和市、新潟県上越市） 

         ※結果尊重の主体は、豊中市が市長及び市議会、岸和田市が市、大和市及び

上越市は市民、市議会、市長 

    [案 2] 法的な拘束力を認める 

        （該当自治体なし） 

   【考え方】 

・法的拘束力のある住民投票条例は、「法律の範囲内」では認められないとする見解が一般

的です。 

・自治基本条例第 14 条第 2 項では、「市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなけ

ればならない。」と定められており、この規定は、住民投票の結果は、市長等や市議会を拘

束するものではないが、尊重すべきことを定めています。 

 

(5) 意見表明方法について 

   ○[案 1] 二者択一 

        （新潟県上越市） 

    [案 2]  二者択一を原則とし、事案により３つ以上の選択肢から１つを選択 

        （大阪府豊中市、大阪府岸和田市、神奈川県大和市） 

   【考え方】 

・二者択一型が一番わかりやすく、多くの住民の参加が期待できます。 

・そもそも住民投票は、○か×かを問える問題や段階で行うべきものであり、調整が不可

欠な問題や議論が未成熟な段階で行うべきものではないとの考えが二者択一型を採用する

背景としてあります。 

・多数の選択肢を設定した場合、恣意的な選択肢となるおそれがあることから、設問形式

は二者択一が適当と考えます。 

 

 (6) 住民投票の成立要件について 

   ○[案 1]  成立要件を設けない 

        （大阪府豊中市、大阪府岸和田市、神奈川県大和市） 

    [案 2]  成立要件（1/2以上の投票率）を設ける 

        （新潟県上越市） 

   【考え方】 

・投票成立要件として 1/2の投票率を定めている自治体が多いですが、明石市の規模で 1/2

要件を満たすことは難しいと考えられます。 

・投票成立要件を設けると、投票に行かないよう働きかけるボイコット運動が起きる可能

性があり、この場合は投票に行くこと自体がその者の意思表示とみなされることも考えら

れ、投票の秘密が保持されないおそれがあります。 

 

(7) 住民投票を実施した事案に対する再度の実施請求について 

   ○[案 1] 再請求の制限期間は設けない 

        （大阪府豊中市） 

    [案 2]  再請求の制限期間（2年間）を設ける 

        （大阪府岸和田市、神奈川県大和市、新潟県上越市） 
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 【考え方】 

・社会情勢がどのように変化するかわからないことから、特に再請求の制限期間を設ける

必要はないと考えます。 

・同一案件で再度の署名収集は難しく、再請求は事実上困難であり、あえて制限する必要

はないと考えられます。 

 

(8) 他の選挙と同一日に実施することについて 

   [案 1] 同一日に実施する 

       （神奈川県川崎市） 

   [案 2] 同一日に実施しない 

       （新潟県上越市） 

○[案 3] 個別に判断する（他の選挙と重なるときは住民投票の期日を変更することができ

るものとする） 

       （大阪府豊中市、大阪府岸和田市、神奈川県大和市） 

   【考え方】 

・投票率を上げるためには、同一実施が良いと考えますが、市議会議員選挙や市長選挙の

場合に選挙と住民投票の争点が重なり、冷静な判断がしにくくなるなど弊害が生じること

も考えられるため、住民投票の実施期日を変更できるようにしておくことが適当と考えま

す。 

 

(9) 情報の提供主体について 

  ○[案 1] 選挙管理委員会 

       （大阪府岸和田市） 

   [案 2] 市長 

       （大阪府豊中市、神奈川県大和市、新潟県上越市） 

  【考え方】 

・公平中立性の確保のためには、独立した行政委員会である選挙管理委員会が行うことが

適当と考えます。 

 

(10) 住民投票運動の規制について 

  ○[案 1] 規制は不要 

       （大阪府豊中市、大阪府岸和田市） 

   [案 2] 規制は必要 

       （神奈川県大和市、新潟県上越市） 

  【考え方】 

・住民投票は、住民が議論を尽くした上で実施されるべきものであり、自由な投票運動が

必要不可欠ですが、規制を設けると、このような活動を萎縮させるおそれがあります。 

・また、結果に拘束力がない以上、罰則までは不要であり、規制する規定を設けてもそれ

は訓示規定に過ぎないので、あえて定めなくてもよいと考えます。 

 

(11) 条例の附則について 

条例制定後、2年を目途に検証し、必要があれば見直しを図ることを附則で定めます。 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

 平成 25年 1月       パブリックコメントの実施 

〃  2月上旬～中旬  市民フォーラムの実施 

〃  3月       3月定例市議会に住民投票条例案を提出 
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参考資料 
(1) 住民投票の対象事項について 

[案 1] 対象事項を列挙して限定する 

○ 千葉県我孫子市 

 （市民投票を行うことができる事項） 

第 2条 市民投票は、法令に基づき投票に付することができる事項を除き、次の各号のいずれか

に該当する事項であって、かつ、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項につ

いて行うことができる。 

 (1) 市の存立の基礎的条件に関する事項 

 (2) 市の実施する特定の重要施策に関する事項 

 (3) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の市及び市民全体に重大な影響を与える政策上

の具体的事項 

２ 前項の規定にかかわらず、市民投票は、もっぱら特定の市民又は地域のみを対象とする事項

については、行うことができない。 

 

[案 2] 対象事項を広く定義するとともに、対象とならない事項を列挙する 

○ 大阪府豊中市 

 （投票に付することができる事項） 

第 2条 自治基本条例第 30条第 1項の将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項

は、市及び市民全体に利害関係を有する事案であって、市民に直接その賛否を問う必要がある

と認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。 

 (1) 市の権限に属しない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この

限りでない。 

 (2) 議会の解散その他法令の規定に基づき市民が投票を行うことができる事項 

 (3) 市の組織、人事又は財務に関する事項 

 (4) 前 3号に掲げるもののほか、市民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事

項 

 

○ 大阪府岸和田市 

 （住民投票に付することができる事項） 

第 2条 自治基本条例第 20条第 1項に規定する岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題（以

下「重要課題」という。）とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接

その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。 

 (1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この

限りでない。 

 (2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項 

 (3) 市の組織、人事及び財務に関する事項 

 (4) 前 3号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事

項 

 

○ 新潟県上越市 

 （定義） 

第 2条 この条例において「市政運営に係る重要事項」とは、市及び市民に直接の利害関係を有

する事項（市の権限に属さない事項にあっては、対外的に市の意思を表示するものに限る。）で

あって、市民の間又は市民、市議会若しくは市長等の間に重大な意見の相違が認められる状況

その他の事情に照らし、市民に直接その賛成又は反対の意思を問う必要があるものをいう。た

だし、次に掲げるものを除く。 

 (1) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき市民による投票を実施する

ことができる事項 

 (2) 市長等の組織、人事、予算の調整及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の

事務処理に関する事項 

 (3) 市税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項 

 (4) その他市民投票の実施が不適当と認められる事項 
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 [案 3] 対象事項を広く定義し、対象とならない事項は定めない 

○ 神奈川県大和市 

（市政に係る重要事項） 

第 2条 自治基本条例第 30条第 1項及び第 31条第 1項から第 3項までに規定する市政に係る重

要事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要がある

と認められるものとする。 


