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平成２５年度第２回四街道市市民参加推進評価委員会会議録 

 

日時：平成２５年８月２６日（月） 

１８時００分～２０時１０分 

会場：四街道市役所こども保育課２階会議室 

 

【出席者】 

 委 員：石川久委員長、中嶌いづみ委員、三木由希子委員、牧野昌子委員 

草野幸男委員、金子篤正委員、田汲明委員、以上７名 

（欠席…冨樫直子委員） 

事務局：大野政策推進課長、森田副主幹（市民活動推進室長）、齋藤副主査 

 

【会議次第】 

１）開 会 

２）議 題 

 

１ 平成２５年度 市民参加手続の実施予定（追加）の評価 

資料

№ 
行政活動の名称 担当課 

１ 四街道市税条例の一部改正【実施予定シート】（適用除外） 課税課 

２ 四街道市介護保険条例の一部改正【実施予定シート】（適用除外） 高齢者支援課 

３ 四街道市開発行為指導要綱の一部改正【実施予定シート】（適用除外） 都市計画課 

４ 
四街道市都市計画法に関する開発許可の基準に関する条例の制定
【実施予定シート】 

都市計画課 

 

２ 四街道市市民参加条例の見直しについて 

 

 ３）閉 会 
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【会議録】 

 

事務局（大野政策推進課長） 

本日は７名のご出席をいただいておりまして、四街道市市民参加条例施行規則第１０条

第２項の規定数に達しておりますので、本日の会議は成立いたします。 

それでは、市民参加条例施行規則第１０条第１項の規定によりまして、委員会の議長は

委員長にお願いいたしたいと思います。石川委員長からご挨拶をいただきまして、その後

の議事の進行をお願いいたします。 

 

石川委員長 

市民参加推進評価委員会における条例の見直しについての論議も山場を迎えているとこ

ろですが、忌憚のないご意見をいただき、本委員会として四街道市の市民参加がより一層

推進されるよう寄与できればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは会議を始めさせていただきます。 

まず、会議録の作成ですが、会議録における署名、発言者名については、審議会等会議

の公開に関する指針の解釈運用基準の規定により、原則として明記することとなっており

ますので、本委員会におきましても明記する取扱いとさせていただきます。 

続きまして、傍聴希望の方の確認をいたしたいと思います。事務局いかがでしょうか。 

 

事務局（森田副主幹） 

１名、いらっしゃいます。 

 

石川委員長 

はい。それでは、会議の公開・非公開につきましては、議事運営に支障が認められる場

合は非公開になりますが、本日の議事内容につきましては支障がないと思われますので、

審議会等の会議の公開に関する指針の３、会議の原則公開の規定により、公開とし入室を

認めたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

また、会議資料につきましては、審議会等会議の公開に関する指針の解釈運用基準の規

定により、傍聴人の閲覧に供するものとしますが、このうち議事次第については配付する

ものといたします。なお、資料につきましても配付することといたしたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

傍聴の方の入室を許可し、資料を配布することとします。 

 

 それでは、議事に入ります。 

 議事１について、１件ずつ審議したいと思いますので、最初の案件について事務局から

説明をお願いいたします。 
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事務局（森田） 

最初に配布資料の確認をさせていただきます。 

資料は、開催通知、諮問書の写し、会議次第、議題資料として資料１から資料４、条例

の見直しに関する資料５、資料６、中嶌委員から事前提出いただきました、「四街道市市民

参加条例見直しについての意見」ホチキス止め４枚のものでございます。不足等ございま

したらお申し出ください。 

それでは、１頁、資料１をご覧ください。 

 「四街道市税条例の一部改正」についての実施予定シートでございます。 

 行政活動の概要としましては、地方税法の一部改正に伴い、公的年金等の所得に係る市

民税の特別徴収の見直し、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税の見直しなどにつ

いて改正するものでございます。 

 手続対象の根拠は、条例第６条第１項第３号に該当し、行政活動の実施予定時期は、平

成２６年４月でございますが、公的年金等の所得に係る市民税の特別徴収の見直し、公社

債等及び株式等に係る所得に対する課税の見直しなどの改正であり、法令の基準に基づい

て行うもの、また、市税の賦課徴収に関するもので、第６条第２項第３号及び５号に該当

するため、適用除外とすることとしております。 

 以上が、「四街道市税条例の一部改正」についての実施予定でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

石川委員長 

 「四街道市税条例の一部改正」について説明がありました。この件について質疑等がご

ざいましたらお願いします。 

（「なし」という声あり） 

 

 よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

 それでは、「四街道市税条例の一部改正」についての手続は、適正であるとしてよろしい

でしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

 「四街道市税条例の一部改正」については、適正であるといたします。 

 次に、資料２の説明をお願いします。 

 

事務局（森田） 

 ２頁、資料２をご覧ください。「四街道市介護保険条例の一部改正」についての実施予定

シートでございます。 

 行政活動の概要としましては、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴

い、延滞金の割合等の特例に係る規定を改正するものでございます。 

手続対象の根拠は、条例第６条第１項第３号に該当し、行政活動の実施予定時期は、平
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成２６年１月でございますが、延滞金の割合等の特例に係る改正であり、法令の基準に基

づいて行うものであること、また、市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもので、第

６条第２項第３号及び第５号に該当するため、適用除外とすることとしております。 

 以上が、「四街道市介護保険条例の一部改正」についての実施予定でございます。よろし

くお願いいたします。 

 

石川委員長 

 ありがとうございました。「四街道市介護保険条例の一部改正」について、質疑等がご

ざいましたらお願いします。 

 延滞金の割合等の特例に係る規定を改正するということですが、計算方法が変わるので

しょうか。 

 

事務局（森田） 

 延滞金の率は、年１４．６％、最初の１カ月は年７．３％になっていますが、改正内容

は、国内銀行の貸出約定平均金利の前々年１０月から前年９月における平均に、１％を加

算した割合で計算するということのようです。 

 

石川委員長 

この件に関してはよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

 それでは、「四街道市介護保険条例の一部改正」についての手続は、適正であるとしてよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

 「四街道市介護保険条例の一部改正」については、適正であるといたします。 

 次に、資料３の説明をお願いします。 

 

事務局（森田） 

 ３頁、資料３をご覧ください。 

 「四街道市開発行為指導要綱の一部改正」についての実施予定シートでございます。 

 行政活動の概要としましては、法令・条例に基づく規定の整備及び公共公益施設整備負

担金に関する規定を廃止するものでございます。 

 手続対象の根拠は、条例第６条第１項第６号に該当し、行政活動の実施予定時期は、平

成２６年４月でございますが、この要綱の改正内容は、住生活基本法に基づく計画名称の

変更及び「都市計画法に基づく開発許可基準に関する条例」、この次の資料４の案件ですが、

その条例で定める条項の削除等であり、軽易なもので第１号に該当、また、公共公益施設

整備負担金の廃止は、その他金銭の徴収に関するものであり、第５号に該当するため、適

用除外としております。以上が、「四街道市開発行為指導要綱の一部改正」についての実施

予定でございます。 
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石川委員長 

 ありがとうございました。「四街道市開発行為指導要綱の一部改正」について、質疑等

がございましたらお願いします。 

 

三木委員 

 都市計画法に基づく開発許可基準に関する条例で定める条項の削除が、第１号の軽易な

ものに該当するとした趣旨は、新たに定める条例の制定で、パブリックコメント等の市民

参加手続を実施するので、開発行為指導要綱の改正については、条例の制定に伴い内容を

開発行為指導要綱から削除するものだから、軽易なものと判断したということで良いでし

ょうか。 

 

事務局（森田） 

 そのとおりでございます。新たに定める都市計画法に基づく開発許可基準に関する条例

で市民参加手続を実施しますので、開発行為指導要綱から条例で規定する内容に該当する

条項の削除については、制定に伴う規定の整備であるため軽易なものといたしました。 

 

三木委員 

 シートの詳しい理由の中に、必要な手続きは条例制定において行っているということを

記述した方が良いと思います。 

 

田汲委員 

 括弧書きで記述しても良いと思います。 

 

石川委員長 

 その方が分かりやすいですね。次の資料４の案件の新たに制定する条例について、市民

参加手続が実施されるので、本件については、その条例の制定に伴う開発行為指導要綱の

整備ということで軽易なものということですが、実施しない根拠の詳しい理由の欄に、条

例の制定との関係を記述されると分かりやすく良かったということですね。 

 手続的には適正であるということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

 それでは、「四街道市開発行為指導要綱の一部改正」については、手続的には適正であ

るが、適用除外とする理由については分かりやすく記述した方が良いという意見を付ける

ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

「四街道市開発行為指導要綱の一部改正」については、手続的には適正であるが、適用除

外とする理由について分かりやすく記述した方が良いということにいたします。 

 次に、資料４の説明をお願いします。 
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事務局（森田） 

４頁、資料４をご覧ください。 

 「四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定」についてでござい

ます。 

行政活動の概要は、都市計画法に基づき、都市計画法施行令で定められている開発許可

の技術的基準を、条例で強化又は緩和することが可能となっているため、主として自己の

居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に関し、道

路・公園等の強化基準、敷地面積の最低限度を条例で定めるものでございます。 

 手続対象の根拠は、条例第６条第１項第３号に該当し、行政活動の実施予定時期は、平

成２６年４月でございます。 

 実施する市民参加手続は、市民会議を２５年１０月に、意見提出手続を１１月に実施を

予定しております。 

 以上が、「四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定」についての

実施予定でございます。よろしくお願いいたします。 

 

石川委員長 

 「四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定」について、質疑等

がございましたらお願いいたします。 

 

草野委員 

 現在は、開発行為に関する条例は無く、指導要綱で行ってきたということで良いのでし

ょうか。指導要綱なので強制力がないということでしょうか。 

 

事務局（森田） 

 現時点では、条例ではなく開発行為指導要綱という行政指導で開発事業者にお願いをし

ているということでございます。あくまでも行政指導であり強制力がないので、今回新た

に条例で、道路・公園等の基準、敷地面積の最低限度について規定しようとするものです。 

 

中嶌委員 

 実施する市民参加手続は、市民会議が２５年１０月で、パブリックコメントが２５年１

１月の予定ということですが、市民会議の回数は１回か２回ということなのでしょうか。 

 

事務局（森田） 

 市民会議の具体の開催予定回数は把握しておりませんが、１０月の１カ月ということな

ので回数としては、１回若しくは２回ということだと思われます。 

 条例については、都市計画法施行令により定められている技術的基準の範囲で、道路の

幅員や公園の割合、敷地面積の最低限度を規定することとなるため、事務局となる都市計

画課において素案を作成の上お示しし、市民会議の中で議論をしていただくようでござい

ます。 
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中嶌委員 

 概略の案ができているということなので、手続としては、市民会議よりも意見交換会手

続の方が適しているように感じますが、市民会議を選択した理由は、メンバーに有識者に

入っていただくというようなことなのでしょうか。 

 

田汲委員 

 内容的に、市民会議への参加者は市民というより、開発業者等が多くなるのではないで

しょうか。 

 

事務局（森田） 

 市民参加条例上、パブリックコメントの他に、審議会等手続若しくは市民会議手続のど

ちらかを実施しなければならないこととなっておりますので、市民会議手続を選択し実施

するということでございます。 

 

三木委員 

 都市計画審議会は開催されないのでしょうか。 

 

事務局（森田） 

 都市計画審議会も開催し意見を聞く予定のようですが、都市計画審議会の委員構成で公

募市民の委員が委員数の２割に満たないということで、市民参加条例上の審議会等に該当

しない状況となってしまっています。 

 

石川委員長 

 他にはよろしいでしょうか。 

 

田汲委員 

 手続的には条例上の要件を満たしていますので良いのではないでしょうか。 

 

石川委員長 

 都市計画審議会の公募委員が２割に満たないとのことですが、他にもそのような審議会

は有るのでしょうか。 

 

事務局（大野） 

 殆どの審議会では、審議会等に関する指針を受け、条例の見直し時、或いは審議会の任

期が２年間となっていますので、任期により委員が替わる時点で２割以上になるような構

成になっていると思われます。都市計画審議会については、現時点で２割未満となってい

ますが、今後、条例の規定の見直しを行う予定があるということは、担当部署から聞いて

おります。 
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石川委員長 

 分かりました。それでは、「四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例

の制定」についての手続は、適正であるとしてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

 「四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の制定」については、適正

であるといたします。 

 議題１の４件の審議については以上です。いずれも適正であるということですが、答申

文につきましては、委員長に一任いただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

 

 続きまして、議題２、市民参加条例の見直しについて、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

事務局（森田） 

 前回の委員会で事務局で調査、整理することとなっていました「常設型住民投票条例」

と大和市の「市民登録制度」の２点について、資料として取りまとめましたので説明をさ

せていただきます。 

 最初に、資料５、常設型住民投票条例比較表をご覧ください。 

「常設型住民投票条例」について、条例の施行日、請求、発議の条件、投票資格者等、

８市の規定内容を一覧表にまとめたものでございます。これが全てではございません。一

部でございます。表の他に各市の条例の写しを添付してございます。 

表の見方でございますが、住民投票の対象としない事項の欄につては、条文に対象とし

ない事項の規定があるかないかを丸印で表記しましたが、殆どの市の条文が、「市政運営上

の重要事項」或いは「市政に係る重要事項」で、市民、住民に直接その賛否を問う必要が

ある事案を対象とするという規定をしており、「市の権限に属さない事項」や「他の法令の

規定に基づき住民投票を行うことができる事項」等を適用除外とする項目を列挙していま

す。 

高浜市の例では、資料５の１ページの第２条の規定のとおりです。 

神奈川県大和市のみは、適用除外とする規定を設けていないため、バー表記といたしま

した。請求、発議権者の欄については、愛知県高浜市の例では、市民の場合、投票資格者

の３分の１以上の連署で請求ができます。 

議会については、議員定数の１２分の１の賛成で提案し、過半数の賛成で議決されると

請求することができます。 

市長の欄の丸印は、市長自ら発議することができるということでございます。 

投票資格者については、左欄が市民の場合の年齢要件で１８歳以上のもの、右欄が外国

人の場合の年齢要件ですが、外国人については、表の下の※印３に記載のとおり、法に基

づく永住者の在留資格を持つもの等で１８歳以上のものとなっています。 

永住者の資格については、規定の内容に各市少しずつ違いがありますので、各市条例の

写しを添付させていただいております。 
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各市の規定内容の相違は、各項目欄に記載のとおりですが、請求者の数の要件や、投票

資格者の年齢等要件が事なっております。 

また、名張市、川崎市では、市民からの請求を受ける場合でも議決や協議が必要な場合

がございます。住民投票条例については以上です。 

次に、資料６、大和市の市民登録制度についてをご覧ください。 

大和市の「市民登録制度」につきましては、運用の状況について大和市に文書により照

会をいたしました。この大和市の制度は、あらかじめ登録されている市民に、市民参加に

関する情報を提供する制度でございまして、審議会の委員の公募予定、意見交換会の開催

予定、意見公募手続の実施予定等をファックスやメールによりお知らせをしています。こ

ちらからの照会内容については、登録者に対して、意見交換会や意見公募手続の情報を提

供した結果が、実績に反映されているかどうかを確認しようとしましたが、実績内容に市

民登録制度の登録者からの参加があったかどうかについては、大和市では確認していない

ということでございました。 

また、登録者数については、現在３９人、大和市の人口は、２３１，４７１人でござい

ます。制度を始めてから微増にとどまっている状況だということでした。資料６の２枚目

以降には、制度の根拠となっております「大和市自治基本条例」と「大和市市民参加推進

条例」の写し、市民向け周知用のホームページ掲載の写しを添付させていただきました。 

最後に、中嶌委員から事前提出いただきました、条例見直しに関するご意見を整理され

たペーパーを配布させていただきました。ホチキス止めで４枚ございます。 

１枚目は、前回の委員会の中で「規定を改正する必要のあるもの」、「ＰＲ等の周知で対

応するもの」、「内部の運用について」というようにレベル分けして意見の整理をお願いし

ますということになっておりましたので、おまとめいただき提出をいただいたものでござ

います。 

２枚目につきましては、条例の改正案を提案していいただいております。赤字の部分が、

中嶌委員のご意見でございます。３枚目には、その内容について説明をまとめていただい

ております。４枚目には、埼玉県和光市の事例を紹介する内容を添付いただきました。 

以上が、事務局からお配りさせていただいている資料の説明でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

石川委員長 

 ただいまの説明につきまして、質問のある方はお願いいたします。 

 

金子委員 

 大和市の市民登録制度がどのような制度なのか説明をお願いします。 

 

事務局（森田） 

 大和市も本市と同様に市民参加推進条例により市民参加を推進していますが、市民の参

加を促すことを目的に、事前に登録していただいた市民の方に対して、審議会の委員の公

募予定、意見交換会の開催予定やパブリックコメントの実施予定をファックスやメールに

よりお知らせをする制度でございます。 
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金子委員 

 四街道市でも、市政だより等で市民の皆さんにはお知らせをしていますが、大和市では

一般の市民の方にお知らせする内容と別のものを、事前登録者に対して知らせているとい

うことでしょうか。 

 

事務局（森田） 

 別のものではないと思います。市政だよりやホームページに掲載する内容を事前登録者

に個別にお知らせをしているということでございます。 

 

金子委員 

 市民登録制度は、他の自治体でも採用している一般的な制度なのでしょうか。 

 

事務局（森田） 

 全てを調査しておりませんが、埼玉県の春日部市で、同じ制度を平成２４年度から実施

しております。電話で問合せをしましたが、事前登録者に個別に情報提供をしていますが、

参加の実績については確認をしていないとのことでございました。 

 

金子委員 

 より市政に関心を持ってもらい、市民参加を進めるための制度ということですね。 

 

石川委員長 

 いくつかの自治体で同様の制度を運用しているところもあるようです。 

 また、事前登録者同士の意見交換会や勉強会を実施しているようなところもあるようで

す。 

他に質問はよろしいでしょうか。 

 それでは、意見交換に移ります。前回までは、今回の条例の見直しに際して、前期の委

員会の答申内容の中で、条例改正に反映されてなかったもの、今後に向けて課題になって

いるものについて、どのようにするべきかということで議論をしてきました。 

 条例を改正するべき内容か、運用面での改善、工夫を図るべきものかというようなこと

ですが、本日の会議にあたっては、事前に意見提出をお願いしましたところ、中嶌委員に

意見を取りまとめ、資料を提出いただきましたので、中嶌委員からご説明をお願いいたし

ます。 

 

 中嶌委員 

 １枚目の資料は、見直しにあたって「規定を改正する必要のあるもの」、「ＰＲ等の周知

で対応するもの」、「内部の運用について」に区分した意見の内容です。 

 ひとつ目の「規定を改正する必要のあるもの」については、２枚目で説明します。 

ふたつ目は、周知についてですが、市民提案の提案件数が少ないので、もっと効果的な

ＰＲをされた方が良いのではということと、市民参加条例による参加がどれくらい行われ

ているかわかりやすい資料を作成して、四街道市は、市民参加を重視した市政を展開して
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いますよということをＰＲした方が良いのではという提案です。 

 次の意見は、これまでの会議の中でも言っておりますが、四街道市市民参加条例は、市

の重要な新規施策や計画・条例の制定改廃等について「市民参加アセスメント」をかける

ような制度設計になっていますので、そのことを庁内に周知し、施策の進行にあたって、

市民参加を組み込んだスケジュールで進められるように、研修や説明会等を行ってはとい

う提案です。それから、評価シートについては、これまでも意見に基づいて改訂をしてい

ただいて分かりやすくなってきているところですが、各実施担当課において、バラつきが

あるので、市民参加とは、市民の意見とはという点について、適切な記述がなされるよう

アドバイスをされたいという意見です。 

 ２枚目の資料は、条例の改正案についての意見ですが、間もなく委員として３期目が満

了しますので、前回の答申内容で見直しに反映されていない意見については、今回も意見

として申し上げておきたいという思いで提出をしました。必ず改正しなければならないと

いうことではなく、市民の皆様のニーズがないのであれば、問題提起ということで提出し

たいと思います。 

 大きく分けて２点です。１点は、市民参加手続の実施予定や実施状況、市民提案手続の

対応等に対して意見を提出できるようにすること、もう１点は、住民投票の請求ができる

ようにすることです。四街道市では、過去に住民投票を何度か実施した実績もありますし、

住民投票は市民参加の重要な手段だと思っています。 

 直近の住民投票は、地域交流センターの建設の是非を問うもので、２００７年に実施さ

れていますが、この時点では市民参加条例は施行されていたものの、市民参加の対象とは

なっていませんでした。計画の段階で、条例が運用されていて確実に市民参加手続が行わ

れていれば、住民投票を実施する前に問題が解決されていたのではないかと思います。 

 しかしながら、いざ住民投票が必要、実施しようとなった時に、常設型の住民投票条例

がないと、市民の方たちが熟議のうえで投票できないのではないかと思います。 

 地域交流センターの住民投票の時には、条例の制定請求等の手続を踏んで実施されてい

ると思いますが、建設が必要なのかどうか、建設された後の問題等をじっくり考える時間

がなかったのではないかと考えたところです。ですので、常設型の住民投票制度があれば、

じっくり考えたうえで投票することができるので、意見として提出しました。 

 改正の案については、資料の赤字部分です。市民参加手続に対する意見の提出は、第１

７条で、市の市民参加推進本部に対して意見を提出することができることとし、推進本部

とこの推進評価委員会の意見を付して公表することとしてはどうかという案です。 

 住民投票については、１８条から２０条までです。埼玉県和光市が、市民参加条例の中

に住民投票制度について規定していますので参考にしています。 

 第１８条では、選挙権を有する者の６分の１以上の署名により住民投票を請求できるも

のとしています。第３項では、市長は請求を受理した日から９０日以内に実施しなければ

ならない、第５項では、住民投票の投票権を有するものは、２０歳以上のものとし外国人

も含めることとしています。第１９条第３項では、市民や市の機関は、住民投票執行まで

の間に熟議、熟慮に努めることとするとしています。第２０条では、投票結果を尊重する

ものとしています。改正の案については、以上のとおりです。その考え方を説明したのが

３枚目のペーパーです。 
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 まず、住民投票制度の意義ですが、住民投票は市民の意思を明らかにし、市政に反映さ

せるために有効な手段であり、特に、住民投票によることが有効だと考えられるのは、次

の４点のケースです。 

１番目は、議会と市長の判断にねじれがあるケース、２番目は、議会、市長の判断と多

くの市民の意思の間にねじれがあるケース、３番目は、議会や市長が是非を判断できない

ケース、４番目として、必ずしも市の施策ではなくとも、住民投票という形で市民の意思

表示をすることで、国、県、その他の市に関わりのある政策、事業決定に影響を与えるケ

ースです。 

 四街道市市民参加条例と住民投票制度の関係ですが、四街道市の市民参加手続は、「市の

機関が、行政活動に市民等の意見を反映させるために、市民等に意見を求める手続をいう。」

とされていますので、住民投票は、当該テーマについて大多数の市民の賛否や意見を明ら

かにすることによって、市民の意見を行政活動の決定の過程に反映させることができると

いうこと。住民投票の請求過程や実施過程で市民が熟慮・熟議する材料、機会が提供され

れば、市民がじっくり考えたうえで、ふさわしい意思表示をすることができるということ

から導入してはどうかという意見です。 

 一方、住民投票制度の課題として、コストがかかるので乱発されると困る、市長が発議

権を有する場合、悪い意味でのポピュリズムとなることが懸念される、また、熟議、熟慮

がなされていない住民投票の場合、政策に対して否定的な表決結果になった際に、可能な

代替案、適切なとるべき政策が見いだせない状況に陥ることがあり得るのではないかと思

います。 

 以上の点を踏まえた条例改正案の制度設計の考え方ですが、市民参加の手段として条例

に盛り込むということから、先程の４点の２番目、議会、市長の判断と多くの市民の意思

にねじれがある場合、４番目、住民投票という形で市民の意思表示をすることで政策、事

業決定に影響を与える場合のケースを想定しています。 

 議会と市民との判断のねじれのケースでは、住民投票条例の制定を請求した場合、条例

案が議会で否決されることが多いため、一定数以上の署名があれば議会の議決を必要とし

ない常設型が良いと考えています。 

 住民投票の対象については、ネガティブリスト等を規定すると、住民投票実施請求代

表者証明書の交付をしないという形で市民の請求が拒否される可能性があるの

で、規定していません。  

 請求者数については、常設型の場合には、濫発を避けるためにある程度の市民のニーズ

があることが確認できるような請求署名数を設定した方が良いと思いますが、署名収集が

不可能な設定となっては制度の意味がないので、有権者の１０分の１から５分の１の間が

適当ではないかと考え、和光市の数値及び、四街道市における過去の選挙や住民投票の結

果等を参考に６分の１としました。 

投票権者については、他市では１８歳以上としている例も多く、個人的には、選挙権に

ついても１８歳以上とすべきではないかと考えていますが、地方選挙等と合わせた方がわ

かりやすいのではないかと考え２０歳としました。 

また、成立要件をつけると、住民投票の実施と市民の投票行動が無駄となりますし、地

方選挙での投票率が５０％を上回らないことを考えると、投票率による成立要件は規定し
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ない方が良いと考えました。以上が制度設計の考え方です。 

 

石川委員長 

 ありがとうございました。中嶌委員の説明に対して、質問等がありましたらお願いいた

します。 

 

草野委員 

 住民投票の投票結果について、改正案の２０条では、「住民投票の結果を尊重するよう

に努める。」とありますが、他市の条例では、「住民投票の結果を尊重しなければならな

い。」という表現になっているようです。この違いはどのようなことかお聞かせ下さい。 

 

中嶌委員 

 投票結果の尊重についての規定は、「尊重するように努める。」でも「尊重しなければ

ならない。」でも、市町村合併時の協議会設置の住民投票のように、法律に定めのあるよ

うなものを除いては、住民投票の結果が出ても、最終的な判断は、市長或いは議会がする

こととなりますので、法的な拘束力がないものと考えていただいた方が良いと思います。 

 

草野委員 

 「尊重しなければならない。」場合は、議会は何らかの決議をしなければならないとい

うことですか。 

 

石川委員長 

 そういうことではないです。住民投票の結果は市民が決定した結果、議会の議決は議会

が決定した結果、市長の決定は市長が判断した結果ということです。 

 

三木委員 

 住民投票の対象となった案件が、誰の決定権の下にあるのかということによって判断す

ることになると思います。市長に決定権があるものであれば市長、議会に決定権のあるも

のであれば議会が判断することになると思います。中嶌委員の先程の説明のように、合併

協議会の設置などのように法令で定めのあるものは、住民投票の結果がそのまま決定とな

るものがありますが、住民投票の条例では住民投票そのものに決定するという権限を与え

てはいません。 

 

草野委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

 

石川委員長 

 他には如何でしょうか。 
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金子委員 

 四街道市では、地域交流センターの建設の賛否について、住民投票を実施した実績があ

ります。住民投票の結果に法的な拘束力がないということであれば、条例を制定する必要

性につては疑問を感じます。和光市の場合は、市民参加条例の中に住民投票の規定がある

ということなのでしょうか。 

 

中嶌委員 

 和光市の場合は、市民参加条例の中に住民投票の条項が規定されています。法的拘束力

の件に関しては、拘束力がなくとも地域交流センターの住民投票の結果が尊重されたよう

に、四街道では経験済みである思います。 

 

三木委員 

 四街道市では過去に少なくとも３回、住民投票が実施されていますが、良かったのかど

うか、その結果についてどのように受け止められているのでしょうか。 

 

草野委員 

 結果的には市民が判断したということで、良かったのではというように思います。 

 

田汲委員 

 自分の意見と違う結果になったものについては、違和感はありました。 

 

草野委員 

 住民投票を制度化する場合、常設型とするか、その都度条例化するのかということが問

題となると思うのですが、全国的な趨勢としては常設型が主流なのでしょうか。 

 

石川委員長 

 常設型は少しずつ増えてきてはいますが、全国的にはまだ少数です。理由のひとつとし

ては、常設型の住民投票条例があったとしても、実際に住民投票を実施する場合は、投票

にかかる経費を予算として計上し議会の認定を受けなければないので、予算執行を伴うと

いうことになれば、結果的に議会の審議を経なければならないということがあります。 

 

三木委員 

 先程の中嶌委員の意見は、案件ごとに個別の住民投票条例を制定する場合、制度づくり

にエネルギーが費やされてしまい、条例が制定されてから実際に投票を実施するまでの期

間が短いので、十分な議論ができないのではないかということだと思います。一方、常設

型の住民投票条例がある場合は、投票の実施について署名活動をすることとなりますので、

そのような期間、活動の中で内容についての議論や市民参加が十分できるのということに

メリットがあるのではということなのだと思います。 

 そのような点を考慮して、個別の案件ごとにその都度条例を制定して実施する方法が良

いのか、それとも地域交流センターの住民投票等の経験を踏まえて、常設型の条例を制定



 15 / 21 

 

した方が良いのかどうかということを議論した方が良いと思います。 

 そのうえで、今回の市民参加条例の見直しの中で検討するのか、条例の見直しではなく

単独の常設型条例を制定するのか、若しくは、自治基本条例の制定に併せて住民投票制度

の導入を検討するのかということの選択肢はいろいろあると思います。ただ、現時点では、

市民参加条例の見直しについて議論をしているので、この中で意見をまとめる必要がある

と思います。 

 

草野委員 

 案件ごとに個別の条例を制定して住民投票を実施する方法だと、市民側も行政側も条例

の制定までに相当の労力が必要なので、常設型の住民投票条例があった方が有効だと思い

ますが、現在の市民参加条例を改正して規定する場合は、議会で反対されるのではないか

という懸念があります。 

 また、先程、常設型の条例の場合でも投票を実施する場合には経費の問題で、予算につ

いて議会の承認を受けなければ執行できないということでしたが、予備費を使って行うと

いうことはないのでしょうか。 

 

石川委員長 

 例えば、何か他の選挙に併せて住民投票を実施するということであれば、ほとんど経費

はかからないと思いますが、必要な時期に単独で実施する場合には、選挙と同様な内容の

ことを行うことになるので、市長選挙等と同じ程度の経費が必要になります。 

 

金子委員 

 地域交流センターの住民投票の時は、市民側から請求して条例を制定し実施したのでし

たでしょうか。 

 

事務局（大野） 

 地方自治法の直接請求に基づいて実施しています。 

 

田汲委員 

 発議は誰がしたのでしょうか。 

 

三木委員 

 地方自治法に基づく直接請求なので、市民側の署名活動により、住民投票の条例制定が

請求されて、地域交流センターの建設の賛否を問う個別の条例を制定したうえで投票が実

施されています。 

 

田汲委員 

 四街道市では、住民投票条例や自治基本条例を制定する予定は有るのでしょうか。 
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事務局（大野） 

 現時点では、市の執行部の中でそのような議論はなされておりません。 

 

田汲委員 

 住民投票条例や自治基本条例を作るべきかどうかということを、この委員会で議論する

ことが妥当なのかという疑問があります。 

 

石川委員長 

 住民投票制度等のような、市民の意見を集約するため、明らかにするための仕組作りの

必要性と、仕組みは市民参加条例の一部改正で良いのか、自治基本条例を制定してその後

に住民投票条例を制定するのか、或いは単独で住民投票条例を制定するのかという問題が

あると思います。 

 私見ですが、和光市の市民参加条例の中の住民投票に関する規定は、実際に住民投票を

実施する場合について定めのない事項が多く、実務にそぐわないため規則で必要な事項を

定めています。規則で定めてしまっても良いのかと思われるものまで定められていますの

で、住民投票を条例化するのであれば、常設型の条例を制定するべきだと思います。 

 自治基本条例と併せて制定するのか、住民投票条例を先行させるのかはどちらでも良い

と思いますが、必要性の問題と十分な内容の条例とすることが重要です。例えば、富士見

市の場合は、常設型の住民投票条例が先に制定されて、後から自治基本条例が制定されて

います。いずれにしても、有効で市民が使いやすい条例とすること、議会も市長も納得で

きる仕組みとすることが重要です。 

 

金子委員 

 和光市の場合は、同時に制定されたのでしょうか。 

 

中嶌委員 

 和光市の市民参加条例は、平成１６年に施行されていて、住民投票の請求については、

１，０００名以上の署名による請求の場合は議会の議決が必要でしたが、平成２３年の改

正により、６分の１以上の署名の場合は、議会の議決を必要としないという内容になって

います。 

 

金子委員 

 和光市の場合は、市民の間で住民投票条例を制定しようというような機運が高まったと

いうことだったのでしょうか。 

 

中嶌委員 

 そこまでは把握していませんが、和光市で平成１７年に総合体育館建設凍結の是非を問

う住民投票の請求がありましたが、市議会で否決されているという経緯がありますので、

こういったことが、平成２３年の条例改正につながったという可能性は有ると思います。 
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金子委員 

 市民の１人としては、この先、住民投票が実施されるというような事態にはなって欲し

くないという気がしています。 

 

中嶌委員 

 市民参加条例の運用で、確実な市民参加が十分になされて市民の意見が反映され、政策

が決定されていくのであれば、それほど住民投票条例は必要ないと思いますが、もし住民

投票が必要になった場合には、熟慮、熟議がされた上で投票できるように常設の条例があ

った方が良いのではということで提案をしています。 

 

三木委員 

 住民投票について、市民の方がどのように考えているのか推測することは難しいのです

が、市民の側からすれば、市議会や市長が決定するものでも、一般的には全てにおいて白

紙委任をしているわけではないという事があるので、本当に大事な場面では市民の意見も

聞いて欲しいという意見があるので、それが住民投票につながって行くといことだと思い

ます。市民参加について、これまで市では、市民参加条例による市民参加手続により真摯

に対応してきているとは思いますが、それが全てということではなく、いろいろな工夫や

努力によって、より良い制度にしていく必要があるという問題意識は持つ必要があると思

います。 

 

金子委員 

 地方自治法に基づく制度で住民投票を請求できるので、過去に住民投票を経験した立場

からは、改めて別に住民投票の条例を制定することには違和感を感じます。 

 

三木委員 

 地方自治法に基づく５０分の１の署名による直接請求は、住民投票の条例の制定を求め

る事ができる制度なので、住民投票そのものを請求することとは異なります。 

 

中嶌委員 

 地方自治法に基づく請求により実際に条例が制定されて投票が実施された件数というの

は、確認すれば数えられる件数だと思いますが、請求はされたけど議会で否決され住民投

票が実施されなかった件数というのは実施された件数の１０倍、２０倍はあると思います。 

 

牧野委員 

 市民参加推進評価委員会としても、市民参加をより推進するにはどのようにしたら良い

かという点で議論する必要があると思いますが、過去の住民投票の結果を踏まえて、現在

の状況より常設型の住民投票条例を制定することで、市民参加が一歩進むということであ

れば進めていただきたいと思います。 
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金子委員 

 私としては、住民投票を実施する前に多くの市民参加により十分な議論がなされること

が重要だと思いますので、住民投票条例を制定する前に、市民参加条例の運用面において

工夫して市民参加を促す努力をするべきだと考えます。 

 

草野委員 

 市民参加のツールとして住民投票制度を用意しておくことは良いと思いますが、議会と

市長の間、議会と市民の間に意見の相違がある場合に有効だということですが、市民参加

条例の一部改正で行おうとすると無理があるような気がします。 

 それから、以前から言っているように市民参加を促すため、市民参加推進本部の役割等

や市民に対するＰＲの方法等、運用面でかなりの努力が必要だと思います。 

 

三木委員 

 どういう手続が必要なのかということと、その手続の運用がどうなのかという点は分け

て議論するべきだと思います。既にある手続をより良くして運用していくというのは重要

なことです。一方で住民投票条例については、市民参加のツールとして必要なのかどうか

という議論になるのだと思います。また、市民参加条例の運用面において、市民参加を促

す工夫をどのようにしたら良いのかことという点については別に議論する方が良いと思い

ます。 

 

石川委員長 

 住民投票制度について、どのような形で制度化していくのかということについては、問

題提起していく必要はありますが、今回の市民参加条例の見直しの中で、条例の一部を改

正して対応していくという意見を委員会として提出するのはどうなのかと思います。 

 現時点では、中嶌委員がまとめていただいた、ＰＲ等の周知で対応するもの、内部の運

用で対処するものの意見について、内容をもう一度振り返って議論をして提案していくと

いうことなのかと思います。 

 

中嶌委員 

 市側に引き続き検討してもらうという意見でも良いのですが、３年前にも今後に向けて

検討されたいという意見を提出したわけですが、結果的には進んでいないということなの

で、同じような意見では、次の見直しまでの期間でも同様の結果になるのではないかとい

うことが懸念されます。どのような考え、どのような体制で議論するのかということは考

えてもらいたいと思います。 

 

石川委員長 

 只今の意見について、他の皆様は如何でしょうか。 

 

牧野委員 

 現在議論されている常設型の住民投票制度の内容は、議事録として残り公表されるので
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しょうか。 

 

事務局（大野） 

 議事録を作成し公表することとなります。 

 

三木委員 

 今回の答申の内容については、条例の改正が必要かどうかということと、周知や運用面

について工夫が必要だという点について委員会として意見をまとめることになると思いま

すので、特に、前回の見直し時の委員会の答申内容で、現在の条例に反映されていない積

み残しの意見である住民投票条例の制定と、金銭徴収にかかる適用除外事項については、

可能な範囲で触れる必要があると思います。きちんと検討してもらえるような形で意見と

して提出するべきだと思います。 

 

草野委員 

 積み残しという話と、市民参加推進本部の役割はどのような関係になるのでしょうか。

議事録として残すのは良いのだけれど、その意見に対して市の推進本部の意見、考え方は

どうなのかということをこの委員会にフィードバッグしてもらい議論するような方法であ

れば前に進むような気がします。 

 

事務局（森田） 

 草野委員のご意見は、この委員会で議論されている内容、意見を市の推進本部に報告し、

委員会の意見に対する推進本部の考え方をまとめて、委員会にお示しするということでよ

ろしいでしょうか。 

 

草野委員 

 そのとおりです。 

 

事務局（森田） 

 前回の見直し時にいただいた委員会の答申内容については、推進本部に報告しておりま

す。 

 

草野委員 

 答申意見については、それで良いのだけれども、委員会の会議の中で条例の運用面につ

いて出ている意見についても考える必要があるのではないかということです。 

 

事務局（大野） 

 条例の見直しについては、３年間の間に行うこととなっていますので、その時機に合わ

せて議論を進めていく事になります。前回の答申意見は推進本部へも報告していますし、

今回の見直しにあたっても、前回の答申意見を踏まえ本委員会へ諮問する旨説明していま

す。その中で住民投票制度については、推進本部においては現時点で必要だという意見は
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出ていない状況です。また、条例を運用してきた中で、条項の見直しが必要だという意見

も特にありませんでした。そのような結果を受けて本年３月の本委員会の会議の中で、今

回の市民参加条例の見直しにあたっては、市側として見直しの必要はないと判断している

旨を説明させていただいたところです。 

 

草野委員 

 推進本部のそのような意見について、資料の中にはないわけです。 

 

事務局（大野） 

 資料としては特に用意はしませんでした。 

 

中嶌委員 

 前回の委員会の答申内容を確認すると、金銭徴収に関する事項については、適用除外事

項から削除し、市民参加手続の対象とすることが望ましいという意見を提出したけれども、

条例改正案に盛り込まれなかったということです。それから積み残されたものというのは、

答申意見の、今後に向けてというところに記載されている「住民投票制度について、これ

を市民参加の一環と捉えるか、あるいは自治の仕組みとして捉えるかといった観点等を考

慮しつつ、導入の是非を含め、慎重に検討すること。」と「不服申立て制度や苦情申出制度

の導入について、救済機関の位置づけを含め、検討すること。」という２点です。私は、こ

の２点について、今の委員会の任期の中で意見を提出するべきと考えて提出をしました。 

 この件については、市の推進本部の中でどのような議論がされたのかということもあり

ますが、本委員会においても、もう少し議論をする機会を積極的に作っても良かったので

はないかと反省しています。 

 

石川委員長 

 本委員会の現在の委員の任期はいつまででしたか。 

 

事務局（森田） 

 本年の１１月２４日まででございます。 

 

石川委員長 

 市民参加の仕組みとして住民投票制度をどのように位置づけるかということと、不服申

出制度の検討について、或いは運用に関するいくつかの問題点については任期中に結論を

出したいと思います。住民投票制度に限っては、過去に住民投票条例を制定した経験を踏

まえると、最終的には政策選択でどちらかを選ぶという問題なので、その前段で十分な市

民参加による議論がないと意味がないと考えています。別の議論になりますが、市民参加

の仕組みとして住民投票条例を作るのは現実的でないと思います。 

 次回の会議で委員会の意見として取りまとめるため、委員の皆様に、問題となっている

事項について、どのように思うか意見を記入するシートを配布しますので、皆様の意見を

出していただき最終的な議論をして意見を統一し答申を取りまとめたいと思います。 
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金子委員 

 確認ですが、前回の見直し時に委員会が出した答申内容、前回の会議資料６の２のよう

なスタイルで、住民投票制度についても何らなかの意見も記載するということで良いでし

ょうか。 

 

石川委員長 

 条例の改正が必要なものについて、運用面上の課題等について記載することになります

し、住民投票制度についても何らかの意見を載せるということになります。 

 

草野委員 

 私としては市の推進本部の役割がはっきりしないところが疑問なので、本委員会の意見

に対する市側の考え方も同時に出してもらう方が良いと思います。 

 

金子委員 

 本委員会が答申を提出した後で、市側で検討されることになるのではないですか。 

 

草野委員 

 委員会は、あと何回開催されるのですか。 

 

事務局（大野） 

 予定としては１回です。 

 

石川委員長 

 いずれにしても準備をした上で整理をしたいと思います。次回の会議までに委員の皆様

の意見をシートに記入していただき、それを事務局でまとめていただき準備をした上で、

これまでの会議で議論も踏まえて、次回の会議で整理したいと思います。 

それでは、事務局にお返しします。 

 

事務局（大野） 

本日は、長時間にわたりご議論いただきましてありがとうございました。次回の会議は、

１０月下旬から１１月上旬を予定させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

※次回の開催日について 

  三木委員から、委員の日程が合う日を確認し決定してはどうかとの意見があり、次回

の会議は、平成２５年１０月３１日（木曜日）午後６時から開催することで出席委員

全員の了承を得て終了。 


