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１．住民投票について
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① 住民投票制度の分類

リコール

（議会の解散、議員・長の失職）

合併協議会の設置

地方自治特別法の制定

（一の地方公共団体のみに適用される法律）

内容

合併特例法に基づく住民投票

地方自治法に基づく住民投票

憲法に基づく住民投票

項目

※他都市での実施事例

原子力発電所建設の賛否（新潟県巻町）、産業廃棄物処理施設設置の賛否（岐阜県

御嵩町）、市町村合併の賛否（埼玉県富士見市）、市庁舎建設の賛否（鳥取市） など

■ 憲法、法律で制度化されているもの

■ 地方自治体の条例に定めるもの（自治基本条例関連）

条例の規定による（※）

内容

条例に基づく住民投票

項目
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② 条例による住民投票を実施するには

①住民

③市長

②議員

議

会

成立

不成立

可決

有権者の1/50以上(※)

の署名で「住民投票条

例」制定を請求

意見を付けて付議

議員定数の1/12以上の

賛成による条例提案

（住民投票は実施しない）

市長

自ら発議

否決

【住民投票条例の成立までの流れ】

住民投票を行うためには、「住民投票条例」の制定が必要になる。

条例制定は、以下のような手続きとなる。

※佐賀市の有権者数は約１９万人（H24.9現在）、1/50で約3,800人

××××

住民投票

を実施
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③ 条例のタイプ（個別設置型と常設型）

①個別設置型・・・住民意思の確認の必要性が生じたときに、案件ごとに、議会

の議決により条例を制定して実施するもの

②常設型・・・あらかじめ住民投票に必要な要件（対象となる事項や発議など）を

条例に定めておき、要件を満たしたとき、速やかに投票が実施できるもの

・制度の濫用につながる可能性

・住民、議会、長の十分な話し合いによる

合意形成の過程を損なう可能性

・制度の柔軟性に欠ける

・一定の要件を満たせば実施が可能

・迅速な対応が可能

・制度としてのルール化が図られる。

常設型

・案件ごとに条例制定を要するため、時間

がかかり即応性に欠ける。

・条例が制定されるか不確実となる。

・個別の制度設計が可能

・投票の対象が明確

・制度の濫用を抑止することが可能

個別設置型

デメリットメリットタイプ
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④ 住民投票条例を制定する場合の

標準的な構成要素

内容項目

市長、議会に対して結果の尊重義務を規定するか

（結果に法的拘束力はなく、結果を受けての市長、議会の判断となる。）

８．投票結果の取扱い

投票率５０％などの基準を定めるか７．投票の成立要件

二者択一、三者択一など形式をどうするか６．投票の選択肢の形式

公職選挙法上の有権者に加え、１８歳以上の住民や在住外国人まで拡

大するか

５．投票資格者の範囲

住民投票実施の期日をいつにするか４．投票期日

（常設型のみ）

住民、議員、市長のうち誰が提案できるのか

３．発案権者

（常設型のみ）

住民の１／○以上の署名をもって住民投票を実施するか など

２．実施要件

投票の対象として、何をテーマとするか１．投票の対象事項
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⑤ 他都市での規定の状況

５団体／５０団体常設型を規定

４５団体／５０団体

個別設置型を規定

（具体的な制度を規定していないものを含む）

団体数項目

【出典】平成２３年４月 地方行財政調査会による227市区対象をした調査結果〔５２団体が自治基本条例を制定〕

（対象：県庁所在市＋20万人以上市＋特別区＋無作為抽出市）

２団体／５２団体住民投票の規定なし

５０団体／５２団体住民投票の規定あり

団体数項目

■ 住民投票の規定の有無

■ 「住民投票の規定あり」の場合の規定内容
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⑥－１ 他都市での整理

・市長は、住民投票をできる規定

・住民投票の実施については、個別に条

例を定める〔個別設置型〕

・市長、市議会は、住民投票の結果を尊

重する

・市民投票の実施については、個別に条

例を定める〔個別設置型〕

・定住外国人を含む

・市民及び市は、市民投票の結果を尊重

する

・町は、町民投票の制度を設けることがで

きる

・町民投票の実施については、個別に条

例を定める〔個別設置型〕

・町長は、投票結果の取扱をあらかじめ

明らかにする

内容 参考（手引きや解説書の抜粋）名称

・特記事項なし

伊予市自

治基本条

例

・投票権を有する者は、定住外国人を含めた

20歳以上の者とするが、案件により投票資格

者の範囲は異なることが想定されるので、個

別条例に規定する

加賀市ま

ちづくり基

本条例

・町民投票は住民意思確認のための最終手段

として位置づけ

・町民投票は事案によりその内容が多種多様

であり、投票結果をより有効に機能させるた

め、個別事案が発生した時点で条例を制定

する

ニセコ町ま

ちづくり基

本条例
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⑥－２ 他都市での整理

・市長は以下に該当する場合は、住民投

票を実施しなければならない。〔常設型〕

①18歳以上の日本国民の1/5以上の署名

②市議会での出席議員の過半数の賛成

③市長の発議

・市民、市は、住民投票の結果を尊重する

・住民投票に関し必要な事項は別に条例

で定める

・市長は、住民投票を実施できる

・住民投票条例について、自治法に基づ

く条例制定の請求又は発議を規定

〔個別設置型〕

・市長は、住民投票の結果を尊重する

内容 参考（手引きや解説書の抜粋）名称

・いわゆる「外国人参政権」の問題が、国等に

おいてもさまざまな議論が行われていること

から、この条例では住民投票の請求者に、

外国籍市内在住者は含まれないこととして

います

所沢市自

治基本条

例

・住民投票に係るような重要な意思決定は、市

長と市議会の基本的役割であり、住民投票の

実施については、対象となる事項について住

民との十分な情報の共有がなされているか、ま

た、実施に要する経費の問題など、様々な観

点から検討を加える必要があることから、市議

会での十分な議論を経て、一つひとつの案件

ごとに、条例で定めることとしています

熊本市自

治基本条

例
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⑦ 費用試算（佐賀市で実施する場合）

約８００万円システム改修費用（１回のみ）

約６，９００万円計

約４００万円署名の審査

約５，７００万円住民投票の実施（人件費、会場設営費、啓発費など）

金額項目

※今回の費用試算にあたっては、市長・市議選挙の費用試算をベースとして、住

民投票の場合に不要となる備品購入費や選挙運動にかかる公費負担分を差

し引いて算出した。
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⑧ 考え方の整理

個別設置型

常設型

規定しない

規定する

自治基本条例に

自治基本条例に

住民投票制度

※条例の制定改廃請求権

自ら発議市長

議員定数の1/12以上の賛成議会

有権者の1/50以上の署名住民

主な要素（詳しくは６ページ参照）

・年齢

・外国人の取扱い

・署名の数

・結果の取扱い など

要件は地方自治法のとおり（※）

要件の緩和

・年齢１８歳以上

・外国人を含む など
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２．自治基本条例を推進する方策

について
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① 他都市での規定の状況（見直し期間）

２６団体／５２団体見直し期間の規定なし

２６団体／５２団体見直し期間の規定あり

団体数項目

【出典】平成２３年４月 地方行財政調査会による227市区対象をした調査結果〔５２団体が自治基本条例を制定〕

（対象：県庁所在市＋20万人以上市＋特別区＋無作為抽出市）
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②－１ 他都市での整理（見直し期間）

第25条 市は、この条例について、社会、経済

等の情勢の変化等により、改正する必要が生じ

た場合は、遅滞なく改正しなければならない。

第57条 町は、この条例の施行後4年を超えな

い期間ごとに、この条例がニセコ町にふさわし

いものであり続けているかどうか等を検討する

ものとする。

2 町は、前項の規定による検討の結果を踏ま

え、この条例及びまちづくりの諸制度につい

て見直す等必要な措置を講ずるものとする。

内容 参考（手引きや解説書の抜粋）名称

・この条例を「育てる条例」としていきます

・時代経過による条例の形骸化を防止し、その時代

に即応した条例とするため、条例の一部改正等の

見直しを規定しています。

加賀市まち

づくり基本

条例

・本条例は「育てる条例」として位置付ける。育てるこ

とは、時代経過による条例の形骸化を防止し、町民

が本条例に関心を持ち続ける動機付けとなることで

ある。

ニセコ町ま

ちづくり基

本条例
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②－２ 他都市での整理（見直し期間）

・この条例が情勢に適応するために必要な事項につ

いて規定しています。

第28条 市長は、この条例の理念を踏まえ、条

例の施行日から５年を超えない期間ごとに、

各条項が、本市にふさわしく、社会情勢に適

応したものかどうか検討するものとする。

２ 市長は、前項の規定により、市の施策につ

いて、将来にわたって個性豊かで活力に満

ちた地域社会を実現するために必要な措置

を講ずるものとする。

伊予市自治

基本条例

規定なし

第３９条 市長は、この条例の施行後、４年を超

えない期間ごとにこの条例を見直し、適切な

措置を講じます。

２ 市長は、この条例の見直しに当たっては、市

民参画の手続を実施します。

内容 参考（手引きや解説書の抜粋）名称

―

所沢市自治

基本条例

・昨今の状況を踏まえると、今後の社会情勢や経済

情勢の変化は、予想できない状況です。そこで、

自治の在り方をより進んだものとしていくために、

４年を超えない期間ごとに条例の見直しを行い、適

切な措置を講じることとしました。

熊本市自治

基本条例
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③ 他都市での規定の状況（運用管理）

２３団体／５２団体条例の運用状況を管理する規定なし

２９団体／５２団体条例の運用状況を管理する規定あり

団体数項目

【出典】平成２３年４月 地方行財政調査会による227市区対象をした調査結果（５２団体が自治基本条例を制定）

（対象：県庁所在市＋20万人以上市＋特別区＋無作為抽出市）

１９団体／２９団体審議会、委員会等の設置

１９団体／２９団体市の庁内組織による調査・公表、行動計画の策定など

団体数項目

■ 条例の運用状況を管理する規定の有無

■ 「条例の運用状況を管理する規定あり」の場合の規定内容

※両方規定する自治体もある



17

④ 他都市での整理（運用管理する規定）

・この条例の施行状況等や、参画協働に関

する事項を調査協議するための推進体制

について、基本的な事項を規定していま

す。

第２６条 市長は、この条例に定める市民の参画と協

働に関する事項を調査協議するため、市長の附

属機関として、伊予市参画協働推進委員会（以下

「推進委員会」という。）を置く。

伊予市自治基本

条例

―規定なし

加賀市まちづく

り基本条例

・この条例を実効性のあるものとするため、

条例に基づく活動等を検証、評価する組

織として「自治推進委員会」を設置するも

のです。

第３７条 本市の自治の推進を図り、個性豊かで活

力に満ちた社会の実現に寄与するため、市長の

附属機関として熊本市自治推進委員会（以下「委

員会」といいます。）を設置します。

熊本市自治基本

条例

第３１条 市長は、この条例の運用状況について調

査及び検討に努めるとともに、この条例の実効性

を確保するため、所沢市自治基本条例推進委員

会（以下「委員会」といいます。）を設置します。

規定なし

内容 参考（手引きや解説書の抜粋）名称

・この条例が制定するだけでなく、条例の趣

旨に即して運用され、実効性の確保を図る

ことを規定しています。

所沢市自治基本

条例

―

ニセコ町まちづ

くり基本条例
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⑤ 推進方策の考え方の整理

規定しない

見直し期間の規定

期限を定めない

運用管理する規定

規定しない

期限を定める

市の庁内組織による

調査・公表など

審議会、委員会の設置

議会による検証

・「必要なとき」

・「一定期間ごと」 など

・「5年」

・「４年」 など

・運用管理する中で担保する。
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３．佐賀らしさについて
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� これまでの検討で出された意見

●第１回会議 「子育て・教育」

「子育てしやすいまち（まなざし運動など）」、「（佐賀らしい）教育の町」、「教育を中心にすえ

た町」 など

●第３回会議 「教育」

「善か悪かで事に処する心の育成がたいせつである。」 など

●第４回会議 「佐賀市民は教育（人財育成）をすすめます！」

「私は「公」の志を持った若者を育てる。」、 「私は国際理解教育に目覚める子供、雰囲気を

醸成したい。」 など

① 教育

� 条文案

（子どもの育成）

第○条 市民及び市長等は、別に条例で定めるところにより未来を託す子どもの健やかな育

成を図るよう努めるものとする。
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� これまでの検討で出された意見

② 地域コミュニティ活動

� 条文案

●第１回会議 「自治力」

「自分たちの地域は自らの手に築き上げる」、「自立する姿勢と利他行」

●第３回会議 「地域コミュニティ」

「コミュニケーションをとれる場をつくり、市民みんなが積極的に参加する」 など

●第４回会議 「佐賀市民は主体的にまちづくりをすすめます！」

「私は地域のリーダーとなる」、「私は地域の老人会活性化のために動く」、「私は市民活動で

やれそうな事をまずやってみる」 など

（地域コミュニティ活動）

第○条 市民は、自治の基本理念を実現するため、身近な地域の課題を共有し、お互いに助

け合い、解決に向けて自ら行動するよう努めるものとする。

２ 市長等は、前項に規定する地域における自主的な市民活動（以下「地域コミュニティ活動」

という。）の役割を尊重するとともに、地域コミュニティ活動が促進されるよう支援に努める

ものとする。
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③ 皆さんが思う佐賀らしさ

○参考 第１回会議 「佐賀らしさ」

・佐賀らしさを大切にする

・佐賀が好きと言えるようなまち

・故郷に誇りが持てる街

・佐賀のいい所や温泉の名前が一つでも

すぐに言えるまち

・素通り出来ぬ街になってもらいたい

・「ないこと」が財産だと言えるまち

・田舎のイメージを変えていく

・佐賀平野の空と風をアピール

●佐賀らしさ

（キーワードや文章で）

・

・

・

・

・

・

・

・

前文や条文に反映


