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東村山市自治基本条例策定市民会議（要旨） 

第 16回「『中間報告』へのアンケート、審議会意見を材料に検討する」 

日時：平成 25年 1月 20日（日） 午前 10時 00分～午後 0時 10分 

場所：東村山市市民センター2階 第 1～第 3会議室 

 

注）文中に出てくる資料番号は、すべて第 16回市民会議のもの。 

開会 

 全体進行役の進行で、市民会議を開会した。 

 

■事務連絡 

 3月にまとめる条例骨子の『最終報告』に向けたワーキングを開催する。2月

24日（日）14：00～16：00、市民センター1 階の第 7会議室にて行う。 

 

1．前回のおさらい 

 前回の市民会議で行った自治（まちづくり）に関係する主体の整理について

おさらいした。（資料 4参照） 

 

■前回のおさらい（全体進行役より） 

 前回の市民会議では、他自治体の自治基本条例に見られる「市民」「市民等」

の用語を切り口に検討したなかで、自治（まちづくり）に関係する主体につい

て 3つの考え方を整理できた。 

 まず、市民として市のサービスを受けるには、単に市内に住んでいるだけで

なく住民票が必要である。ただし、何らかの事情で住民票を移せない人もいる

ので、住民票がなくて住んでいる場合でも、受けられる市のサービスがある。 

 次に、市長、市議会議員を選挙できる人は、法律で決まっている通りである。

なお、住民投票の請求、投票ができる人については、まだ検討していない。 

 最後に、市政について決定する前の検討過程や市をよくするための市民活動

には、市内在住でなくても、市内で働く人や学ぶ人、納税・寄付する人、有識

者など、もっと広い範囲の人が関わりをもてるとした。 

 上記の整理を、条例骨子の『最終報告』に反映したい。 

 

2．『中間報告』へのアンケートと自治基本条例市民参画推進審議会の報告 

 『中間報告』に関するアンケート結果のまとめと自治基本条例市民参画推進

審議会で委員から出された意見の報告を行った。また、市が実施した市民意識

調査の結果についても紹介した。（資料 3-1、3-2、3-3参照） 

 その後、それらを踏まえた今後の検討課題を提示し、全体での質疑応答、意

見交換を経て確認した。（資料 4参照） 
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■『中間報告』アンケートのまとめ（事務局より） 

 昨年 11 月 1 日から今年 1 月 10 日まで実施したアンケートの提出数は 252 人

だった。（＊第 17回市民会議で 260件に訂正）問 1、問 2の回答者の基本情報は、

資料 3-1の 1ページにまとめている。2ページ以降では、設問ごとに寄せられた

意見を整理して要旨を作成した。すべての意見は、各班のテーブルに資料を配

置したので読んでほしい。 

 問 3「まちの課題」では、インフラ整備、自然や生活環境など多くの分野につ

いて意見が出された。問 4「東村山らしさ」については、市民会議で出されたの

と同様のものが多かったが、素朴、気さく、のどか、地域のつながりがある等、

住民の気質についての意見が寄せられた。問 5「まちづくりで大事にすること」

は、市民会議と同様に市政の情報をわかりやすく伝えることのほか、小中学生

が市政について学ぶ機会があるとよいなどの意見が寄せられた。 

 問 6「自治（まちづくり）の担い手に期待すること」として、市長・市役所、

市議会に対してはインフラ整備、まちづくりのビジョンを示す、経費削減と効

率的な行政運営などが出された。市民参加や住民投票についての意見もあった。

自治会、NPO・ボランティア団体などに対しては、ネットワークづくりやコーデ

ィネートの役割を期待しており、自分自身が関わっていきたいこととしては、

まちおこし、防犯、子育てなどの活動に参加することが挙げられている。 

 問 7「自治（まちづくり）のために充実してほしいしくみ」として出ていたの

は、わかりやすく情報を伝えるしくみ、参加のしくみ、人と人のつながりをつ

くるしくみ等で、しくみとしては現行のもので十分であり運用が大切だという

意見もあった。住民投票について触れた意見も出ている。 

 

■審議会委員から出された意見（事務局より） 

 昨年 12月 18日に開催された、平成 24年度第 1回自治基本条例市民参画推進

審議会で委員から出された意見について、資料 3-2を使って報告する。 

 まず、長期にわたって熱心に会議に参加しているメンバーの皆さんに是非よ

ろしく伝えてほしいとのことだった。参加人数が増やせないか、コーディネー

ターのチーム力で長い会議を開催できていると思う、会議のプロセスや出され

た意見を残しておきたい、という意見があった。 

 今後、市民会議で検討してほしいこととしては、親しみやすい条例の名称の

ほか、前文に東村山らしさ、子ども、人権について盛り込んではどうかという

意見や、多磨全生園や国立ハンセン病資料館がある当市ならではのものとして、

人権があるのではないかという意見があった。また、住民投票等の直接請求と

議会・市長との関わり、自治基本条例制定後の運用方法についても意見があっ

た。 
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■平成 24年度市民意識調査結果報告書（事務局より） 

 資料 3-3 は、市が昨年実施した市民意識調査のなかから、東村山らしさや市

政との関わりに関連する項目を抜粋したものを参考資料として配付した。全文

はホームページや公共施設で見ることができる。 

 

■今後の検討課題（全体進行役より） 

 『中間報告』アンケートの結果について、市民会議の検討結果と方向性が共

通するものは裏付けの材料となり、方向性が異なるものは検討することになる。

3月の市民会議は『最終報告』を確認することになるので、大きなテーマがあれ

ば 1月、2月の市民会議の検討課題としたい。 

 アンケートや審議会意見をもとに、今後検討すべきと考えられる課題を、資

料 4の 1ページにまとめた。 

 「住民投票のあり方」については、前回も話に出てきたが、これまで十分に

検討していないので、本日の検討課題にしたい。 

 「自治基本条例の制定後の取り組み」については、『中間報告』でも「自治基

本条例の運用のチェックと見直し」を今後の検討課題としており、次回の検討

課題としたい。「自治基本条例の名称」についても、次回の検討課題にしたい。

他自治体では、条例の主旨を反映させたユニークな名称をつけているところも

ある。 

 

《以下の質問に対し説明を行った。○はメンバーからの質問》 

○ 子どもや教育について意見が出ているが、中学校が 2 学期制をとっている

ことについて、3学期制の方がよいと考える。 

○ 東村山らしさとして八国山などの自然や風景が挙げられているが、自分も

そんな自然に憧れて風致地区に引っ越してきた。ところが、近年になって開

発が進んできている。 

⇒ アンケートでは、まちの課題に取り組むための基本ルールが自治基本条例

であることを知ってもらうために、まちの課題は何かという設問も入れた。

しかし、自治基本条例そのものに個別の課題を盛り込むわけではないので、

その点を理解してほしい。（全体進行役） 

○ 東村山らしさということでは、以前検討した条例前文については、いつ確

認するのか。 

⇒ 条例前文については、第 13回、第 14回の検討をもとに整理し、『最終報告』

を検討する際に確認したい。（全体進行役） 

○ 自治基本条例の名称については、広く公募などしてはどうか。 

⇒ 実際に決めるときには、公募も考えられる。それとは別に、市民会議メン

バーとして、名称案を出してもよいかと考える。（全体進行役） 
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○ 住民投票について本日検討するとのことだが、現在の東村山市でのルール

はどうなっているのか。 

○ 住民投票を請求する署名で、1人が何件も書いていないかなどのチェックは

どうしているのか？ また、有権者の 50 分の 1、3 分の 1 というのは、東村

山市ではどのくらいの数になるのか。 

⇒ この後の住民投票の情報提供に含めて説明したい。（全体進行役） 

 

3．住民投票のあり方を検討する 

 住民投票のあらましや条例に基づく住民投票の流れ、過去に行われた住民投

票の事例について情報提供を行った。（資料 4参照） 

 

■情報提供（全体進行役より） 

《住民投票のあらまし》 

 住民投票は、特定の案件に関し、住民に直接賛否を問うものである。首長や

議会が住民の考えを反映できていないと考えられる場合でも行えるよう、住民

が住民投票の実施を請求できるしくみを備えている。 

 難しいのは、「住民投票法」のような単一の法律がないため、請求の要件や投

票の方法、結果の効力などについて、いくつかのタイプがあることである。 

 なお、「国民投票」については、平成 19（2007）年に憲法改正に関する国民投

票法が定められた。投票権は満 18歳以上となったが、民法や公職選挙法が改正

されるまでは現行の満 20歳以上となっている。 

 住民投票のタイプを大きく分けると、まず、法律に基づいて実施され、投票

結果に法的な効力があるタイプがある。例えば、地方自治法に基づき、地方議

会の解散や首長・議員の解職を問う「リコール」と呼ばれるもので、有権者の 3

分の 1 以上の署名で請求されると住民投票が実施され、過半数の賛成があると

解散、解職が成立する。 

 次に、条例に基づいて実施され、投票結果に法的な効力がないタイプがある。 

 

《条例に基づく住民投票の流れ》 

 条例に基づく住民投票は、さらに「個別型」と「常設型」に分かれる。 

 「個別型」は、個別の案件ごとに住民投票条例を定めて実施する。現行で東

村山市民が活用できるのは、地方自治法にある、有権者の 50分の 1（2％）以上

の署名で条例制定を請求する「直接請求」のしくみである。住民投票を行うた

めの条例案を作成し、有権者の署名を集めて条例制定を請求し、議会で可決さ

れると住民投票が実施される。 

 「常設型」は、案件を特定しない住民投票条例を定めて実施する。自治体独

自に住民投票のルールをもつことを意味し、例えば、自治基本条例で基本的な
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事項を定めたうえで、常設型住民投票条例で手続きなどを定める例が見られる。

地方自治法の直接請求より高いハードルの署名数を要件とすることで、必要な

署名数が集まれば議会を経ずに住民投票を実施すると定めることもできる。 

 質問のあった、署名が有効かどうかのチェックであるが、地方自治法の直接

請求では自署のうえ押印が必要であり、選挙管理委員会でチェックする。チェ

ックの結果については誰でも閲覧でき、その後、有効署名数が確定される。 

 

《住民投票の実施例》 

 資料 4 の 4、5 ページに、条例制定による住民投票の実施例の一覧を載せた。

出典は新聞のデータだが、中立的なデータであると判断して使用している。 

 最初に行われたのは、平成 8（1996）年の巻町（現・新潟市）の原発建設の案

件である。 

 また、住民が住民投票を請求したケースが多いが、首長発議や議員発議で条

例が制定されて住民投票が実施されたケースもある。有名な徳島市の吉野川可

動堰の建設の案件は、住民による直接請求が議会で否決されたが、その後の市

議選を経て、あらためて議員提案で条例が制定されて住民投票が行われた。 

 投票の選択肢をどうするかも重要なポイントになるが、「賛成」「反対」の 2

択ではなく、名護市の米軍ヘリ基地建設の案件のように「条件付き賛成」「条件

付き反対」を入れた 4択や、鳥取市の市庁舎整備の案件のように「新築移転」「耐

震改修等」の選択肢にしたケースもある。 

 住民投票条例を求める直接請求の結果を見ると、成立したのは 5.82％となっ

ている。それならば署名数のハードルを上げても議会議決を経ない「常設型」

がよいのではと考えられるが、「常設型」はどの案件にも使えるルールのため、

逆に、案件に応じて投票年齢や選択肢を変えにくいというデメリットがある。 

 

■追加の情報提供（事務局より） 

 東村山市の有権者数は約 124,000 人で、人口の 81％になる。これまでに住民

投票のための条例制定が直接請求された事例は 2件ある。 

 1件は、平成 18（2006）年 12月に「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま

行うことについて市民の賛否を求める住民投票条例」の制定を求める直接請求

があり、17,291筆、有権者の 13.9％の署名が集まったが、議会にて 1票差で否

決された。 

 もう 1件は、昨年 8月に「（仮称）「秋水園リサイクルセンター」を 12億円で

建設することについて市民の賛否を求める住民投票条例」の制定を求める直接

請求があり、5,775筆、有権者の 4.6％の署名が集まったが、議会にて反対多数

で否決された。 
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4．住民投票のあり方を検討する（つづき） 

 休憩後、グループワーク、各組からの発表、全体検討を行った。（資料 4参照） 

 

■グループワーク 

 3班に分かれ、さらに班内を 2組に分けて、進行役と書記役を決めて話し合っ

た。3人のファシリテーターが各班（2組ずつ）に付いて、各組の進行役をサポ

ートした。 

 ワークシートに記載した、①②の 2 つの住民投票のしくみについて、メリッ

トとデメリットを出し合う形で検討し、書記役が A3 用紙に書きとった。また、

それ以外のしくみがあれば検討した。 

① 現状のとおり、地方自治法の直接請求のしくみを活用し、「有権者の 50 分

の 1（2％）以上の署名により住民投票条例の制定を請求し、議会で条例案

が可決されれば実施する」がよい。 

② 自治基本条例により、独自の住民投票のしくみ（常設型住民投票制度）を

設け、「署名数のハードルが高くても、必要数の署名が集まれば、請求のみ

で実施する」がよい。 

 

■発表 

 各組メンバーより、各しくみについてのメリット、デメリット、また、①②

以外に考えたしくみについて発表した。 

 

 A班-1  

 ①は、条例案を作成しなければならないので作業が大変である、また市民意

見が反映されにくいという意見があった。②は、いったんしくみがつくられる

とその変更が難しいのではないか、また何でも住民投票で賛否を問うことにな

ってしまうのではないかという懸念が出た。 

 

 A班-2  

 ①は、議会で否決されたら終わりなので市民意見が反映されにくいが、署名

数が多ければ議会を動かせるかもしれないという意見があった。自治基本条例

をつくるのであれば、民意の反映には②がよいのではという意見が出た。一方

で、②であれば議員がいらなくなってしまうという意見もあったが、そうなれ

ば議員が減って使われる税金も減るという話も出た。 

 

 B班-1  

 ①は、署名数のハードルは低いが、条例案を作成するとなると知識のハード

ルが高い。また、議会が入るので政治的な判断のフィルターがかかってしまう。
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②は、条例案作成の手間はないが、署名数が必要なのでハードルが高い。 

 

 B班-2  

 ①は、議会の勢力図によって結果が左右されてしまい、民意が通りにくい。

②は、署名数がハードルになっているが、私的な問題についての請求まで出て

きてしまうのではないかという懸念が出た。 

 

 C班-1  

 ①②共通で言えることとして、署名数によって段階的に議会での対応を変え

てはどうかという意見があった。また、署名の信ぴょう性がどのくらいあるの

かという疑問も出された。住民投票をすると議員を選んだ意味がなくなる、議

会を信用するのなら住民投票はいらないのではという考えや、②の方が民意を

反映できるという意見も出された。 

 

 C班-2  

 ①で設定されている有権者の 50 分の 1 という数は少なすぎるのではないか、

3分の 1くらいにした方がよいとの意見が出た。また、署名が有権者の 3分の 1

以下なら議会にかけ、3分の 1以上なら議会を通さずに行うという、署名数によ

って対応を変えるしくみが出された。一方で、署名はある一部の人が自分の知

り合いにお願いして集めることが多いので疑問があるとの意見も出た。 

 

■全体検討 

 各組の発表内容を共有しながら、全体検討を行った。 

 

○ ②は署名数のハードルを上げる代わりに議会を通さなくてよいということ

だが、署名数のハードルを低くし、かつ議会も通さなくてよいというやり方

もあると思う。 

⇒ ①②以外のしくみということで、③として選択肢に加えたい。 

  ただし、署名数のハードルを低くしてしまうと議会の意味がなくなってし

まうので、署名数はハードルを上げるのが一般的である。また、自分が住民

投票を求める案件ならばハードルが低い方がよいだろうが、そうでない案件

であっさり住民投票が行われてしまう場合も考えてほしい。（全体進行役） 

 

○ 有権者の 50分の 1をベースにはするが、例えば 5分の 3以上になったら議

会の過半数より低い割合で可決できるという、署名数によって議決の重みを

変えてはどうかという意見も出た。 

⇒ 議会の議決を過半数で行うというのは地方自治法に定められているので、
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現状では難しいだろう。（全体進行役） 

 

○ 署名数によって議会議決の必要・不要の対応を変えるというのは、②に含

まれると解釈したので、その他の案としなかったがそういう理解でよいか。 

⇒ ここでは、②の改良案として扱うことにしたい。（全体進行役） 

 

○ 「常設型」の場合で、議会議決を経ないで済む合理的な署名数というもの

はあるのか。他市ではどうなっているのか。 

⇒ 必要署名数は自治体によって様々であるが、人口の多い自治体では署名を

集めるのが難しいため、10 分の 1 とか 5分の 1 といった割合になっている。

合理的な数字ということでは、有権者の 3 分の 1 は議会の解散請求ができる

数字であり、政治的に意味のある数字であるといえる。 

  また、「常設型」の住民投票制度をもった場合でも、地方自治法によって住

民投票条例を直接請求することはできるが、独自に定めた「常設型」の住民

投票制度があることが理由となって、地方自治法による住民投票条例の直接

請求はすべて議会で否決する根拠にもなり得る。（全体進行役） 

 

■投票 

 全体検討を踏まえて、各自で望ましいと考える住民投票のしくみを 1 人 1 票

で投票した。黄色の付箋に「支持理由」や「改善点」を書く形で行った。 

 選択肢は、ワークシートにある①②のほか、②の改良案として「署名数によ

って議会議決の必要・不要を分ける」、③として「署名数のハードルを低くし、

なおかつ議会を通さずに住民投票を行うことができる」を投票の対象とした。 

【投票の結果は、9～12ページを参照】 

 

■次回予告（全体進行役より） 

 次回の第 17回では、自治基本条例の名称と制定後の取り組みを考える。 

 各自が条例制定後にどんな取り組みを行っていきたいか、これまで検討して

きた内容にふさわしい条例の名前は何か、を考えておいてほしい。 

 

閉会 

 次回（第 17回）は 2 月 17日（日）、時間と場所は今回と同様であることを確

認し、振り返りシートの記入を行った。 

 

 

 

 



●①しくみが全国共通。条例案作成のしくみは簡素化が必要。

●①具体例がある。ただし、せっちゅう案もすてがたい…。

●①議会での承認がいる点。多くの人の目にふれたり考えてもらうのはよいが、議員の考え

が優先するのではないか。

●①発起の人数は少なくても良いが、利害関係人の多少で物事が決まらないように本来の代

議制の意味の有る議会をからませる（議会に決定権を持たせる）。

●①市長・市議は 4年に一度選挙が実施される。この信用の度合いを大切。裏がえせば、投

票により責任をもつ。

●①個別型（条件付き） ただし、50 分の 1 のルールを適用する場合、その署名数により

議会審議にそれをはんえいさせるように改正する。（※②［改良案］か？）

●①但し、議会審議については、署名の 1/3 をもって可決とし、住民投票で決める。尚、住

民投票数によってはどうするか？検討が必要。（※②［改良案］か？）

●①に賛成する。ただし、条例案に対する署名の％テージが高ければ、議会の％テージを低

くする。

●①署名式は支持しない。理由（偏った回答になってしまう）（※④その他か？）

（※）はファシリテーターによる注記

投票結果 住民投票のあり方を検討する

① 現状のとおり、地方自治法の直接請求のしくみを活用し、「有権者の 50 分の 1（2％）

以上の署名により住民投票条例の制定を請求し、議会で条例案が可決されれば実施す

る」がよい。
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② 自治基本条例により、独自の住民投票のしくみ（常設型住民投票制度）を設け、「署名

数のハードルが高くても、必要数の署名が集まれば、請求のみで実施する」がよい。

●②常設型 署名数が集まれば必ず実施することができるから。

●②署名数が多ければ議会の決議を不要にする。

●ハードルを高くした署名数にし、住民投票の実施を決める。

●署名数が多いという事は、それだけ市民の要望が強く、多いと解釈いたしました。①より

は②が良いと思いました。

●②が良い！民意を反映できるし、①だとわかりづらい気がする。わかりやすいものを自分

達で作りたい。どこまで民意を反映するか、どこまで議会を尊重するか難しい。

●議会も大事だとは思いますが、もっと民意が反映されるしくみが必要と感じています。

●せっかく意見を出しても議会に妨げられてしまうと無意味なのである程度の署名数得て

議会をスルーできる仕組みも含める②は円滑に進められると思うので良いと感じました。

●②理由：より民意を反映できる。必要な署名数については、1/50 以上 1/3 未満の間で決

めるのがよいのではないか？

●「常設型」賛成。必要署名数 1/10（有権者の）は必要。案件の多発防止。有権者は 18 歳

が望ましい。

●自治基本条例に盛込むことにより住民投票の意識が高まる。ハードルを高くすることによ

り安易な署名がなくなる。条例は簡単に変えるものでないから当初より設ける。

●②乱発の心配は署名数で調整すべき。対象となるのは市の「かたち」に影響するような問

題になるはずだから、議会へ委任している事項の範囲外と考えるべき。

●ハードルが高ければ安易に請求数が多くならないのでは？

●ハードルが高くないと、税金の無駄になる。賛否を問う投票は充分な議論を行う期間を設

ける。

10



② 【つづき】

［改良案］署名数によって議会議決の必要・不要を分ける。

（例）・署名数 1/3 以上：議会の議決が不要

・署名数 1/3 未満：議会の議決が必要

●署名数によって議会議決の要不要を決められる仕組にする。

●②が良いと思うが政治的な意見が反映されてしまう為、議会の審議については、集まった

署名数（割合）で行うか行わないかを決めるという案が良い。

●住民の意向が直接反映できて良い。但し、請求数によって議会審議の要、不要を別途考慮

すべきと思う。

●②常設型 署名の数によって（パーセンテージは別途検討）議会を通さないで住民投票を

可能とする。

●②基本的には所沢市のものがいいと思っているが、住民投票がしやすいよう、1/50 以上

1/5 未満のときは議会を通し、可否判断。1/5 以上は通さないというのがいい。

●署名数に応じて①、②を使いわけるべきだが、基本的には②で、ただし②の場合は署名数

が多い場合のみで、なるべく議会を通すようにしたい。

●②常設型 独自に定め住民投票する。如何なる場合も議会の賛否を問う。（※④その他

か？）

（※）はファシリテーターによる注記
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その他（緑の付箋に上記以外の「しくみ」を記載）

＊実際には緑の付箋は使用されず、全体検討のなかで提案された③を加えた

③ 署名数のハードルを低くし、なおかつ議会を通さずに住民投票を行うことができる。

－

④ その他

●しくみは多い方が良いと考えるので、①のしくみも②のしくみもアリとして、個々の案件

ごとにどちらのしくみを使うのか選択できるようにするのが良いと考えます。

●③折ちゅう案として賛成。注意点（議会制民主主義との矛盾、行政コストが高い）（※②

［改良案］か？）

●署名数によって議会決議の有無がある方が民意反映になるのでは（条例案の作成は必要に

なると思う）。（※②［改良案］か？）

（※）はファシリテーターによる注記
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