
 

常設型住民投票条例を施行している自治体で住民・首長の発議要件に条件が付されている条例の住民投票対象事項及び除外事項（関係条文抜粋） 

我孫子市 人口 135,639人（平成23年10月1日） 北海道増毛町 人口5,160人（平成23年10月1日） 逗子市 人口 58,383人（平成23年9月1日） 

我孫子市市民投票条例 平成16年３月30日条例第9号 増毛町町民投票条例 平成16年12月22日条例第25号 逗子市住民投票条例 平成18年3月3日逗子市条例第1号 

（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。 

 

 

 （町民投票を行うことができる事項） 

第２条 町民投票は、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、町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) 町の存立の基礎的条件に関する事項 

 (２) 町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、現在又は将来の町及び町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、町民投票は、もっぱら特定の町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。 

 

(定義) 

第2条 この条例において「市政の重要事項」とは、市民全体に関わる案件であっ

て直接市民にその賛否を問う必要が特に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) 議会の解散、議員の解職、市長の解職その他法令の規定に基づき住民投票を

行うことができる事項 

(2) 特定の市民又は特定の地域にのみ関係する事項 

(3) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関する

事項 

(4) 前 3 号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められ

る事項 

 

 

川崎市 人口1,430,939人（平成23年10月1日） 愛媛県四国中央市 人口92,315人（平成23年10月1日） 岐阜県多治見市 人口116,887人（平成22年4月1日） 

川崎市住民投票条例 平成20年6月24日条例第26号 四国中央市住民投票条例 平成21年3月26日条例第2号 多治見市市民投票条例 平成21年12月25日条例第52号 

（市政に係る重要事項） 

第２条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項（以下「重要事項」と

いう。）は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性の

ある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長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、住民に直接その賛成又は反対を確認する

必要があるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項又は議会若しくは市長

その他の執行機関により意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接そ

の賛成又は反対を確認することが必要とされる特別な事情が認められるものでな

ければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。 

  法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項 

  住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の

権利等を不当に侵害するおそれのある事項 

  専ら特定の地域に関する事項 

  市民（川崎市自治基本条例第３条第１号に規定する市民をいう。以下同じ。）が

納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とする事項 

  その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項 

 

 (住民投票に付する事項) 

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要な事項は、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。 

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができな

い。 

(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思を表明する必要があると認めら

れるときは、この限りでない。 

(2) 法令の規定により住民投票を行うことができる事項 

(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項 

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項 

(5) 市民が納付すべき金銭の額の増減を対象とする事項 

(6) 前各号に定めるもののほか、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 

 （重要事項） 

第２条 前条に規定する重要事項とは、市及び市民全体に影響を及ぼす事項であっ

て、市民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるものをいう。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

る場合を除く。 

 (２) 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が投票

を行うことができる事項 

 (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 

 

 



 

常設型住民投票条例を施行している自治体で住民・首長の発議要件に条件が付されている条例（関係条文抜粋） 

我孫子市 人口 135,639人（平成23年10月1日） 北海道増毛町 人口5,160人（平成23年10月1日） 逗子市 人口 58,383人（平成23年9月1日） 

我孫子市市民投票条例 平成16年３月30日条例第9号 増毛町町民投票条例 平成16年12月22日条例第25号 逗子市住民投票条例 平成18年3月3日逗子市条例第1号 

（請求及び発議） 

第４条 投票資格者は、前条第１項各号に掲げる者の総数の８分の１以上の者の連署を

もって、その代表者から、市長に対し、第２条第１項に掲げる事項について市民投票を

実施することを請求することができる。この場合において、署名に関する手続は、地方

自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）及び地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）に定める署名手続の例によるものとする。 

２ 市議会は、議員の定数の４分の１以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席

議員の過半数の賛成により議決された第２条第１項に掲げる事項について、市長に対

し、市民投票を実施することを請求することができる。 

３ 市長は、第２条第１項に掲げる事項について、市議会の同意を得て、自ら市民投票

を発議することができる。 

４ 市長は、第１項及び第２項の規定による請求があったときは、市民投票を実施しな

ければならない。 

 

 （請求及び発議） 

第４条 投票資格者は、前条第１項各号に掲げる者の総数の８分の１以上の者の連署を

もって、その代表者から、町長に対し、第２条第１項に掲げる事項について町民投票を

実施することを請求することができる。この場合において、署名に関する手続は、地方

自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）及び地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）に定める署名手続の例によるものとする。 

２ 町議会は、議員の定数の４分の１以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席

議員の過半数の賛成により議決された第２条第１項に掲げる事項について、町長に対

し、町民投票を実施することを請求することができる。 

３ 町長は、第２条第１項に掲げる事項について、町議会の同意を得て、自ら町民投票

を発議することができる。 

４ 町長は、前第１項及び第２項の規定による請求があったときは、町民投票を実施し

なければならない。 

  

 (住民投票の請求及び発議) 

第4条 投票資格者は、市政の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署

をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票を請求することができる。

2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条

第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から

第3項までの規定の例によるものとする。 

3 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議

員の過半数の賛成により議決された市政の重要事項について、市長に対して書面により

住民投票を請求することができる。 

4 市長は、市政の重要事項について、自ら住民投票を発議するときは、あらかじめ、

住民投票の適否について逗子市市民参加条例第12条の市民参加制度審査会に諮問し、3

分の2以上の承認の議決を得た上で行うことができる。 

5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは

第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき又は前項

の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、逗

子市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)委員長にその旨を通知しなけれ

ばならない。 

6 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、第2条各号の規定

に該当する場合を除き、住民投票を拒否することができないものとする。 

 

川崎市 人口1,430,939人（平成23年10月1日） 愛媛県四国中央市 人口92,315人（平成23年10月1日） 岐阜県多治見市 人口116,887人（平成22年4月1日） 

川崎市住民投票条例 平成20年6月24日条例第26号 四国中央市住民投票条例 平成21年3月26日条例第2号 多治見市市民投票条例 平成21年12月25日条例第52号 

（発議又は請求） 

第４条 投票資格者は、その総数の１０分の１以上の者の連署をもって、住民投票を発

議し、その代表者から、市長に対し、その実施を請求することができる。 

２ 議会は、議決により住民投票を発議し、市長に対し、その実施を請求することがで

きる。この場合において、議案を提出するに当たっては、議員の定数の１２分の１以上

の者の賛成がなければならない。 

３ 市長は、自ら住民投票を発議することができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合においては、

当該発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうと

され、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項について、住民投票を発

議することができない。 

（議会への協議） 

第１１条 市長は、第４条第１項の規定による請求を受けたとき、又は同条第３項の規

定により自ら発議するときは、住民投票の実施について、速やかに議会に協議を求めな

ければならない。 

（住民投票の実施） 

第１２条 市長は、第４条第２項の規定による請求を受けたとき、又は前条に規定する

協議を経たときは、住民投票を実施するものとする。ただし、当該協議の結果、議会の

議員の３分の２以上の者の反対があるときは、この限りでない。 

 

(住民投票の請求及び発議) 

第4条 第7条第2項に規定する投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、前条

に規定する者の総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、

第2条第1項に規定する市政に係る重要な事項について、住民投票の実施を請求するこ

とができる。 

2 前項に規定する請求に係る署名の手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1

項から第3項までの規定の例による。 

3 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席

議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に規定する市政に係る重要な事項に

ついて、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。 

4 市長は、市議会との協議を経て、自ら住民投票を発議することができる。 

5 市長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは

第3項の規定による市議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は

前項の規定により自ら発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、四国中央

市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなけれ

ばならない。 

6 市長は、住民請求又は議会請求があった場合は、当該住民請求又は議会請求に係る

事項が第2条第2項各号に規定する事項に該当するときを除き、住民投票を実施しなけ

ればならない。 

 

（市民投票の請求及び決定） 

第３条 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第１項に規定する選挙人名簿の

登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、重要事項について、

その総数の４分の１以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面によ

り市民投票の実施を請求することができる。 

２ 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

74条第６項から第８項まで、第74条の２第１項から第６項まで及び第74条の３第１

項から第３項までの規定の例によるものとする。 

３ 市議会は、議員の定数の12分の１以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出

席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、市長に対して書面により市

民投票の実施を請求することができる。 

４ 市長は、重要事項について、自ら市民投票の実施を決定することができる。ただし、

議会の議決を経なければならない。 

５ 市長は、第１項の規定による市民からの請求（以下「市民請求」という。）又は第

３項の規定による議会からの請求（以下「議会請求」という。）があったときは、市民

投票を実施しなければならない。 

６ 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は第４項の規定により自ら市

民投票の実施を決定したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、多治見市選挙管

理委員会（以下「選挙管理委員会」という。）にその旨を通知しなければならない。 

 （市民投票の形式） 

第４条 前条に規定する市民請求、議会請求及び市長の決定（以下「市民請求等」とい

う。）による市民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は

決定されたものでなければならない。 

  


