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「住民投票条例」の制定をめぐって

けん

川崎市議会議員

ほりぞえ健

（事務局）
いよいよ６月定例議会で住民投票条例が審議されますね。
（堀添）
はい。住民投票制度の創設は、阿部市長が初当選した時の公約で
すから、私を含め待ちわびてきた市民の方々も多いのではないで
しょうか。まず平成１４年度に「住民投票制度検討準備会」が設
けられ その成果を踏まえて平成１５年から１６年にかけて学識
けられ、その成果を踏まえて平成１５年から１６年にかけて学識
者による「住民投票制度検討委員会」で検討が行われ、さらに平
成１７年から１８年にかけて公募市民、学識者による「川崎市住
民投票制度検討委員会」が設置されました。この間、平成１７年
４月には、住民投票制度の規定を含む「自治基本条例」も施行さ
れています。
（事務局）
かなり時間をかけて検討がされてきたのですね
かなり時間をかけて検討がされてきたのですね。
●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
（堀添）
生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
高校を経て東京工業大学を卒業。
そうですね。新制度の創設ということでみても、これだけの手順 ●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
と時間をかけていることは、異例と言ってよいかもしれません。 プライバシー保護等に従事。
●セブンーイレブン本部での情報システ
（事務局）
ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
川崎市で検討している条例案には、どのような特徴がありますか。 ムづくりに従事。
●2003年4月、川崎市議会議員に初当選。
（堀添）
●2007年4月、同２期目当選。
最終提案までに変わる点も出てくるとは思いますが 現時点で示 ●まちづくり委員会所属。
最終提案までに変わる点も出てくるとは思いますが、現時点で示
されている案は「使い勝手に配慮」したものになっていると思い ●ローカル・マニフェスト推進地方議員
連盟 共同代表
ます。具体的には、住民投票実施 ●経済産業省 システム監査技術者
に伴う費用を低減させることや、 ●妻と長女（高校３年）の３人家族
直接選挙で選ばれている市長や市議会との関連性を持たせてい
ること、１８歳以上の市民、一定の条件を満たす外国人市民に
も投票権を付与していること、などの点が特徴的ではないかと
思います。
思います
これらの諸点に関しては、議会でも徹底的な議論を行うことに
なりますが、いずれにせよ、川崎市の自治を支える柱の一つと
して、住民投票制度を一日も早く創設する必要があると考えて
います。
住民投票制度は、全国的にも、まだそれほど実施されているわ
けではありません。大切なのは、制度を整備するとともに、そ
れを積極的に活用していくことではないでしょうか。
（事務局）
ありがとうございました。
（２００８年４月１６日）
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川崎市住民投票条例（素案）のポイント
住民投票を発議できるのは、住民、市議会、市長。
○住民が発議するには、投票権を持つ市民の１／１０以上の署名が必要。
○住
が発議す には 投 権を持 市
／
以上 署名が必
→約１１万人の署名ということではハードルが高いのではないか？
⇒過去の直接請求では、１５％を超える署名が集められた実績もある。
→住民投票に付すことが適切かどうか、市長が条例適合性を事前審査することで、入口で
却下されてしまう危険性はないのか？
⇒できるだけ広く条例適合性を捉える。事前審査を市長ではなく第三者機関に委ねる
ことも検討が必要。
→議員の２／３以上が実施に反対した場合、実施されないことは問題ではないか？
○市議会が発議するには、議員の過半数の賛成による議決が必要。
→発議提案には、議員の１／１２以上（現在の定数では６人以上）の賛成が必要だが、も
う少し条件を緩く（あるいは厳しく）すべきではないか？
○市長が発議するには、議員の２／３以上の反対がない必要がある。
→市長も議員も直接市民から選ばれているのだから、それぞれの意志はできるだけ尊重さ
れるべきではないか？

有権者は１８歳以上の住民と、一定の条件を満たす外国人市民。
○１８歳以上の住民が有権者となる。
→選挙権と同じく２０歳以上とすべきではないか？
⇒１８歳以上であれば、住民投票の対象となる「市政に関わる重要事項」に対し、十分
判断能力があるのではないか？
○外国人市民のうち 特別永住者 永住者 ３年以上の在留者も有権者となる
○外国人市民のうち、特別永住者、永住者、３年以上の在留者も有権者となる。
→選挙と同じく日本国籍を持つ市民に限定すべきではないか？
⇒外国人市民も納税者であるとともに住民でもある以上、「市政に関わる重要事項」に
対して意志を表明することは、市民としての権利であるとともに義務ではないか。
⇒「３年以上の在留」では期間が短い（あるいは長い）のではないか？

住民投票は、原則として、選挙と同時に実施する。
○選挙と同時に行われると、投票までの期間が開きすぎてしまうのではないか？
→対象となる選挙は、市長選挙、市議会議員選挙（補欠選挙は除く）、参議院議員選挙、
衆議院議員選挙（任期満了に伴う選挙のみ）となり、平均すると１年強の期間となる。
→緊急性がある場合は単独で実施されるため、できるだけ「緊急性」を広く捉えることが
必要ではないか？
→原則は単独で住民投票を実施することとし、時期によっては選挙と同時にすることも可
能、という扱いにすべきではないか。
○選挙と同時に行うことで、その選挙結果に住民投票が影響するのではないか。
→選挙の争点と住民投票で扱う事項とが重なった場合、住民投票運動として行われる政治
活動によって、選挙の有利・不利に繋がる危険性はないのか。
⇒条例制定等の直接請求運動も、選挙期間と重なる場合はあるが、特に制限はされてい
ない。
→住民投票が選挙と同時に実施されることにより、選挙の争点と住民投票の争点との切り
離しが可能となるため 一つの争点だけで選挙が行われてしまう事態を避けることがで
離しが可能となるため、
つの争点だけで選挙が行われてしまう事態を避けることがで
きるのではないか。
○選挙と同時に行うと、公職選挙法の制限により住民投票運動に制約がでるのではないか。
→選挙期間中には、公職選挙法により、一定の政治運動が制限される。住民投票の直前の
期間に住民投票運動に制約がかかることは避けるべきではないか？
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なか

高津にあるのに

はら

せき

「中原堰」 説明板ができました

「中原堰」とは？
高津中央病院南側に流れていた旧平瀬川に設けられた農業用施設です。この堰でせき止め
られた水は、用水路で導かれて中原の田畑を潤していました。もともとは江戸時代から使わ
れていましたが、１９１４年に中原村の人々によってコンクリート製の堅固なものへ改修さ
れました。堰の側壁には、建設に尽力した旧４か村（上小田中、新城、下小田中、神地）の
責任者、中原村村長、石工の人々の名前と建設年代が記された銘板が埋め込まれています。

発掘調査の経緯について
「旧平瀬川・中原堰研究会」（代表
旧平瀬川 中原堰研究会」（代表 平井岩男氏）により、２００７年６月１２日に中原
堰の発掘調査が行われました。平瀬川の流路跡に自転車等駐輪場がつくられるため、堰の遺
構が埋められる前に、全体像を把握するためです。
発掘調査の結果、川幅約１０ｍの河川敷の土の中から、全体の高さ約３ｍ、長さ約９ｍ、
反対側は長さ約９ｍ、用水路への袖壁の長さ約４ｍの堅固な構築物が姿を現しました。

中原堰に行くには

（４月２４日付朝刊 読売新聞）

溝の口駅北口（ペデストリアンデ
ッキ側）から徒歩５分、総合高津中
央病院南側にあります。
なお、中原堰跡地は旧平瀬川駐輪
場内にあるため、この施設が供用開
始されるまでは近くに行くことはで
きません。近日中に供用開始となる
予定ですが、事前に高津区役所まで
ご確認の上、お寄りください。
（０４４－８６１－３１３１）

説明リーフレットがあります。
高津区まちづくり協議会事務局：高
津区役所地域振興課までお問い合わ
せください。
電話：０４４－８６１－３１３３
（上記説明もリーフレットを参考に
させていただきました。）
（現在の状況：右端に説明板があります）
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第３０回

「川崎市政に参加する会」のご案内
日時：２００８年５月８日（木）
午後７時から８時半まで。
場所：高津市民館 第１会議室

私たちの住む川崎市を「安心して暮らせるまち」に
していくためには、私たちの手でもっともっと変えて
いかなければならないと思います。
一人一人の主権者の皆様とともに、新しい川崎市の
あり方について、勉強し、議論し、実行していく場と
して、「川崎市政に参加する会」を開いています。
毎月、その時々にあったテーマを設定し、開催して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ
ます。

溝の口駅前マルイファミリー
溝口１－６－１０ ０４４－８１２－１０９０

第３０回 ５月８日（木）午後７時～ 高津市民館

「川崎市住民投票条例」
～住民投票制度は必要か？

６月定例会に提案される「川崎市住民投票条例」。市議会でも活発な議論が始まっています。
６月定例会に提案される「川崎市住民投票条例
市議会でも活発な議論が始ま ています
いまなぜ必要なのか。市議会はどう対応すべきか。当日は徹底的に意見交換を行います。

「川崎市政に参加する会」に参加して
最初に堀添さんから、予算の審議状況及び新実行計
画と新行政改革プラン（収入と支出が均衡する予算を
２２年度までに組むというもの）についての説明があ
りました。その後、川崎市の道路特定財源と道路事業
予算についての報告がありました。道路事業予算が３
４５億円に対して、道路財源が１４６億円、暫定税率
が無くなった場合約８２億円減るとのことでした。
その後参加者で活発な議論を行いました。「８２億
円減るのはつらいね。でも暫定という仮予算がずっと
続いてきたのは変だね。」「年金や医療など切り詰め
続いてきたのは変だね。」
年金や医療など切り詰め
られている時代に道路だけは聖域で、５９兆円も掛け
て計画通り全部作るなどと国会で言われたことに憤り

政治資金ご寄附のお願い

２００８年３月１３日開催
「川崎市予算と道路特定財源」

を感じる。」「ガソリン価格が下がると消費量が増え
るという分析データがある 地球温暖化を防止しなけ
るという分析データがある。地球温暖化を防止しなけ
ればいけないときに、ガソリン税を下げるべきではな
い。」などでした。
皆さん、生活実感からこの問題に対しての率直な疑
問、意見を述べていて、話が白熱して議会改革にまで
話が発展し、政治の問題を身
近な問題として捉え議論した
のがとても良かったと思いま
した。
（Ｈ．Ｙ 福祉ワーカー）
次回の「参加する会：住民投票条例」は５月８日です。

「ほりぞえ健後援会」宛

地元から日本改革を実現するために､ご支援 郵便振替：高津郵便局 口座００２７０－１－２４１６９
銀行振替：川崎信用金庫 高津支店 普通０７９６２９４
賜りますよう､お願い申し上げます。
先日、人類学研究者のお話しを聴く機
会があった。かれによると、この十年
間で、人類学はかつてないほどの飛躍
的な変化を遂げているそうだ。▼変化
を生みだした一番の要因は、分子レベ
ルでの遺伝子分析が進んだことによる。
各地で発掘された人骨や現代人の遺伝
子から、人類がどのように生まれ、そ
して世界へと広がっていったのかが、
かなり明らかとなってきた。▼約５万
年前にアフリカ大陸で生まれた現代人
類（ホモ・サピエンス）が、どのよう
に広がっていったのか、また、私たち
の住む日本列島にはどのような人たち
が生きていたのかなど、お話しの中身
は興味が尽きなかった。とりわけ印象
に残ったのは「人種」に関する話であ
る。結論からいえば、「人種」という
概念は、少なくとも自然科学上は、す
でに意味を持っていない、ということ
である。▼以前の人類学では、コーカ
ソイド、モンゴロイド、ネグロイド、
オーストラロイドといった、肌の色や
顔つき、髪の色などによる「人種」分
類がされていた。しかし、ＤＮＡ分析
により、そもそも「人種」間にほとん
ど差異がないこと、そしてＤＮＡ上の
差異（その「人種」の分岐系統関係）
と肌の色など風貌の差異には関連性が
ないこと、が明らかとなった。たとえ
ば、南アジアに住む人々は、欧州にも
ともと住んでいた人々と比較的最近分
岐している。▼いうまでもなく、ＤＮ
Ａ上で一番遠いグループに属する個体
間であっても「交配」は可能である。
世界がますます「近く」なっている現
代社会において、ＤＮＡ上の差異分析
自体が意味を持たなくなってくる時が
来るのも、そう遠い将来ではないだろ
う。▼文字通り「人類は皆兄弟」であ
り、だからこそ、個人個人の個性が大
切なのかもしれない。
事(務局ゆ )
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