
｢原発県民投票静岡｣からの条例制定の直接請求制度や手続 

に関する相談･照会の状況(記録に残っているもの) 

 

月 日 相 談 ・ 照 会 の 概 要 
照会

方法

平成 24 年 

３月９日 
･県選挙管理委員会への挨拶、条例(案)の参考提供 来庁

３月 26 日 
･署名収集手続等(署名収集受任者資格要件、委任届、署名者

要件、署名審査基準等) 
来庁

４月４日 
･原発県民投票静岡作成資料(署名収集受任予定者への説明資

料)の内容 
来庁

４月 13 日 
･静岡県条例制定請求者署名簿(以下｢署名簿｣)の調製方法(条

例(案)つづり込みの要否) 
電話

４月 25 日 ･静岡県条例制定請求書の調製方法など 来庁

５月７日 ･署名収集に使用する署名簿の参考提供 来庁

５月 10 日 
･署名収集手続(首長選挙のため署名収集禁止となっている市

における署名収集が可能となる日) 
電話

５月 15 日 

･署名収集手続(署名収集委任状への請求代表者の印鑑の押印

方法)及び署名簿の取扱い(他市町に住所を有する者の署名

が混在する場合) 

来庁

５月 21 日 ･署名収集手続(署名代筆者の資格要件) 電話

６月５日 

･直接請求手続(｢市区町選挙管理委員会への署名簿提出｣から

｢本請求｣まで)のスケジュール及び県議会９月定例会日程 

･署名収集手続(委任届の作成方法及び提出方法) 

･個人情報(署名収集受任者の住所､氏名等)の取扱い 

来庁

７月 10 日 
･署名収集手続(署名簿に綴り込んだ署名収集委任状の訂正方

法) 
来庁

７月 25 日 ･選挙管理委員会に提出した署名簿の取り下げ 電話

※ この他記録に残していない来庁･電話照会が多数ある。 











「中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例案」の 

法制度上の主な問題点（概要） 

             

 

１ 県民投票の執行（第４条第２項） 

・条例案では「知事は…その権限に属する…事務を静岡県選挙管理委員会に委任する

ものとする」と規定されているが、投開票事務は、地方自治法に基づく市町への事

務委託によらなければ実施が困難である。投開票事務を条例で知事から選挙管理委

員会に委任することでは実施できない。 

 

２ 県民投票の期日（第５条第１項） 

・条例案では「この条例の施行日から６月を超えない範囲内」となっているが、投開

票事務の委託に関して県と市町との間で行う協議などの手続に要する期間を考慮す

ると、６か月以内の実施というのは非現実的である。 

 

３ 投票資格者名簿（第９条第１項） 

・条例案では「市町村の選挙管理委員会は…投票資格者名簿を調製しなければならな

い。」と規定されているが、県と市町村は対等・協力の関係にある別の地方公共団体

である。県の条例で市町に業務を義務付けることはできない。 

 

４ 投票資格者（第７条及び第８条） 

・条例案では「年齢満 18 年以上」などが規定されているが、条例案の内容は、現行の

選挙制度等（年齢満 20 年以上）と整合性がない。また、市町の協力が得られなけれ

ば、県においては投票資格者を把握することはできない。 

 

５ 投票の効力の決定（第 17 条） 

・条例案では「投票の効力の決定に当たっては、第 18 条の規定の趣旨に著しく反しな

い限りにおいて、…その投票を有効とする」と規定されているが、「規定の趣旨」、

「著しく」という規定の文言が不明確であり、この規定では投票の効力の決定の客

観性及び公平性を確保できない。 

 

６ 県民投票広報協議会（第 20 条から第 22 条まで） 

・条例案では、県議会に県民投票広報協議会を置き、県民投票の広報に関する事務を

行うこととされているが、県議会が県の事務を直接に管理し執行することは地方自

治法上想定されていない。県民投票の広報事務を実施することは、県議会の役割で

はない。 

 

７ 規則への委任①（第 27 条第２項） 

・条例案では「この条例の施行日から、20 日以内に制定」と規定されているが、県と

市町との間で行う協議などの期間を考慮すると、20 日以内に制定するのは非現実的

である。 

 

８ 規則への委任②（第 27 条第３項） 

・条例案では「この条例の規定を適用し難い事項がある場合」、条例の規定に優先する

規則を置くことができることとしているが、法体系上、到底認められるものではな

い。 



 

９ 失効（附則第２条） 

・条例案では「投票期日の翌日から起算して３月を経過した日に、その効力を失う」

と規定されているが、これでは、知事等が投票結果を尊重する義務を定める第 26 条

の規定も３か月で効力を失うことになるため、本来の目的を達成できない。 

 

 その他 

  ・上記以外にも、法制執務上不適切な表現、規定すべき内容の不足、定義されていな

い文言等が数多くある。 

 

 

 



「中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例案」の 

法制度上の主な問題点 

 

条例案 問題点 

第４条

第２項 

２ 知事は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第180条の２の規定に基づき、協

議により、その権限に属する県民投票の

管理及び執行に関する事務を静岡県選挙

管理委員会（以下、選挙管理委員会とい

う。）に委任するものとする。 

 この規定によると、県民投票の管理及び

執行に関する全ての事務を県選挙管理委員

会に委任することになる。 

しかし、投開票事務は、地方自治法に基

づく市町への事務委託によらなければ実施

が困難である。投開票事務を条例で知事か

ら選挙管理委員会に委任することでは実施

できない。 

第５条 

第１項 

１ 県民投票の期日（以下、投票期日と

いう。）は、この条例の施行日から６月を

超えない範囲において、知事が定める。

県民投票を現実に実施するためには、投

票資格者名簿の作成や投開票事務等におい

て、地方自治法に基づき、市町に事務委託

をすることが必要となるが、具体的には、

次の手続が必要となる。 

・県と各市町との事実上の協議 

・規約案の作成 

・県議会及び各市町議会の議決 

・県と各市町との規約の締結 

・県及び各市町で事務委託及び規約の告示

・総務大臣への届出 

・投票資格者を満18歳以上する投票資格者

名簿作成システムの構築 

・県民投票の周知・広報 

上記の手続に要する期間を考慮すると、

「６月を超えない範囲」での執行は非現実

的である。 

第７条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県民投票における投票の資格を有す

る者（以下、投票資格者という。）は、投

票期日において県内の市町村に住所を有

する、年齢満18年以上の日本国籍を有す

る者とする。 

２ 投票資格者は、その者に係る県内の

市町村の住民票が作成された日（他の都

道府県から県内の市町村に住所を移した

者で住民基本台帳法（昭和42年法律第81

号）第22条の規定により届出をした者に

ついては、当該届出をした日）から引き

続き３月以上、当該市町村の住民基本台

帳に記載されていなければならない（県

 この規定によると投票資格者は「年齢満

18年以上」となっているが、現状では公職

選挙法第９条及び国民投票法附則第３条第

２項の規定では「年齢満20年以上」である

ことから、これとの整合性がない。 

  

 「県の条例によって市町に業務を義務付

けることはできない」という第９条第１項

の問題点を前提とした場合、市町の協力を

得られなければ、県においては第７条及び

第８条の投票資格者を把握することはでき

ない。 



条例案 問題点 

 

 

 

第８条 

内の市町村で住民票の異動があった場合

を含む）。 

 

前条の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる者は、県民投票の投票資格を有しな

い。 

（１） 禁錮以上の刑に処せられその執

行を終わるまでの者 

（２） 禁錮以上の刑に処せられその執

行を受けることがなくなるまでの者（刑

の執行猶予中の者を除く。）  

第９条 

第１項 

１ 県民投票が行われる場合、市町村の

選挙管理委員会は、前二条の規定に関 

し、投票資格者名簿を調製しなければな

らない。 

 県と市町村は、対等・協力の関係にある

別の地方公共団体である。このため、県の

条例によって市町に業務を義務付けること

はできない。 

 第９条第１項の規定は、まさに地方自治

法の基本的な原則に違反する規定であっ

て、到底許されるものではない。 

第17条 投票の効力の決定に当たっては、第18条

の規定の趣旨に著しく反しない限りにお

いて、その投票をした者の意思が客観的

に明らかになるものであれば、その投票

を有効とする。 

この規定は、投票効力の決定に関する規

定であるため、その内容はその決定の客観

性及び公平性が担保されるようなものであ

る必要がある。 

しかし、「第18条の規定の趣旨に著しく反

しない限り」との規定は、その内容が曖昧

であり、特に「規定の趣旨」、「著しく」

という表現は客観性及び公平性が担保でき

ない。 

第20条 

 

 

 

 

 

第21条 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県議会に、県民投票広報協議会を置

く。 

２ 県民投票広報協議会の員数は１５名

とする。委員は、県議会会派の所属議員

数の比率により各会派に割り当て選任す

る。 

１ 県民投票広報協議会は、県民投票公

報の原稿の作成、県民投票広報広告の原

稿の作成、その他県民投票の広報に関し

必要な事務を行う。 

２ 県民投票公報及び県民投票広報広告

の原稿を作成する場合においては、賛成

意見及び反対意見を公平かつ平等に扱わ

なければならない。   

自治体の議事機関である県議会が、県の

事務を直接に管理し執行することは地方自

治法上想定されていない中で、県民投票の

広報事務を管理し執行することは、県議会

の役割ではない。 

 （なお、同様の規定は、国民投票法にあ

るが、憲法改正は国会が発議することとな

っているために、国民投票法においては、

国会が説明責任を果たすためその広報業務

を担うことにしたものであり、全く事情が

異なる。） 

 



条例案 問題点 

 

 

 

第22条 

３ 県民投票公報は、すべての投票資格

者に対し、投票期日の７日前までに、郵

送しなければならない。 

県民投票広報協議会の議事、運営その他

の事項は、各会派が協議の上定める。  

第27条 

第２項 

 

 

２ 規則は、この条例の施行日から、20

日以内に制定しなければならない。 

 

 

県民投票を実施するために決定しておか

なければならない細かな事項は、知事が規

則を定めて決定することになる。 

これらの規則は、県民投票実施のための

市町との協議の内容を踏まえた上で知事が

制定するため、その協議等の期間を考慮す

ると条例制定後20日以内で規則を定めるこ

とは非現実的である。 

第27条 

第３項 

３ その他、この条例の規定を適用し難

い事項がある場合には、規則で特別の定

めを置くことができる。 

 この規定は「この条例の規定を適用し難

い事項がある場合」との要件を規定して、

その場合には条例の規定に優先する規則を

特別に置くことができる旨が定められてい

る。 

しかし、条例は議会の議決を経た規程で

あることから、知事が独自に定める規則に

優先することが法体系の原則である。 

本規定は「この条例の規定を適用し難い

事項がある場合」との曖昧な要件により、

法体系の例外を定める内容となっており、

到底認められるものではない。 

附則第

２条 

この条例は、投票期日の翌日から起算し

て３月を経過した日に、その効力を失 

う。 

投票日の翌日から起算して３月を経過し

た日にその効力を失うとしていることによ

り、知事及び県議会が投票結果を尊重する

義務を定めた第26条も、３月を経過した時

点で効力を失ってしまうこととなる。 

３か月間の尊重義務しかないのでは、住

民投票の本来の目的を達成できない。 

その他  第12条等では「投票所」と規定されているが、第24条では「投票場所」と規定され

ており、統一されていない。 

 第14条第１項において、「投票用紙は、投票期日、投票所において投票人に交付しな

ければならない。」とあるが、この規定では不在者投票又は期日前投票の際に投票用紙

を交付することができない。 

上記以外にも、法制執務上不適切な表現、規定すべき内容の不足、定義されていな

い文言等が数多くある。 

 

 







































「中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例案」の 

法制度上の問題点一覧 

 

 

８月27日に知事が制定請求を受けた県民投票条例案について、県は法制度上の問題点を

精査し、その結果を８月31日に発表した。 

これに対し、請求代表者は、９月３日に「『中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を

問う県民投票条例案』の法制度上の主な問題点に対する反論」を、記者会見を開いた上で

発表し、県の考え方に反論を行った。 

このため、改めて法制度上の問題点を一覧で示す。 

また、請求代表者が記者会見の席で、「今年３月からの県の対応」に関して主張を述べた

ため、それに対する県の意見も併せて述べることとする。 

  

 

１ 法制度上の問題点一覧 

 ・この反論の内容を検討したところ、そのほぼ全てが当を得ていない内容であったの

で、改めて法制度上の問題点を一覧で示す。 

・なお、当該資料は議会における審議の参考に資するためのものである。 

・詳細は、別添資料１のとおり。 

 

     ※ 県と市町との関係に係る補足資料（別添資料２） 

 

２ 今年３月からの県の対応に関する請求代表者の主張に対する県の意見 

  ・請求団体から条例案の内容について相談を受けたことがなく、これまで問題点の指

摘は行っていなかったものである。 
  ・条例案を了知できる状況にあったとしても、内容面についての相談を受けていない

限り県から積極的に意見を申し述べるのは、住民の意思を直接地方行政に反映させ

る直接請求制度の趣旨からして適当ではない。 
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「中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例案」の法制度上の問題点一覧 

 

 

１ 県民投票の執行（第４条第２項） 

条例案 第４条第２項 

知事は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条の２の規定に

基づき、協議により、その権限に属する県民投票の管理及び執行に関す

る事務を静岡県選挙管理委員会（以下、選挙管理委員会という。）に委任

するものとする。 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

この規定によると、県民投票の管理及び執行に関する全ての事務を県

選挙管理委員会に委任することになる。 

しかし、投開票事務は、地方自治法に基づく市町への事務委託によら

なければ実施が困難である。投開票事務を条例で知事から選挙管理委員

会に委任することでは実施できない。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

この条例案は当然のことながら、県民投票の管理及び執行に係る規定

のすべてを規律することとしていません。「投開票事務を条例で知事か

ら選挙管理委員会に委任すること」だけで県民投票の管理及び執行が瑕

疵なく行われるということではなく、その細目に関しては、県と市町と

が必要な協議を行い、県の規則、事務連絡等を通じ、整備されることを

想定しています。 

この条例案は、規則への委任に関する定めを置いています（第 27 条

第１項）。 

具体的には、投票資格者名簿、投開票手続、期日前投票、不在者投票

に関する事項などが該当すると思われますが、沖縄県民投票のさいに制

定された「日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票

条例施行規則」（平成８年７月 18 日・沖縄県規則第 67 号）とほぼ同様の

内容の規則を、県と市町とが必要な協議を行い、調整を図った上で整備

することになります。 

反論に対する意見  仮に、第４条第２項が、県と市町が協議等を行って県民投票事務の一

部を市町が行うことを前提にしているならば、条例案のように「…県民

投票の管理及び執行に関する事務を静岡県選挙管理委員会…に委任する

ものとする。」と規定するのは適切ではない。 

なぜなら、「するものとする」との語句は、ある原則なり方針を示すも

のであるため、この規定では「すべての事務を選挙管理委員会に委任す

る」と解釈されるためである。少なくとも語句の修正が必要である。 

この規定では県民投票の管理及び執行に関する全ての事務を県選挙管

理委員会に委任することになるので、そうではなく、知事が業務の内容

を個別に検討した上で適切に執行できる方法を個別に選択することが可

能になるような規定にすべきである。 

別添資料１ 
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２ 県民投票の期日（第５条第１項） 

条例案 第５条第１項 

県民投票の期日（以下、投票期日という。）は、この条例の施行日から

６月を超えない範囲において、知事が定める。 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

県民投票を現実に実施するためには、投票資格者名簿の作成や投開票

事務等において、地方自治法に基づき、市町に事務委託をすることが必

要となるが、具体的には、次の手続が必要となる。 

・県と各市町との事実上の協議 

・規約案の作成 

・県議会及び各市町議会の議決 

・県と各市町との規約の締結 

・県及び各市町で事務委託及び規約の告示 

・総務大臣への届出 

・投票資格者を満18歳以上とする投票資格者名簿作成システムの構築 

・県民投票の周知・広報 

上記の手続に要する期間を考慮すると、「６月を超えない範囲」での執

行は非現実的である。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

「非現実的」との見解は、問題点を具体的に指し示すものではなく、

批判のポイントが明らかではありません。 

住民投票条例の制定例では、投票実施までの期間は、地方自治特別法

の制定に係る住民投票の期日に準じて、31 日以後 60 日以内とする自治

体もありますが、多くは、３か月の居住要件との整合性を図るため、「90

日以内」とする自治体がほとんどです。 

この条例案は、地方自治法上の直接請求に基づく県レベルの「個別制

定型」であり、選挙人名簿をそのまま使用しないこと等による名簿シス

テムの構築等、新規に発生する事務処理を勘案しつつ、「６月を超えな

い範囲」と、さらに長期の期間を設定するものです。この期間の設定に

関しては、現実的、合理的であると考えます。 

他方、これ以上の期間を設定すると、①期間の経過とともに、県民の

関心が薄れるおそれがある、②県民投票の期日までの間に国政選挙等、

他の選挙が行われる場合があり、争点が曖昧になる、③憲法改正国民投

票の期日（国民投票法第２条第２項）の上限（180 日）を超えるものと

なり、法的整合性に一定の疑義が生まれる、などの問題が生じえます。

反論に対する意見 請求代表者が、投票期日を「６月を超えない範囲」と規定した理由は

、「６月」が、ほとんどの自治体で採用した「90日以内」プラス「名簿シ

ステムの構築等、新規に発生する事務処理を勘案した期間」であるかの

ように見える。 

しかし、県と対等の立場に立つ市町に対して県が事務委託を行って住

民投票を実施するのは全国でも今回が初めて、という状況の中で、それ
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 ぞれ事情が異なる県内市町と県が個別に協議を行い、その市町の状況に

応じて規約案を作成するなどの事務委託の手続を進め、さらに県と全て

の市町がそれぞれの議会に説明して議決を得て、その後、18歳投票に向

けた名簿システムの構築等を行い、そして住民への周知を図る、という

一連の作業を行う期間の算定が、「90日以内」プラス「名簿システムの構

築等、新規に発生する事務処理を勘案した期間」という計算方法で行わ

れることに合理性を見出すことは難しい。 

条例制定後に実際に行われるこれらの事務作業の複雑性及び困難性を

想定すれば、「６月を超えない範囲」が非現実的な期間であることは明白

である。 
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３ 投票資格者（第７条） 

条例案 第７条第１項 

１ 県民投票における投票の資格を有する者（以下、投票資格者という。）

は、投票期日において県内の市町村に住所を有する、年齢満 18 年以上

の日本国籍を有する者とする。 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

この規定によると投票資格者は「年齢満18年以上」となっているが、

現状では公職選挙法第９条及び国民投票法附則第３条第２項の規定では

「年齢満20年以上」であることから、これとの整合性がない。 

 「県の条例によって市町に業務を義務付けることはできない」という

第９条第１項の問題点を前提とした場合、市町の協力を得られなければ、

県においては第７条及び第８条の投票資格者を把握することはできな

い。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

住民投票は公職選挙とは異なることから、投票資格等、特別の定めを

置くことが許容されます。とりわけ、投票案件が中長期的な政策課題の

是非を問うものである場合には、より若い世代の政治的意思を反映させ

ることが必要かつ妥当であると考えます。 

公職選挙法第９条、及び地方自治法第 18 条の規定では、選挙年齢は「満

20 年以上」とされていますが、住民投票において投票年齢をさらに引き

下げることは、通常、法的整合性が問われる論点ではありません。 

岩城町の合併についての意思を問う住民投票条例(平成 14 年・秋田県

旧岩城町)で全国で初めて、投票年齢を「満 18 年以上」としたことを契

機に、市町村合併の是非を問う多くの住民投票で 18 歳投票権が採用され

ました。常設型の住民投票条例では、広島市住民投票条例(平成 15 年)、

我孫子市市民投票条例(平成 16 年)、岸和田市住民投票条例(平成 17 年)、

近江八幡市市民投票条例(平成 19 年)等が、18 歳投票権を採用していると

ころです。中には、大和市住民投票条例(平成 18 年)のように「16 歳投票

権」を採用する自治体もあり、法制執務の実態としても、法的整合性云々

を問う時代ではなくなっています。 

国民投票法附則第３条第２項の解釈を述べておられますが、この条項

を根拠に、国民投票の投票年齢を満 20 歳以上とするのは（総務省自治行

政局が依拠している解釈ですが)、誤りです。 

これは、法律の全面施行日(平成 22 年５月 18 日)までに、選挙年齢、

民法成年年齢等、附則第３条第１項に定める法制上の検討措置が行われ

ることを前提にした条項です。全面施行日までに法制上の検討措置が間

に合わなかった場合にまで拡大適用する趣旨でないこと(つまり、20 歳

投票権と解釈することはしない)は、国民投票法案の国会審議のさい、法

律案提出者が繰り返し答弁しているからです。 

この点は、現在なお法制上の検討措置が行われていない状況において、

国民投票の投票権は何歳かという問題に対し、法律の本則に戻って「18
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歳投票権」との解釈(立法者意思)が追完されているところです(参議院憲

法審査会・参考人質疑(平成 24 年２月 15 日)における、船田元・前衆議

院議員の答弁参照)。 

「第９条第１項の問題点」とされることについては、次に述べます。

反論に対する意見  請求代表者の反論の中の国民投票の投票権について記載している趣旨

は必ずしも明らかではないが、平成 24 年２月に衆議院憲法調査会事務局

が作成した「日本国憲法の改正手続に関する法律（憲法改正国民投票の

投票権年齢に関する検討条項）に関する参考資料」の中では、附則第３

条第２項の趣旨について、「附則第３条第１項の法制上の措置が講ぜら

れ、年齢満 18 年以上 20 年未満の者が国政選挙に参加すること等ができ

るまでの間は、投票権年齢を 20 歳とする経過規定が置かれた。」と書か

れており、ここから考えると、現時点の国民投票の投票権年齢は 20 歳で

あることは明らかである。 

 また、投票資格者名簿を作成する時間やコストの観点からの課題もあ

る。 

通常の選挙や国民投票の投票資格者と条件が異なる県民投票の投票資

格者の名簿を作成する場合、各市町で現状と異なるシステムを構築する

などの一定の労力と一定の経費をかけてその名簿を作成することとなる

ため、各市町の協力を得られなければ条例案で規定する投票資格者を把

握することはできないと、こちらは述べているのである。 
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４ 投票資格者名簿（第９条第１項） 

条例案 第９条第１項 

１ 県民投票が行われる場合、市町村の選挙管理委員会は、前二条の規

定に関し、投票資格者名簿を調製しなければならない。 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

県と市町村は、対等・協力の関係にある別の地方公共団体である。こ

のため、県の条例によって市町に業務を義務付けることはできない。 

 第９条第１項の規定は、まさに地方自治法の基本的な原則に違反する

規定であって、到底許されるものではない。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

投票資格者名簿の調製は、現実には市町に委託せざるを得ない事務で

す。もし、本条項を設けないとすれば、字義通り県の事務となってしま

い、条項の「未整備」に対して、別の観点での批判を生むことになりま

す。都道府県レベルの住民投票制度に関する統一的な法令が存在しない

現状では、具体的な根拠規定がない限り、都道府県レベルの住民投票を

行うことはできないということになりかねません。 

地方自治法第２条第 16 項尚書(市町村及び特別区は、当該都道府県の

条例に違反してその事務を処理してはならない)と、同法第 245 条の２

(国及び都道府県関与の法定主義)との兼ね合いから問題となりますが、

既述のとおり、この条例案では県と市町とが必要な協議を行い、調整を

図った上で整備する(別に規則を定める)ことを想定していますので、本

条項が「地方自治法の基本的な原則に違反する規定」との批判は当たり

ません。 

反論に対する意見 上記反論は、「県と市町とが必要な協議を行って必要な規則を定めた上

で執行するのであるから、県の条例で市町に業務を義務付けたとしても、

何ら違反するものではない。」と主張しているかのようであるが、全く失

当である。 

請求代表者は、条例制定後に県と市町が協議して調整することを想定

すれば、県が、県とは別の地方公共団体である市町の業務を、県の条例

で義務付けることは可能だと主張するのであろうか。 

市町の意向を考慮することなく、県が独自に条例で市町の業務を義務

付けてしまうのは、県と市町村が上下関係にあることを想定した場合の

手法である。対等・協力の関係にある県と市町の関係を考慮すれば、法

理論上そのような結論が出ないのは容易にわかるはずである。 

また、当然のことながら、県と市町が十分に調整を図ったとしても、

市町の事情はそれぞれ異なるため、すべての市町が今回の事務を受託す

るか否かは全く不明である。受託しない市町が出現することも想定でき

る。仮に受託しない市町が出現した場合、本条例案により「市町村の選

挙管理委員会は…投票資格者名簿を調製しなければならない。」と規定し

た市町の義務はどのように処理されるのであろうか。県の条例で義務付
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けたにもかかわらず、その規定は履行されないことになるのだろうか、

仮に履行されない場合は条例違反になるのではないだろうか、との疑問

が起きてくることになる。 

いずれにしても、この規定は到底許されないものである。 
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５ 投票の効力の決定（第 17 条） 

条例案 第 17 条 

投票の効力の決定に当たっては、第 18 条の規定の趣旨に著しく反しな

い限りにおいて、その投票をした者の意思が客観的に明らかになるもの

であれば、その投票を有効とする。 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

この規定は、投票効力の決定に関する規定であるため、その内容はそ

の決定の客観性及び公平性が担保されるようなものである必要がある。

しかし、「第 18 条の規定の趣旨に著しく反しない限り」との規定は、そ

の内容が曖昧であり、特に「規定の趣旨」、「著しく」という表現は客

観性及び公平性が担保できない。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

この条例案は、無効投票をできるだけ少なくする制度設計を志向して

います。 

投票用紙に予め、賛成、反対の文字を印刷することに鑑み(第 14 条第

２項)、「他方の選択肢を二重線等で消した投票」、「選択肢の一方に○印

を自書し、他方の選択肢を二重線等で消した投票を有効投票とみなすこ

とを想定しています。 

解釈上、「軽微な他事記載」も有効投票とみなす余地があります。 

文言の「客観性及び公平性」は、条例のなかで一切を規定し尽くすこ

とは想定しておりません。 

請求代表者から示された考え方をベースに、事務連絡等の内規で定め、

県民に周知広報することで十分担保することができると考えます(条例

案第 19 条)。 

反論に対する意見 客観的とは誰が判断した場合なのか、どの程度の他事記載まで許容す

るのか、投票の公平性を担保する上でも執行機関が定めるのではなく、

条例上、明確かつ具体的な定めを置くべきである。 
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６ 県民投票広報協議会（第 20 条から第 22 条まで） 

条例案 第 20 条 

１ 県議会に、県民投票広報協議会を置く。 

２ 県民投票広報協議会の員数は 15 名とする。委員は、県議会会派の所

属議員数の比率により各会派に割り当て選任する。 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

自治体の議事機関である県議会が、県の事務を直接に管理し執行する

ことは地方自治法上想定されていない中で、県民投票の広報事務を管理

し執行することは、県議会の役割ではない。 

 （なお、同様の規定は、国民投票法にあるが、憲法改正は国会が発議

することとなっているために、国民投票法においては、国会が説明責任

を果たすためその広報業務を担うことにしたものであり、全く事情が異

なる。） 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

そもそも、県民投票広報協議会に係る規定は、県議会の「自律」にも

関わることであり、行政機関の側が、条例案の該当部分に踏み込んで言

及することは失当です。 

この条例案は、県民投票の管理及び執行に関することは、選管が基本

的に行うこととし、とくに選挙公報に類する県民投票公報の「内容(政策

面)」に関わることについては、県民投票広報協議会が行うという「役割

分担」を想定しています。 

住民投票に関する広報の作成、住民投票に際して行われる説明会・討

論会の人選等で、自治体議会が関与し、決定する例は以前からあります。

近時行われた住民投票で、例えば、鳥取市庁舎整備に関する住民投票(平

成 24 年５月)では、「移転新築案」と「現庁舎改修案」の二つの選択肢で

投票が行われましたが、両案の意義、メリット、デメリットを説明した

参考資料の作成は、市議会各会派の合意に基づいたものです(鳥取条例第

12 条参照)。 

今回の条例案は、従前の住民投票における議会関与の実態に基づき、

明文化したものにすぎません。議会は選管とは異なり、投票の管理及び

執行を直接担うものではないので、何ら問題を生じさせるものではあり

ません。 

さらに、国民投票広報協議会(国民投票法第 11 条以下、国会法第 11 章

の３) について触れておられますが(「なお、同様の規定は」以下、かっ

こ付きの尚書を付されている意図を測りかねますが)、この条例案はそれ

を参考にしたものではありません。 

反論に対する意見 請求代表者が指摘する鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例第12条の

規定は、当該条文の見出しにもあるとおり「投票の促進」の広報であり、

それは市議会及び市長が行う事とされている。しかし「庁舎整備に関し

て、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報」の提供は第 11 条
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により「市長」が公平かつ公正に行う事とされている。したがって、こ

の鳥取市の規定が、本県において「県議会に、県民投票広報協議会を置

く。」との規定を設けることの妥当性を根拠付けるものにはならない。 

指摘したとおり、県議会は自治体の議事機関であり、県の事務を直接

に管理し執行することは地方自治法上想定されていない。知事と議会は

互いに独立し牽制しあう関係であるにもかかわらず、広報業務は知事が

執行する県民投票の事務の一部であり、それを議会が担い、知事の執行

権が及ぶ範囲内で議会が広報業務を実施することは、議会の役割として

適切ではない。 
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７ 規則への委任①（第 27 条第２項） 

条例案 第 27 条第２項 

 規則は、この条例の施行日から、20 日以内に制定しなければならない。

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

県民投票を実施するために決定しておかなければならない細かな事項

は、知事が規則を定めて決定することになる。 

これらの規則は、県民投票実施のための市町との協議の内容を踏まえ

た上で知事が制定するため、その協議等の期間を考慮すると条例制定後

20 日以内で規則を定めることは非現実的である。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

「非現実的」との言い回しが再び出てきますが、問題点を具体的に指

し示すものではなく、批判のポイントが明らかではありません。 

沖縄県民投票では、平成８年６月 24 日に条例が公布され、「日米地位

協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例施行規則」 (再

掲)、「日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関する県民投票条例

に基づく投票に関する事務の一部を委任する規則」は 24 日後、７月 18

日に公布されています。 

反論に対する意見 沖縄県の県民投票の事例については、県から市町への包括委任事務の

規定（市町は拒否不可）が地方分権一括法により廃止される前の事例で

あり、投票事務の細部について対等な立場で市町との協議を行う必要が

ある現在の法制度の状況とは全く事情が異なる。具体的な執行に関する

規則をすべての市町と協議して合意し制定するために必要な期間につい

て、沖縄の例をもって 20 日で可能とすることは適切ではない。 
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８ 規則への委任②（第 27 条第３項） 

条例案 第 27 条第３項 

 その他、この条例の規定を適用し難い事項がある場合には、規則で特

別の定めを置くことができる。 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

この規定は「この条例の規定を適用し難い事項がある場合」との要件

を規定して、その場合には条例の規定に優先する規則を特別に置くこと

ができる旨が定められている。 

しかし、条例は議会の議決を経た規程であることから、知事が独自に

定める規則に優先することが法体系の原則である。 

本規定は「この条例の規定を適用し難い事項がある場合」との曖昧な

要件により、法体系の例外を定める内容となっており、到底認められる

ものではない。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

首長の規則制定権(地方自治法 15 条、148 条及び 149 条)は一般に、(1)

条例の委任がある場合、(2)条例の実施に必要な特例を定める場合、(3)

法定受託事務の処理に必要な場合を含む、と解されています。 

条例案第 27 条３項は、「その他、」という文言で始まっています。第１

項、第２項の適用を前提としています。一般的な競合事項に関し、地方

自治法の規定・解釈を逸脱するようかのような、規則による条例の上書

き等を広く認める趣旨ではありません。 

また、「暖昧な要件により、法体系の例外を定める内容」というような

偏固、無理な解釈に拘る必要性は、どこにも認められません。 

反論に対する意見 反論の中で触れられている「第１項、第２項の適用を前提とし」た上

で、「その他、この条例の規定を適用し難い事項がある場合」となると、

まさしく、条例で規定されている事柄をまず適用し、適用し難い事項が

あればその条例の規定に代えて、規則による上書きを認める趣旨となる。

請求代表者の反論の趣旨は不明である。 

条例案の「この条例の規定を適用し難い事項がある場合には、規則で

特別の定めを置くことができる。」とする規定の意味は、「条例の規定を

適用し難い事項がある場合は、規則を定めれば、例外的にその条例の規

定よりも規則の規定を優先して適用できる」と解釈するのが普通である。

議会が定める条例では、可能な限り執行に関する事項について具体的

に規定すべきであり、仮にその例外及び執行の細部に係る事項を規則に

委任する場合についても、委任の範囲を明確に明示すべきである。条例

案のように「この条例の規定を適用し難い事項がある場合」との曖昧な

要件により法体系の例外を定めることは、到底認められるものではない。
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９ 失効（附則第２条） 

条例案 附則第２条 

 この条例は、投票期日の翌日から起算して３月を経過した日に、その

効力を失う。 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

投票日の翌日から起算して３月を経過した日にその効力を失うとして

いることにより、知事及び県議会が投票結果を尊重する義務を定めた第

26条も、３月を経過した時点で効力を失ってしまうこととなる。 

３か月間の尊重義務しかないのでは、住民投票の本来の目的を達成でき

ない。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

住民投票条例には「一定期間経過後に失効する」とする実例がありま

す。 

先に触れた鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例(平成 24 年)、滋賀県

米原町の合併についての意思を問う住民投票条例(平成 14 年)、上尾市が

さいたま市と合併することの可否を住民投票に付するための条例(平成

13 年)など、投票日の翌日から起算して 90 日を経過した日に、条例の効

力が失われると規定しています。 

失効規定を置くことは、当然のことと考えます。もし、失効規定を置

かないとすると、この条例案は事実上「常設型」であるとの理解を許し

てしまいます。直接民主制の一手段が、同じ案件に関して反復利用され

るのではないか、という批判が向けられることになりかねません。 

条例が失効したとしても、投票結果までも無効とされたり、県議会・

知事の(政治的な)結果尊重義務が消滅することまでは読み込めません。

そもそも、法的拘束力のない尊重義務が、現実政治のレベルでも失効し

てしまうという解釈(そのように読み込もうとする恣意的解釈)には無理

があります。 

反論に対する意見 投票結果の尊重義務は条例に規定されている事項であり、条例の失効

により形式上は効力を失う。 

仮に失効規定を置くことが必要だとしても、第 26 条の規定も３ヶ月と

いう短い期間で失効させ、規定上の義務を消滅させてしまうと、その後

の県議会・知事の結果尊重義務の有無について解釈が紛れる可能性が出

てしまう。そのような状態は可能な限り避けるべきである。 

仮に失効規定を設けるにしても、第 26 条の規定は一定期間効力を有す

るような規定を設けるべきである。 
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  その他 

条例案の法制度上の 

主な問題点 

（8/31 県発表） 

第12条等では「投票所」と規定されているが、第24条では「投票場所

」と規定されており、統一されていない。 

 第14条第１項において、「投票用紙は、投票期日、投票所において投票

人に交付しなければならない。」とあるが、この規定では不在者投票又は

期日前投票の際に投票用紙を交付することができない。 

上記以外にも、法制執務上不適切な表現、規定すべき内容の不足、定

義されていない文言等が数多くある。 

反 論 

（9/3 請求代表者発表） 

＜第 12 条等＞ 

ご指摘の通りであり、議案審査のなかで修正の機会があれば、適切に

正していただくことが好ましいと言えます。 

もっとも、修正が行われないからといって、条例制定の成否ないし住

民投票実現の可否を左右するレベルの問題には至らないことは指摘して

おきます。 

＜第 14 条第 l項＞ 

第 14 条は、原則規定です。第 13 条を受け、期日前投票及び不在者投

票に係る具体的な手続きは、「投票期日・投票所・白書投票の原則」の例

外として、規則で定められることになります。 

あたかも条文の「欠陥」があるかの如く、期日前投票及び不在者投票

における投票用紙の交付が不可能であるとは、恣意的な解釈に他なりま

せん。 

＜上記以外＞ 

「法制執務上不適切な表現」とは何を指すのか、 

「規定すべき内容の不足」とは何か(規則事項等と解することが許され

ないものか否か)、「定義されていない文言」とは何か(条例上、定義規定

を置かなければならない性質のものか)、「等」「数多く」とは何を指すの

か、 

学術的に通用しない、乱暴不当な言葉が連なっており、これらの点は

具体的な内容を示されることを要望します。 

反論に対する意見 条例というものは議会が制定する県政上の重要な法規範であり、そこ

に記載される文言は可能な限り予断を生むようなものであってはならな

い。   

こちらから指摘した事項は恣意的な解釈に基づくものではなく、実際

に円滑に事務を執行するうえで、文言上問題があると判断したものであ

る。請求代表者として執行上の恣意的な条例の運用を廃し、円滑かつ公

正な執行ができるように適切に修正されるよう働きかけるべきである。

なお、「法制執務上不適切な表現」「規定すべき内容の不足」「定義され

ていない文言」「等」「数多く」についての説明は、別表のとおりである。
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  別表 

指摘した項目 具体的な内容 

法制執務上不適切な表現 第 26 条において「有効投票総数の過半数」とあるが、趣旨を考

慮すると「過半数」ではなく、「過半数の結果」と規定すべきで

ある。 

規定すべき内容の不足 第 12 条において、磁気ディスクで投票資格者名簿を作成した際

の扱いの規定がない。 

定義されていない文言 第 21 条の「県民投票公報」及び「県民投票広報広告」が定義さ

れていない。 

その他 第３条、第４条、第５条、第７条、第９条、第 13 条、第 14 条、

第 15 条、第 16 条、第 20 条、第 21 条、第 23 条及び第 27 条の各

条において、複数の項からなる場合には、第１項の項番号は記載

しないため、当該項番号を削除すべきである。 

第２条において、（以下、県民投票という。）と規定しているが、

（以下「県民投票」という。）と規定すべきである。 

＜同様の要修正箇所が、第４条、第５条、第７条及び第 12 条に

もある。＞ 

第７条及び第９条中「市町村」を「市町」に修正すべきである。

第６条中「前条の規定」を「前条第２項の規定」に修正すべきで

ある。 

第９条中「前二条」を「前２条」に修正すべきである。 

第１条の「以て」は「もって」、第 13 条の「関わらず」は「かか

わらず」、同条の「出来ない」は「できない」、第 14 条の「予め」

は「あらかじめ」、第 19 条の「さい」は「際」とすべきである。

第 14 条において、「賛成の文字及び反対の文字」とあるが、「賛

成の文字及び反対の文字及び○の記号を記載する欄」とすべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 



別添資料２ 

県と市町の関係に係る補足資料 

 

 

１ 今回の「県民投票条例」による県民投票を実施するためには、市町の協力が必要 

である。 

 

（１）今回の県民投票に係る投・開票等の事務は、選挙や長・議員の解職請求などの直

接請求による住民投票と異なり、県の事務である。 

・ 県知事選挙や県議会議員選挙は公職選挙法により、議会の解散請求や議員・長の解職請

求は地方自治法による公職選挙法の準用により、投・開票事務等は市区町村選挙管理委員

会が行うこととされている。 

 

（２）平成 12 年４月以降、県は市町村に対し、一方的に事務を委任することができな

くなった。 

・ 平成 11 年度以前の旧地方自治法（旧 153 条）では、都道府県知事はその権限に属する

事務の一部を、市町村の意思に関係なく知事の判断で市町村長に委任することができた。 

・ この規定により委任を受けた市町村長は、いかなる事由をもっても拒否できないと解さ

れていた。（行政実例 昭 24.1.13） 

 ・ 都道府県で唯一実施された沖縄県の「日米地位協定の見直し及び基地の整理縮小に関す

る県民投票条例」による県民投票は、自治法改正前の平成 8年に実施されたもの。 

 

（３）したがって、今回の県民投票における投・開票等の事務を市町に行ってもらうた

めには、市町の協力が必要となる。 

・ 市町に投票資格者名簿の作成や投・開票等の事務を行ってもらうためには、「事務の委

託（自治法第 252 条の 14）」を行う必要がある。 

・ 事務の委託を行う場合には、知事と市町長が協議により規約を定めることになるが、こ

の協議については、県と市町双方の議会の議決を経なければならない。 

 

２ 市町の協力が得られなければ、県では条例案の定める投票資格者名簿を作成する 

ことは不可能であり、また、投・開票事務を行うことは実務上極めて困難である。 

 

（１）条例案どおりの投票資格者名簿の作成が不可能である。 

   県では、投票資格者名簿作成に必要な 

・ 投票期日において県内市町村に住所を有する年齢満18年以上の日本国籍を有する者 

・ 引き続き３月以上当該市町村の住民基本台帳に記載されている者 

・ 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 



・ 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予

中の者を除く） 

を把握することができない。 

＜参考＞投票資格者の比較 

区 分 年齢 
投票資格の有無 

成年被後見人 禁錮刑以上の刑 公民権停止 

県民投票条例案 満18年以上 有 無 有 

公職選挙法 満20年以上 無 無 無 

選挙人名簿抄本の閲

覧で得られる情報 
○ × 

国民投票法 
満18年以上 

※(満20年以上) 
無 有 有 

      ※ 国民投票法附則第 3条第 2項の趣旨により、公職選挙法、民法等が改正され 

るまでの間は年齢満 20 年以上 

 

（２）投・開票の事務を県が直接実施するのは困難である。 

  ① 投・開票事務従事者の確保 

② 投票所（期日前投票・投票日当日の投票所）、開票所の会場の確保        

  ③ 投開票資機材（投票箱、投票記載台、計数機 等）の調達 

が困難である。 



請求代表者が提示した条例修正案 

 

※本資料は、平成24年９月10日に請求代表者が記者会見を行った際に、マスコミ関係者に配布し

た資料を元に、静岡県経営管理部総務局法務文書課が作成した資料である。 

 

  ・主な修正内容 

条項 見出し 原 案 修 正 案 

第４条 

第２項 

 

 

 

第７条 

第１項 

 

 

第９条 

第１項 

 

 

第 17 条 

 

 

 

 

第 27 条 

第３項 

 

県民投票の

執行 

 

 

 

投票資格者 

 

 

 

投票資格者

名簿 

 

 

投票の効力

の決定 

 

 

 

規則への委

任 

 

 

 

 

 

 

 知事は…その権限に属する県民

投票の管理及び執行に関する事務

を静岡県選挙管理委員会…に委任

するものとする。 

 

 県民投票における投票の資格を

有する者は…年齢満 18 年以上の…

者とする。 

 

 …市町村の選挙管理委員会は…

投票資格者名簿を調製しなければ

ならない。 

 

 投票の効力の決定に当たっては、

第 18 条の規定の趣旨に著しく反し

ない限りにおいて…その投票を有

効とする。 

 

 その他、この条例の規定を適用し

難い事項がある場合には、規則で特

別の定めを置くことができる。 

 

 

 知事は…その権限に属する県民

投票の管理及び執行に関する事務

を静岡県選挙管理委員会…に委任

することができる。 

 

 県民投票における投票の資格を

有する者は…年齢満 20 年以上の…

者とする。 

 

 …知事は…投票資格者名簿を調

製しなければならない。 

 

 

 投票の効力の決定に当たっては、

第 18 条の規定の趣旨に反しない限

りにおいて…その投票を有効とす

る。 

 

 ＜規定を削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１３３号議案 

中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例について 

 平成24年８月28日地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項の規定による中部電力浜岡原子力発電所

の再稼動の是非を問う県民投票条例の制定の請求を受理したので、同条第３項の規定により意見を附けて付議する。 

 

中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例案 

 

第１条［目的］ 

この条例は、中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非に関し、県民の意思を明らかにするための公正かつ民主

的な手続きを確保することにより、中長期的なエネルギー政策に係る住民自治を推進し、以て県政の民主的かつ健

全な運営を図ることを目的とする。 

 

第２条［県民投票］ 

中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非に関する県民の意思を明らかにするため、県民による投票（以下、県

民投票という。）を行う。 

 

第３条［条例解釈の指針］ 

１ 県民投票は、県民の意思が正しく反映されるものでなければならない。 

２ この条例の解釈及び運用は、県民の知る権利及び意見表明の自由が十分に保障されるよう、行わなければなら

ない。 

 

第４条［県民投票の執行］ 

１ 県民投票は、知事が執行するものとする。 

２ 知事は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規定に基づき、協議により、その権限に属

する県民投票の管理及び執行に関する事務を静岡県選挙管理委員会（以下、選挙管理委員会という。）に委任する

ものとする。 

 

第５条［県民投票の期日］ 

１ 県民投票の期日（以下、投票期日という。）は、この条例の施行日から６月を超えない範囲において、知事が定

める。 

２ 知事は、前項の規定により投票期日を定めたときは、選挙管理委員会に対して速やかに通知しなければならな

い。 

 

第６条［投票期日の告示］ 

選挙管理委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、投票期日の１２日前までにこれを告示しなければな

らない。 

 

第７条［投票資格者］ 

１ 県民投票における投票の資格を有する者（以下、投票資格者という。）は、投票期日において県内の市町村に住



 

所を有する、年齢満１８年以上の日本国籍を有する者とする。 

２ 投票資格者は、その者に係る県内の市町村の住民票が作成された日（他の都道府県から県内の市町村に住所を

移した者で住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条の規定により届出をした者については、当該届

出をした日）から引き続き３月以上、当該市町村の住民基本台帳に記載されていなければならない（県内の市町

村で住民票の異動があった場合を含む）。 

 

第８条［投票資格を有しない者］ 

前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、県民投票の投票資格を有しない。 

（１）禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 

（２）禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。） 

 

第９条［投票資格者名簿］ 

１ 県民投票が行われる場合、市町村の選挙管理委員会は、前二条の規定に関し、投票資格者名簿を調製しなけれ

ばならない。 

２ 投票資格者名簿は、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物

を含む。）をもって調製することができる。 

３ その他、投票資格者名簿の調製に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第１０条［一人一票］ 

県民投票は、一人一票とする。 

 

第１１条［秘密投票］ 

県民投票は、秘密投票とする。 

 

第１２条［投票期日・自書投票の原則］ 

投票資格者は自ら、投票期日に、規則で定める県民投票を行う場所（以下、投票所という。）に行き、投票資格者

名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。 

 

第１３条［期日前投票・不在者投票］ 

１ 前条の規定に関わらず、投票期日に自ら投票所に行くことが出来ない投票資格者は、第６条に定める県民投票

の告示後、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。 

２ 期日前投票及び不在者投票に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第１４条［投票用紙の交付及び様式］ 

１ 投票用紙は、投票期日、投票所において投票人に交付しなければならない。 

２ 投票用紙には予め、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。 

３ 投票用紙の様式に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第１５条［投票の方式］ 



 

１ 投票人は、中部電力浜岡原子力発電所の再稼働に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用

紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。 

２ 前項に規定する○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。 

 

第１６条［代理投票・点字投票］ 

１ 身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をす

ることができる。 

２ 点字による投票の方法は、規則で定める。 

 

第１７条［投票の効力の決定］ 

投票の効力の決定に当たっては、第１８条の規定の趣旨に著しく反しない限りにおいて、その投票をした者の意

思が客観的に明らかになるものであれば、その投票を有効とする。 

 

第１８条［無効投票］ 

次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。 

（１）所定の投票用紙を用いないもの 

（２）○の記号以外の事項を記載したもの 

（３）○の記号のほか、他事を記載したもの 

（４）○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄に重複して記載したもの 

（５）○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの 

（６）何も記載していないもの 

 

第１９条［情報の提供等］ 

選挙管理委員会は、県民投票を実施するさい、県民投票の方法及び手続に関し必要な事項を、県民に分かりやす

く周知しなければならない。 

 

第２０条［県民投票広報協議会］ 

１ 県議会に、県民投票広報協議会を置く。 

２ 県民投票広報協議会の員数は１５名とする。委員は、県議会会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て

選任する。 

 

第２１条［県民投票広報協議会の事務］ 

１ 県民投票広報協議会は、県民投票公報の原稿の作成、県民投票広報広告の原稿の作成、その他県民投票の広報

に関し必要な事務を行う。 

２ 県民投票公報及び県民投票広報広告の原稿を作成する場合においては、賛成意見及び反対意見を公平かつ平等

に扱わなければならない。 

３ 県民投票公報は、すべての投票資格者に対し、投票期日の７日前までに、郵送しなければならない。 

 

第２２条［県民投票広報協議会の議事運営］ 



 

県民投票広報協議会の議事、運営その他の事項は、各会派が協議の上定める。 

 

第２３条［県民投票運動］ 

１ 何人も、県民投票運動（中部電力浜岡原子力発電所の再稼動に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう

勧誘する行為）その他意見の表明は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅迫を行う等、県民の自由な意

思を拘束し、又は不当に干渉するものであってはならない。 

２ 何人も、県民投票の実施に際して、県民の生活の静穏を確保することに十分配慮しなければならない。 

３ 選挙管理委員会の委員及び職員は、その在職中、県民投票運動をすることができない。 

 

第２４条 ［投票及び開票］ 

前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他県民

投票の投票及び開票に関し必要な事項は、規則で定める。その他、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）、公職

選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）の規定の例に

よる。 

 

第２５条［投票結果の告示］ 

選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、これを直ちに告示するとともに、当該告示の内容を

知事及び県議会議長に報告しなければならない。 

 

第２６条［投票結果の尊重］ 

有効投票総数（賛成投票及び反対投票を合計した数）の過半数が、投票資格者の１００分の２５を超える数に達

した場合には、知事及び県議会は投票の結果を尊重するとともに、国及び関係機関と真摯に協議し、中部電力浜岡

原子力発電所の再稼動に関して、県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければならない。 

 

第２７条［規則への委任］ 

１ この条例に定めるもののほか、県民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

２ 規則は、この条例の施行日から、２０日以内に制定しなければならない。 

３ その他、この条例の規定を適用し難い事項がある場合には、規則で特別の定めを置くことができる。 

 

附則第１条［施行期日］ 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附則第２条［失効］ 

この条例は、投票期日の翌日から起算して３月を経過した日に、その効力を失う。 
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意    見 

 

 

平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の後、原子力発電所の稼動又は廃

止等についての議論が、政府はもとより、全国津々浦々で活発に行われています。 

 

電力は、国民生活や経済活動に欠くことができないものであり、原子力発電所の稼動に当たっては、エネルギー

政策、電力の安定供給、経済性、温暖化対策などを総合的に考慮する必要があります。 

 

加えて、重要なことは、各電力会社の原発依存度に著しい違いがあることです。50％以上を原子力発電に依存し

ている電力会社から、10％強と低い電力会社まであります。中部電力株式会社浜岡原子力発電所（以下「浜岡原子

力発電所」という。）は政府の要請で全面停止中ですが、幸い、中部電力株式会社の原発依存率は全国で最低であり、

同会社の電力供給は、余力をもって推移しております。 

 

私はこれまで、浜岡原子力発電所は安全性の確保が大前提であり、安全性が確保されない限り、再稼動はあり得

ないと再三にわたって申し上げてきました。また、オフサイトセンターの立地に深刻な問題があり、さらに、停止

はしていても、使用済み核燃料の処理の見通しのつかない現状にあっては、その処理方法が確立するまでは安全性

は十全でないとも機会あるごとに申し上げてまいりました。中部電力株式会社はこれらの問題点を真摯に受け止め

て善処されているものと確信しております。 

 

このような状況下で、浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例の制定のための直接請求の署名が行

われました。条例の制定を求める署名の数は、請求に必要な法定数を大きく上回りました。これは、県民投票を通

じて再稼動の是非について意思を表明し、その結果を県政に直接反映させたいという多くの県民の方々の思いの表

れであり、重く受け止めております。 

 

地方自治法第74条に規定されている直接請求は、間接民主制を補完し、住民自治を図るための重要な手段です。

浜岡原子力発電所の再稼動に関して、県民一人ひとりが自らの意思を表明する機会を逸してしまうことは妥当では

ありません。条例の実施には市町の御協力が不可欠です。それを期待して賛意を表するものであります。 

 

なお、本条例案には、以下のような不備と見られる問題点があります。 

 

１ 第４条第２項について、投開票事務等は、地方自治法に基づく市町への事務委託によらなければ実施が困難で

す。知事から県民投票の管理及び執行に関する事務のすべてを静岡県選挙管理委員会に委任することは適切では

ありません。 

２ 第５条第１項について、県民投票は、市町との協議や事務の委託手続に要する期間が不確定であることから、

６月を超えない範囲での執行ができないこともあります。 

３ 第７条第１項について、投票資格者は「年齢満18年以上」となっていますが、公職選挙法による選挙権及び国

民投票法による投票権は現状「年齢満20年以上」の者に認められていることとの整合性がとれていません。 

４ 第７条の投票資格者及び第８条の投票資格を有しない者について、知事は市町の協力がなければ把握すること
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はできず、第９条の投票資格者名簿の調製は不可能です。 

５ 第９条第１項について、県の条例で市町の選挙管理委員会に事務を義務づけることは、地方自治法の趣旨に反

します。 

６ 第17条について、投票効力の決定に関し、客観性及び公平性の観点から「規定の趣旨」及び「著しく」という

表現は適切ではありません。 

７ 第20条から第22条までについて、自治体の議事機関である県議会が、県の事務を直接に管理し執行すること

は想定されていない中で、県議会に県民投票の広報事務を管理し執行する県民投票広報協議会を設置することは

適切ではありません。 

８ 第27条第２項について、規則は、実施のための市町等との協議の内容を踏まえ知事が制定するため、条例制定

後20日以内で規則を定めることは実務上困難です。 

９ 第27条第３項について、条例の規定に優先する規則を制定することはできません。 

10 附則第２条について、投票期日の翌日から起算して３月が経過した日にこの条例が効力を失うとの規定を置く

ことにより、投票結果の尊重義務を定めた第26条の規定も３か月で効力を失ってしまいます。 

 その他、法制執務上不適切な表現、規定すべき内容の不足、定義されていない文言等があります。 

 

 



平成24年９月県議会定例会 知事提案説明要旨（抜粋） 

 

第133号議案は、「中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票

条例について」であります。 

地方自治法第74条第１項の規定により、「中部電力浜岡原子力発電所の再稼

動の是非を問う県民投票条例」の制定の請求があり、これを受理いたしました

ので、同条第３項の規定により意見を附けて議会に付議するものであります。 

以下、意見を申し上げます。 

平成23年３月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故

の後、原子力発電所の稼動又は廃止等についての議論が、政府はもとより、全

国津々浦々で活発に行われています。 

電力は、国民生活や経済活動に欠くことができないものであり、原子力発電

所の稼動に当たっては、エネルギ一政策、電力の安定供給、経済性、温暖化対

策などを総合的に考慮する必要があります。 

加えて、重要なことは、各電力会社の原発依存度に著しい違いがあることで

す。50％以上を原子力発電に依存している電力会社から、10％強と低い電力会

社まであります。浜岡原子力発電所は政府の要請で全面停止中ですが、幸い、

中部電力株式会社の原発依存率は全国で最低であり、同会社の電力供給は、余

力をもって推移しております。 

私はこれまで、浜岡原子力発電所は安全性の確保が大前提であり、安全性が

確保されない限り、再稼動はあり得ないと再三にわたって申し上げてきました。

また、オフサイトセンターの立地に深刻な問題があり、さらに、停止はしてい

ても、使用済み核燃料の処理の見通しのつかない現状にあっては、その処理方

法が確立するまでは安全性は十全でないとも機会あるごとに申し上げてまいり

ました。中部電力株式会社はこれらの問題点を真撃に受け止めて善処されてい

るものと確信しております。 

このような状況下で、浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例

の制定のための直接請求の署名が行われました。条例の制定を求める署名の数



は、請求に必要な法定数を大きく上回りました。これは、県民投票を通じて再

稼動の是非について意思を表明し、その結果を県政に直接反映させたいという

多くの県民の方々の思いの表れであり、重く受け止めております。 

地方自治法第74条に規定されている直接請求は、間接民主制を補完し、住民

自治を図るための重要な手段です。浜岡原子力発電所の再稼動に関して、県民

一人ひとりが自らの意思を表明する機会を逸してしまうことは妥当ではありま

せん。条例の実施には市町の御協力が不可欠です。それを期待して賛意を表す

るものであります。 

なお、本条例案につきましては、意見に掲げたとおり、問題点が多数ありま

す。主なものだけでも10項目もあります。さらに、細かな点まで含めると、本

条例案の29条にわたる条文のうち、修正の必要のないとみられるものは、僅か

６条にすぎません。条例案がこのように不備であるのは誠に遺憾です。作成に

関わった者の責任は小さくありません。 

しかしながら、それをもって、署名された県民の皆様のお気持ちに応えない

のは、私の本意とするところではありません。 

何とぞ、これらの問題点を適切に修正して、実施可能な条例案になるように

磨いていただき、県民投票が適正かつ円滑に実施できる方向で、御議論を賜り

たいと、お願い申し上げるものであります。 
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請求代表者による意見陳述（平成 24 年９月 19 日） 

 

 

１ 請求代表者 鈴木望 

 

磐田市の鈴木望と申します。浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例案に

ついて、私たち５名の請求代表者にこのような機会を与えていただき、御礼申し上げます。 

私たちの運動を突き動かし、そして予想外の広がりと結果を見せた要因は、3・11 の福

島原発の事故と、そして近い将来予測される東海大地震であります。 

私の先祖は、元禄年間に現在私が住んでいる場所に住み始めて、私が 14 代目であります。

その間、代々、農民として田んぼや畑を耕し、住み続けて参りました。他人には何の変哲

もない場所でも、私たち一族にとってはかけがえのない美しいふる里であります。 

このふる里を東海大地震が襲う。地域では避難訓練等に努めてまいりました。そうこう

しているうちに、あの 3・11 の大地震で福島原発が大事故を起こしました。気がついてみ

れば、私のふる里も原発から約 32 キロのところにあったのです。近所では 30 キロ圏外で

あってもヨウ素剤は配付されるのだろうかと話題になっております。 

私たちのふる里は、今後 30 年間に 88 パーセントの確率で起きる東海大地震の震源域に

原子力発電所が位置するという状況にあるのであります。その意味で、原発の問題は国の

問題であると同時に、原発が所在する我々静岡県の問題でもあるのです。 

地震が起こった際に浜岡原発は安全か、安全性の判断は誰がするのか。未知・未解明の

領域が大きいとわかってしまった専門家に任せるのでしょうか。 

やはり、最終的な判断は、私たち民がすべきではないでしょうか。何故なら事故が起こ

ってしまった場合の結果は、私たち住民が受け入れざるを得ないからであります。そして、

結論はなるべく早く出したいと願います。地震は待ってくれません。 

浜岡原発の再稼動の是非を問う直接請求に伴う署名活動は、特定の党派や組織に頼らな

い市民団体が、極めて難しい署名活動を、県選挙管理委員会集計で 18 万 1543 筆も集める

ことができました。 

署名をしてくれた人々は、右も左も関係のない、特定の組織にも関係のない、普通のお

じさん、おばさん、お母さん、若者達でありました。署名者の共通の願いは、浜岡原発の

再稼動について、私たちにも意見を言わせてほしい、私たちの意見を聞いてほしい、政治

に反映してほしい、であります。 

私たちは、私たちのふる里を、自分たちの先祖が努力したように、守りたい、美しいふ

る里を私たちの子どもや孫に受け渡して行きたい。そのためにも、ものを申したい、その

気持ちで直接請求したものであります。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

２ 請求代表者 鈴木恵 

 

私は、浜松市東区在住の鈴木恵と申します。 

今回の署名は、普段集められている署名とは異なり、住所、氏名のほかに生年月日、そ

して印鑑もしくは拇印を押します。個人情報保護が叫ばれている中で、大変厳しいルール

にのっとり集められたものです。生年月日を書く段になって、「ここまで書かないといけな
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いの」と躊躇され、署名を中断された方もいたほどです。受任者と同じ市町、区に在住の

方の署名のみが有効であって、他の市町、区在住の方の署名は無効になります。例えば、

浜松市東区の受任者が同じ職場で働いているからと、中区や南区、磐田市の方に呼びかけ、

署名を集めても無効になります。集めた署名数は６万２千の法定署名数を優に超える署名

数というだけでなく、署名する意志を持った県民がまだまだ多くいるということを、ぜひ

ぜひご理解いただきたいと思います。 

署名を始めた５月、浜松駅前で署名を呼びかけても、怪訝そうに見て通りすぎる方が多

かったのが、大飯原発の再稼働があれよあれよと決まってしまった６月以降は、「署名させ

て下さい」「署名できるところを探していました」と自ら駆け寄ってくださる方が日に日に

増えてきました。未成年である高校生からも「署名させてください。私たちも意見言わせ

てください」と懇願されたこともありました。「大事なことは私たちが決めたい」というみ

んなの意思を実感した署名活動でした。 

「原発は安全だ」と疑いなく信じていた私たちは、3.11 の「フクシマ」の事故に、大き

な衝撃を受けました。政治や社会に無関心、「どうせ変わらない」と考えることさえ諦めて

しまった私たちの責任を感じています。無関心、あきらめの現状を打破し、より多くの人

が原発やエネルギーのことを真撃に考え、新しい解決方法を見つけていく機会が必要だと

改めて思います。賛成であれ、反対であれ、自分の意思を表せるぐらい真剣に考える。 

自分たちが問題意識を持ち、意見を判断に反映させ、私たち自身も責任を引き受け、と

もに社会を築いていくことが、「フクシマ」を経験した私たちに課せられた責任であり使命

であります。 

住民投票は、議会制民主主義を否定するものではありません。多くのことは議会での私

たちの代表である議員の皆様が県民の声を直接聞きつつ、審議をし、決めていただけたら

と思います。しかし、浜岡原発の再稼働については、命にかかわる、そして世代を超えて

考えていく重要な問題です。議員の皆様たちだけで考えるのではなく、私たちも議員の皆

様とともに考え、解決していく、新しい民主主義の姿をここ静岡県で実現できたらと思い

ます。未来の子どもたちに誇れる審議、議決をしていただけますよう願い、私の意見陳述

を終ります。 

 

 

３ 請求代表者 中村英一 

 

牧之原市在住の中村英ーと申します。私は、全体の事務局次長、そして、原発周辺地域

の担当者として、この署名活動に取り組んでまいりました。御前崎市、菊川市、そして私

の住んでいる牧之原市、こうした浜岡原発の周辺地域は、いわゆる旧郡部であり、今回の

ような署名活動には、なじみが薄い地域であります。 

また、原発関連の雇用や、交付金といった利害が、複雑に絡み合う地域であり、原発の

ことを口にするのは、ちょっとはばかれる。そんな地域でもあります。したがいまして、

この地域で署名活動を進めるのは、かなり難しいなあと、私は考えておりました。ところ

が、この活動を続ける中で、その考えをひっくり返すような光景を、私は目にすることと

なりました。 

５月 29 日の日曜日。菊川市にあるスーパーの前をお借りして、初めで街頭署名活動を行

いました。そうすると、軽トラに乗って、茶畑からの帰りに買い物に来たおじいさんやお



 3

ばあさんが、次々と署名に応じてくれる。腰が 90 度近く曲がった、茶農家のおばあさんが、

「嫁にも署名してもらうから呼んでくるで」と言って、駐車場まで歩いて行って、運転席

にいたお嫁さんを連れてくる。このような光景が繰り広げられた結果、２時間で 174 名も

の署名が集まることとなったのです。 

こうした光景は、菊川市だけでなく、牧之原市でも、掛川市でも、島田市でも、吉田町

でも目にすることができました。そして、浜岡原発がある御前崎市。原発から２キロの所

にあるスーパーで、７月３日の日曜日に行った街頭署名では、１日で 319 名もの地元の方々

が署名をしてくれたのです。 

福島第一原発の事故で、原発で何かあったら、自分の家を捨てなきゃいけない、お茶が

まったく売れなくなる、そんな大変なことも起こるんだ、ということを、地域の多くの方々

が知ることとなりました。そうであるならば、再稼動を決める前に、「せめて自分たちも意

見を言いたい」という思いを、多くの方々が持つようになった。それは、私たちの地域の

言葉で言うならば、「オラにも意見を言わせてくりょ」「私らの意見も聞いてくりょ」、そう

いうことだったと思います。 

県民による選挙で選ばれた方々が、専門家の意見をふまえて、物事を決めていく。これ

は、長年かけて実現された民主主義のすばらしい仕組みだと思います。そしてその中に、

この問題に関しては、自分たちにも意見を言える場を作ってくれ、それが、今回の 18 万も

の署名に託された、県民の思いだったと思います。  

最後にもう一回言わせて下さい。「オラにも意見を言わせてくりょ」「私らの意見も聞い

てくりょ」 

県議会におかれましては、この県民の声をしっかりと受け止めて、慎重かつ徹底的なご

議論がなされますことをお願い申し上げまして、私からの意見陳述を終わらせていただき

たいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。 

 

 

４ 請求代表者 馬場利子 

 

静岡市葵区に住みます、馬場利子と申します。今回は 18 万人の県民の心を受け取ってい

ただき、本当にありがとうございます。 

また、県知事さんの意見、心から感謝しています。 

私が県民投票を願う理由は２つあります。１つは、浜岡原発の稼働について「県民の意

思・総意を現したい」と願うためです。 

私は 26 年前のチェルノブイリ原発事故で、初めて、原発と放射能の問題に気づき、我が

子らの命を守るために、放射能市民測定室を立ち上げ、活動を続けています。 

チェルノブイリ原発事故でも、放射能が全土に降り、農産物も国土も汚れましたが、当

時は、日本の原発も危ないと考える人は少数でした。原発はそれ以後も増え続け、今回の

事故が起こりました。 

幼い子どもを持つ母親たちが、放射能の不安と恐怖で私たちの測定室に溢れました。 

福島県では県知事をはじめ、県民も「原発は国が安全だと言ったから信用してきたのに、

裏切られた」という言葉があります。私たちは、もう二度とこの言葉を使うことはできま

せん。 

何十年経っても、放射能の中で暮らすしかない、この環境を創り出してしまった私たち。
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これから子どもたちに何が起こるのか、子どもたちに何と言って詫びたらいいのか、私は

苦しくてなりません。浜岡原発は世界で一番危ない原発と言われています。 

だからこそ、浜岡原発をどうしていくのか、県民投票を行い、その結果が、是・非、い

ずれになっても、私たちは子どもたちに説明することが出来ます。「いのちに関わることは

みんなで考え、決めるという責任と義務、そして政治は決して県民を裏切ったりはせず、

自分たちが創っていくものだ」ということを、この辛い出来事の中で、私は子どもたちに

示したいと願います。 

 ２点目は、県民投票を実現することで、静岡県の未来を、県知事さん、そして皆さんと

一緒に創っていける、という確信を持ちたいためです。 

今まで「原発のことは国の専権事項」と言われてきました。しかし、国の判断は正しか

ったのでしょうか。 

今回、署名を一生懸命集めてくれた人々の中には、若い母親や父親がたくさんいます。

彼女たちはブログやツイッターで福島の人々、全国と繋がり、何かしないではいられない

と、毎日、毎日、県民投票を実現してもらえるように、県知事さんや皆さんに手紙を書い

ています。その手紙は、愛知県や岐阜県からも今も届いています。みんなの問題だからで

す。 

この国がどのように考えるか、国の問題ではなく、静岡県民は経済のために原発を必要

と考えるのか、それとも何を求めているのか、どうか正確な数字で、検証してください。

思惑ではなく、数字で検証していただきたいのです。 

県民の気持ちを、どうか受け取ってください。 

県政に一層の信頼と共に静岡県の未来を創っていくという希望が見出せるように、原発

県民投票の実現を心から祈って、皆様へのお願いに代えます。ありがとうございました。 

 

 

５ 請求代表者 千石貞幸 

 

千石貞幸です。ここに久しぶりに立って皆さんのお顔を拝見しておりますと、なんとも

いえない懐かしさが込み上げてまいります。 

私は、この運動の請求代表者の一人として、また、東部、伊豆地区の責任者として署名

活動に深く携わっておりました。今日は、そういう活動を通して私が得た知見も交えなが

ら、なぜ浜岡原発再稼働の是非を問うのに県民投票が必要なのか、といったことについて、

私の意見を申し述べたいと思います。 

東部、伊豆地区の有権者の数は、県全体の 33％です。集まった署名の数は、それに対し

て全体の 47％でした。こういう結果になりましたのは、一つには、宗教界の方、そしてま

た、農業、林業、漁業に携わる方、あるいは観光、あるいは医療、保育、介護の関係者、

そしてまた消費者団体、あるいは各種の市民活動グループの皆さん、実に多岐にわたる方々

が、あるいは受任者となって、あるいは自ら署名に積極的に応じてくださって、そういう

形で協力してくださったおかげであります。浜岡原発のこれからについて、皆さん大変重

大な関心を持ち、原発について基本的な知識を身につけ、そして原発県民投票の意義とか

必要性についてもよく理解されたうえで、協力をしてくださったわけであります。 

この署名活動は、期間の後半になりまして大変勢いを増しました。そのきっかけは、６

月 18 日の野田総理による大飯原発３号機、４号機の再稼働決定でありました。新しい規制
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組織もない、新しい安全基準もない。そしてまた、福島第一原発事故に関する政府とか議

会の事故調の報告も出ない、そういう段階で、「私が責任をとる」、あるいは「これは国民

のためなんだ」といったようなことで再稼働を決定したことに対して、多くの人が大変大

きな不安と動揺を感じました。黙っていると浜岡原発でも同じことになるのではないかと

いう心配が広がりまして、なんとしても県民投票をして、自分たちの意思を表明しなくて

はいけない、そういう思いを強めた方々が、さらに一層署名活動に打ち込んだわけであり

ます。 

私自身も 500 人ほどの方から署名をいただきました。中には断られるケースもありまし

た。「原発のことはとても素人で分かることではないんだ。専門家や政治家に任せておけば

いいんだ」、そういうのが断った人の共通した言い分でありましたけれども、まさに電力会

社を含む専門家、あるいは政治家こそが原発の危険性を軽く見て、必要な対策を怠り、そ

して、ひいては福島第一原発の事故をあのようなひどいものにした、その張本人である、

そのことは今や誰の目にも明らかになっております。 

皆さんは、民意を代表する立場にいらっしゃいます。そういう立場から見ると、住民投

票は皆さんの存在意義、立場をないがしろにするものではないか、したがって受け入れが

たい、あるいはそういうふうに思っていらっしゃるかも知れません。しかし、議会政治、

政党政治の長い歴史を持ち、そしてまた民主主義においても成熟度が日本よりよほど進ん

でいるヨーロッパにおいて、原発に関しては国民投票にかける国が多いのはなぜでしょう。

それは原発が現世代だけではなく、のちのちの、数百年、数千年、あるいは数万年後の人々

の命や生活にも大いに響く、大いに左右する非常に重大な事柄であり、たまたま今現在政

権の座にあるとか、あるいは政治権力を握っているとか、そういう人々によってはとても

とても担い切れないような大きな責任、重大な責任、そして長く長く続く責任を伴ってい

るんだ、そういうことを、ヨーロッパの政治家も市民も、共通して認識されているからで

あると思います。 

この原発県民投票が実現すれば、県民は、 

 

（議長から、「千石さん、時間です」との発言あり） 

 

私の主旨はわかると思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

 

 



（平成 24 年９月静岡県議会定例会） 

藪田宏行議員（自民改革会議）の代表質問に対する答弁 

（質問日：平成 24 年９月 24 日） 

 

１ 質問（要旨） 

去る８月27日、浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例の制定を求める

請求が県に提出され、知事は定例記者会見でそれまでの発言から一転したともとれる発

言をし、各方面に驚きを持って受け止められ、開会日の知事説明でも、条例の不備は指

摘しながらも「賛意」を表明された。 

これらを踏まえ、以下の５点について伺いたい。 

① 知事は常々、浜岡原子力発電所の再稼動には「安全性が第一」であり津波対策など

県民投票以前にやることがあると発言されているのに、どのような経緯でこの条例制

定に「賛意」を示すに至ったのかを伺う。 

② 条例案の第26条に「投票結果の尊重」とあるが、仮に投票を実施した場合、どのよ

うな結果が出ても知事は尊重するつもりでいるのか伺う。 

③ 直接民主主義と間接民主主義の在り方については、様々な議論があるところだが、

知事はこの問題を通じて、どのようなお考えをお持ちなのか伺う。 

④ 安全性の判断ができない以上、再稼動の判断については、住民投票に委ねられない

という考えであったのが、なぜ、住民投票の実施に賛意を示したのか伺う。 

⑤ 条例案の不備に対して、知事は、「反省の弁がない。多くの人を巻き込んだだけに

謙虚であってほしい。」と批判したと報道されたが、いつの時点で条例案の不備につ

いて、知事は知ったのか伺う。 

 

２ 答弁（要旨） 

＜答弁者 知事＞ 

次に、中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例に対する知事意

見についてです。 

  私は、浜岡原子力発電所につきましては、安全性を確保することが大前提であり、そ

れが担保されない限り再稼動はあり得ないと一貫して申し上げてまいりました。 

  また、浜岡原子力発電所は、政府の要請を受けて運転を停止しましたので、安全性の

確保を最優先とした中央政府は判断をするという責任を負っております。さらにオフサ

イトセンターの移転、使用済み核燃料の処理方法等課題のあることも一貫して申し上げ

てきた訳でございます。 

  この私の考えは、県民投票条例制定の署名活動が開始された以降も様々な機会に、こ

のテーマが取り上げられるたびにお話しを申し上げて、報道機関にも何度も取り上げて

いただきましたので、県民の皆様にはこの姿勢は十分伝わっていたものと考えます。 

  しかし、なお、県民の皆様方が自分で意志を表明したいというこの署名の結果を見ま

すと、請求に必要な法定数を大きく上回る、16万5,000人余の数に達しました。これは、

皆様方が「自ら主体的に意思を表明したい」という強い思いの表れであります。 



  絶対数では東京都、大阪とは比べ物にならないぐらい低いですけれども、この法定数

との割合でいけば、あちらは大阪で３割強くらいでしょう。130％。東京で150％ぐらい

のものだったと思います。うちは約300％ですから。ですからかなり多くの方々が割合と

しては署名されたということが言えます。 

  条例案には、法制度上の多くの問題点があります。県民投票を実現させるためには適

切な修正が不可欠です。しかし、このことをもって、地方自治法で規定されている直接

請求の権利を奪ってしまうのは妥当ではないと考えます。そうしたことから賛意を表明

するに至った訳でございます。 

  投票が実施された場合には、当然その結果を尊重してまいります。再稼動を是とした

場合でありましても、浜岡原子力発電所につきましては、原子力規制委員会による審査、

本県の防災・原子力学術会議、分科会も含めてでございますけれども、これらを中心と

した検証など、安全性が確認された上で対応すべきであると。これを申し上げた上で署

名活動がされ、そして現在それをご審議いただいているということでございますのでこ

の姿勢の下で尊重申し上げるということです。 

  なお、条例制定請求につきましては、地方自治において議会の解散請求や地方公共団

体の長の解職請求などと同様に、間接民主制を補完して、住民自治を図るための重要な

手段であると考えています。 

  条例案の法制度上の不備を知った時期についてお尋ねでございますが、署名収集中に

も、その実施に際して課題があるとの報告は受けてはおりましたが、私は実際に条例を

見たのは８月27日か８月28日です。そして、その日のうちにその週末までに、たしか月

曜日か火曜日に見たと存じますが、問題点を全部洗い出してください。そして論点を明

確にして審議が出来やすいようにそういう環境を整えてくださいというふうに指示をし

たというのが起因でございます。 

 



（平成 24 年９月静岡県議会定例会） 

小長井由雄議員（民主党・ふじのくに県議団）の代表質問に対する答弁 

（質問日：平成 24 年９月 24 日） 

 

１ 質問（要旨） 

  市民団体「原発県民投票静岡」が集めた署名総数は 16 万余りと、条例制定請求に必

要な法定署名数の約３倍であり、多くの県民の関心があることが示された。知事は、

16 万余の署名は非常に重たいものであると主張される一方、住民投票条例制度そのも

のが機能しないことに対する疑問も述べられている。また、県民投票に要するコスト

は 13 億円程度にのぼり、県民の意思の汲み方として県民投票を行うことが妥当なもの

なのかという声もある。知事は、16 万余の署名をどのように重く受け止め、県民投票

の実現に向けて、賛意を表明したのか伺う。 

 

２ 答弁（要旨） 

＜答弁者 知事＞ 

はじめに、私の政治姿勢についてのうち、中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非

を問う県民投票条例についてであります。原子力発電所の稼動に関する住民投票条例に

つきましては、今年、大阪市と東京都で制定請求されましたが、いずれも否決されてお

ります。本県では、５月13日から２か月間にわたり署名活動が行われ、請求に必要な、

法定署名数を大きく超える３倍近い署名が集まりました。大阪の場合は1.3倍、東京の場

合は1.5倍でございます。 

  私は、浜岡原子力発電所につきましては、従来から、安全性が確保されない限り、再

稼動はありえず、まだ安全だという条件が整っていないと再三にわたり申し上げてまい

りました。オフサイトセンターの立地が実効性を持たないこと、使用済核燃料の処理方

法が定まっておらず早晩行き詰ること、さらに先程議員御指摘のように、５号機におけ

る、海水の圧力容器の中への流入があり、その原因についてもまだ明確な御説明になっ

ていないと思っております。こうした御説明を申し上げ、かつ署名活動がされていると

きには、特にそういう姿勢についても強調して申し上げてきたわけでございます。しか

し、６月末から７月にかけ急速に、署名数が多くなりまして、やはりこれらの説明にも

増して、県民投票を通じて再稼動の是非について自らの意思を表明し、その結果を県政

に直接反映させたいという多くの県民の方々がいるということを、この署名数が示して

いるということでございます。 

  県民投票につきましては、多額の費用が掛かること、市町の協力が得られなければ実

現が難しいこと、制定が請求された条例案には問題が多く、修正が必要なことなど、い

くつかの課題があることは十分に承知しております。しかし、署名されました多くの県

民の皆様のお気持ちをしっかりと受け止めて、その意思を表明する機会を逸してしまう

ことは妥当ではないと考えております。そこで賛意を表することとしたわけでございま

す。 

 この条例案は、修正点が数多くございます。これを、条例案が提出されてすぐに精査



いたしまして、法務技術上の観点で自治局の方で、その問題点を洗い出していただき、

そして皆様の判断に供するように指示をいたしまして、数日のうちにそれが発表されま

した。そうした中で、修正は必要無い、実行可能だと、あまつさえ公開討論をしろとい

うような筋違いの発言がございまして、最後まで実行可能だというふうに強弁をされて

おられたのは誠に遺憾でございます。全員では無くて代表がですね。そうした中で、私

は、先生方に完璧に近い条例案になるよう修正、改善していただいて、この条例案を通

していただくようにお願いをしております。よろしくお願いします。 

 

 



県議会総務委員会における県民投票条例案の集中審査（平成 24 年 10 月４日）の概要 

 

※本資料は、平成24年10月11日に県議会本会議において行われた総務委員長報告に 

基づき作成 

 

＜参考人を招致して行われた審査の概要＞ 

１ 鈴木望氏（県民投票条例の制定請求代表者） 

〔質疑〕 

（委 員）県から指摘されている条例案の不備について、どう考えているか。 

（鈴木氏）県の指摘には謙虚に耳を傾けたい、県民投票実施の目的と県民投票を行うこと

以外の修正なら趣旨から外れることはない。 

（委 員）原発は稼動を停止していても安全とは言えず、現在中部電力による安全対策も

終わっていない段階で県民に再稼動の是非を問う理由は何か。 

（鈴木氏）安全対策は不断に講じるべきであり、地震は待ってくれない、再稼動の是非を

どこかで判断し、次の施策に取り組むべきである。 

（委 員）仮に条例案が可決しても投票に協力しない市町があった場合の県民投票の効力

について、どう考えるか。 

（鈴木氏）構成要件を欠くため法制度上、成立には疑問がある。 

 

２ 江藤俊昭氏（山梨学院大学法学部教授） 

〔意見〕 

・ 地方自治は住民が積極的にかかわることを基本的な枠組として想定している。 

・ 議会の権限と住民投票は矛盾しない。 

・ 今回、東日本大震災後の原子力発電所の再稼動の問題を議会としてどのくらい重く

受け止めるかが重要である。 

・ 条例案の審議に当たっては、賛否を問うだけでなく議会として議論するなかで修正

があっても構わない。 

・ 住民投票のコストについては、今後の地域政策に与える影響等を考えて議論しなけ

ればならない。 

・ 条例案が可決された場合には、議会は執行機関の情報をチェックし、正確な情報や

県民が議論する場を提供していくことも必要である。 

・ 今回の住民投票の目的は、知事が今後浜岡原子力発電所の再稼動の見解を出す際に

県民の意向を反映させることだと考えられるが、議会として、別の方法で民意を反映

させることができると考えれば否決すればいいことだと思う。ただし、その場合には、

別の手法をしっかりと住民に説明する義務がある。 

・ 議会には議決責任の自覚と県民への説明責任が求められている。 

・ 議会の権限をしっかりと行使し、住民自治を進めていただきたい。 

 

 



３ 興直孝氏（静岡文化芸術大学理事） 

 〔意見〕 

 ・ 浜岡原子力発電所の再稼動に当たっては、県民の意向確認を行うことは、非常に重

要なことで、県民の声に真摯に耳を傾けて対応していくことは必要なことである。 

・ 再稼動に当たっては、その原発の安全確保が図られることが大前提であり、その役

割は新たに設置された原子力規制委員会が担い、科学的知見に基づいて安全性につい

ての判断をしていくことになる。 

・ 地域社会としても、原子力規制委員会の判断した安全確保策を検証した上で再稼動

を受容できるか判断することが必要である。 

・ 自分の見解や意向を出す人に適切な情報を提供することは為政者の責任であるが、

果たして今できるのかというと、原子力規制委員会が発足したばかりで、中部電力の

安全対策工事の進捗状況とそれに対する真摯な取組を判断しようとする場合、現状で

は難しいと考える。 

・ 最も効果的で適切なタイミングとみられる段階において、意向確認が実施されるこ

とが必要であろう 

 

４ 山本章夫氏（名古屋大学大学院教授） 

〔意見〕 

・ 原子力発電所の安全性について、安全であるかどうかは危険かどうかでしか判断で

きない。 

・ 科学技術の分野では絶対安全はあり得ないため、何をもって安全であるかは、人へ

の危害又は損傷の可能性が許容可能な水準に抑えられた状態にあるかということにな

る。 

・ 原子力発電所の安全性を判断するためには、許容できるリスクのレベルについて安

全目標があること、安全性向上のための対策を継続的に実施する体制があること、深

層防護の考え方に則った安全対策がとられていること、想定外の事象は必ず起こると

いう基本認識をもち、想定外の範囲を狭める努力とその影響を小さくするための対策

を進展させ続けることが必要である。 

・ 浜岡原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会で新たな安全基準が審議

され、その基準に基づく審査がなされるとともに、現在中部電力が行っている津波対

策が完了し、防災計画の見直しが行われ体制が整備されてからでないと判断すること

は困難であると考える。 

・ 県民投票については、これらが整ってからでないと条件的にむずかしい。 

・ 今後、過去の事故の知見を生かすことで原子力発電所の安全性は向上していく。絶

対安全という領域にたどりつくことはできないが、安全目標に適合した原子力発電所

の実現は可能であると考えている。 

 

 



県議会総務委員会における県民投票条例案の集中審査（平成 24 年 10 月５日）の概要 

 

※本資料は、平成24年10月11日に県議会本会議において行われた総務委員長報告に 

基づき作成 

 

１ 県当局への主な質疑 

（委員）今回提出された条例案の法律上の不備と執行上の課題は何か。 

（県） 条例で市町の選管に事務を義務付けるような規定、県議会に広報協議会を置くと

いう規定、規則で条例の上書きを認めるような規定などは法的に問題がある。また、

投票日を６か月以内としていることや投票資格者を 18 歳以上としていることにつ

いては、さまざまな事務手続やコストの問題など執行上の課題が非常に大きい。 

（委員）この先、浜岡原子力発電所の再稼動について原子力規制委員会が安全性を審査し、

政府が判断した場合の県としての見解はどうか。 

（県） 原子力規制委員会は、技術的、科学的な側面でハードとしての安全性と操作する

人間のエラーをできるだけ無くす仕組みを含めて判断し、政府は原子力規制委員会

の判断を踏まえた上で、全体のエネルギー政策、地域経済など様々な政治的内容を

含めた上での判断がされるものであると考えている。 

    県としては、政府が判断したとしても、浜岡原子力発電所の安全が確保されるの

か、静岡県防災・原子力学術会議の御意見を伺い、独自の検証を行ってまいりたい。 

 

２ 委員による討論で出された主な意見 

・ 浜岡原子力発電所の安全性については、中部電力の安全対策及び原子力規制委員会

がつくる新しい安全基準に基づく評価が行われないと判断は困難であり、現時点では

県民が再稼動の是否を判断する材料が不十分である。 

・ 提出されている条例案には法的な不備があるとともに、執行上も多くの課題があり、

この条例案による県民投票の実施は困難である。 

・ 請求代表者への質疑の中で、署名の際に条文の詳細を署名者に伝え切れなかったと

の発言があったが、請求代表者と署名者は同じ理解のもとで条例の制定を請求すべき

であり、署名者の意向が十分に反映された条例案となっていない。 

 

３ 採決 

＜結果＞ 否決すべきものと決定  （全員一致） 

 

４ その他 

「浜岡原子力発電所のあり方については、今後も県議会として引き続き議論を重ねて

いく必要がある」ということを委員全員一致で確認し、委員会閉会後に議長に県議会と

して何らかの意思表示を行うよう申し入れを行う。 

 























   中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例 

（目的） 

第１条 この条例は、中部電力株式会社浜岡原子力発電所（以下「浜岡原子力発電所」という。）の再稼動 

（原子炉を起動させることをいう。以下同じ。）の是非に関し、県民の意思を明らかにすることにより、的

確な県政運営に資することを目的とする。 

 （県民投票） 

第２条 前条の目的を達成するため、県民による投票（以下「県民投票」という。）を行う。 

 （条例解釈の指針） 

第３条 県民投票は、県民の意思が正しく反映されるものでなければならない。 

２ この条例の解釈及び運用は、県民の知る権利及び意見表明の自由が十分に保障されるよう行わなければ

ならない。 

 （県民投票の執行） 

第４条 県民投票は、知事が執行するものとする。 

２ 知事は、県民投票の実施に当たっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14の規定に基づ 

き、全ての市町に対し、その執行に関し必要な事務を委託する。 

３ 知事は、全ての市町に対し、前項に規定する事務の委託をすることができないと認めたときは、県民投

票を行わないこととすることとする。 

 （県民投票の期日） 

第５条 浜岡原子力発電所の安全対策が完了し、国が浜岡原子力発電所の再稼働についての検討を開始した

と知事が認めるときは、知事は、遅滞なく県民投票の期日（以下「投票期日」という。）を定めるものとす

る。 

 （投票期日の告示） 

第６条 知事は、前条の規定により投票期日を定めたときは、投票期日の12日前までにこれを告示しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定は、第４条第３項において知事が県民投票を行わないこととしたときに準用する。この場合

において「投票期日の12日前までに」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。 

 （是非の判断に必要な情報の提供） 

第７条 知事は、県民が、浜岡原子力発電所の再稼働の是非を判断するために必要な情報提供を行うものと

する。 

 （投票資格） 

第８条 県民投票における投票の資格（以下「投票の資格」という。）を有する者（以下「投票資格者」とい

う。）は、日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き３箇月以上静岡県内の同一の市町の区域内に住所を

有する者とする。 

２ 投票資格者で前項の市町の区域内から引き続き静岡県の区域内の他の市町の区域内に住所を移したもの

は、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、投票の資格を引き続き有する。 

 （投票資格を有しない者） 



第９条 前条の規定にかかわらず、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第11条第１項若しくは第252条又は

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第28条の規定により選挙権を有しない者は、投票の資格を有しな

い。 

 （投票資格者名簿） 

第10条 知事は、県民投票の投票資格者に関する名簿（以下「名簿」という。）の調製に当たるものとし、名

簿の登録を行う。 

２ 名簿は、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含

む。以下同じ。）をもって調製することができる。 

３ 名簿の登録は、第６条第１項に定める告示の日（以下「告示日」という。）において県内の市区町の選挙

人名簿（公職選挙法第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。）に登録されている者及び告示日の前日（選

挙人名簿に登録される資格の要件のうち、年齢についての要件にあっては、投票期日）において選挙人名

簿に登録される資格を有する者について行う。 

４ 知事は、名簿に登録されている者が前条の規定により投票の資格を有しなくなったこと又は当該市区町

の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちに名簿にその旨を表示しなければならな 

い。 

５ 知事は、名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに名

簿から抹消しなければならない。 

 （１） 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。 

 （２） 前項の表示をされた者が当該市区町の区域内に住所を有しなくなった日後４箇月を経過するに至った

とき。 

 （３） 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。 

６ 前５項に規定するもののほか、名簿の調製に関し必要な事項は、規則で定める。 

（一人一票） 

第11条 県民投票は、一人一票とする。 

（秘密投票） 

第12条 県民投票は、秘密投票とする。 

 （名簿の登録と県民投票） 

第13条 名簿に登録されていない者は、県民投票をすることができない。ただし、名簿に登録されるべき旨

の決定書又は確定判決書を所持し、投票期日に規則で定める県民投票を行う場所（以下「投票所」とい 

う。）に至る者があるときは、知事は、その者に県民投票をさせなければならない。 

 （投票資格のない者の県民投票） 

第14条 投票期日（第16条の規定による期日前投票にあっては、投票の当日）、投票の資格を有しない者 

は、県民投票をすることができない。 

 （投票所においての投票） 

第15条 県民投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票期日に自ら投票所に行き、投票をし

なければならない。 



２ 投票人は、名簿又はその抄本（第10条第２項の規定により、名簿を磁気ディスクで作成した場合には、

それを印刷したものを含む。）の対照を経なければ投票をすることができない。 

３ 第８条第２項の規定により引き続き投票の資格を有する者が、従前の市区町において投票をする場合に

おいては、前項の名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き静岡県の区域内に住所を有することを証

するに足りる文書を提示しなければならない。 

 （期日前投票・不在者投票） 

第16条 前条の規定にかかわらず、投票期日に自ら投票所に行くことができない投票人は、告示日の翌日か

ら投票期日の前日までの間、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。 

 （投票用紙の交付及び様式） 

第17条 投票用紙は、投票人が投票する際に、投票所において投票人に交付しなければならない。 

２ 投票用紙にはあらかじめ、賛成の文字及び反対の文字並びに○の記号を記載する欄を印刷しなければな

らない。 

３ 投票用紙の様式に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （投票の方式） 

第18条 投票人は、浜岡原子力発電所の再稼働に賛成するときは投票用紙の賛成の欄に、浜岡原子力発電所

の再稼働に反対するときは投票用紙の反対の欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければなら

ない。 

２ 前項に規定する○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。   

 （代理投票） 

第19条 前条の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載するこ

とができない投票人は、代理による投票により投票を行うことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、代理による投票に関し必要な事項は、規則で定める。 

（点字投票） 

第20条 第18条の規定にかかわらず、盲人である投票人は、点字による投票を行うことができる。 

２ 点字による投票は、投票用紙に、浜岡原子力発電所の再稼働に賛成するときは賛成と浜岡原子力発電所

の再稼働に反対するときは反対と自書するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、点字による投票に関し必要な事項は、規則で定める。 

（投票の効力の決定） 

第21条 投票の効力は、知事が決定する。 

２ 投票の効力の決定に当たっては、その投票をした者の意思が明らかになるものであれば、次条の規定に

反しない限りその投票を有効とする。 

 （無効投票） 

第22条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。 

 (1) 所定の投票用紙を用いないもの 

 (2) ○の記号以外の事項を記載したもの 

 (3) ○の記号のほか、他事を記載したもの 



 (4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄に重複して記載したもの 

 (5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの 

 （６） ○の記号を自書しないもの 

 (6) 何も記載していないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、点字による投票の場合にあっては、前項第２号、第３号及び第６号中「○の

記号」とあるのは「賛成又は反対」と、第５号中「○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に」とある

のは「賛成又は反対のいずれを」とし、第４号の規定は適用しない。 

 （情報の提供等） 

第23条 知事は、県民投票を実施する際、県民投票の方法及び手続に関し必要な事項を、県民に分かりやす

く周知しなければならない。 

 （県民投票運動） 

第24条 何人も、県民投票運動（浜岡原子力発電所の再稼動に対し賛成又は反対の投票をし、又はしない

よう勧誘する行為をいう。以下同じ。）その他意見の表明は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅

迫を行う等、県民の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉するものであってはならない。 

２ 何人も、県民投票の実施及び県民投票運動その他意見の表明に際して、県民の生活の静穏を確保するこ

とに十分配慮しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、県民投票の事務に従事する職員は、その従事する間、県民投票運動その他

意見の表明をすることができない。 

 （投票及び開票） 

第25条 前条までに定めるもののほか、投票時間その他の県民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、規

則で定める。 

（県民投票の成立要件） 

第26条 県民投票は、投票した者の総数が、投票資格者の総数の２分の１に満たないときは、開票作業そ

の他の作業は行わない。 

 （投票結果の告示等） 

第27条 知事は、開票を行い投票結果が確定したときは、これを直ちに告示するとともに、県議会議長に報

告しなければならない。 

 （投票結果の尊重） 

第28条 知事及び県議会は、投票の結果を尊重するとともに、国及び関係機関と真摯に協議し、浜岡原子力

発電所の再稼動に関して、県民の意思が忠実に反映されるよう努めるものとする。 

 （規則への委任） 

第29条 この条例に定めるもののほか、県民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例は、投票期日の翌日から起算して３月を経過した日に、その効力を失う。ただし、第28条の規

定は当分の間その効力を有する。 



３ この条例は、第６条第２項において準用する同条第１項の規定による告示をしたとき 

は、その効力を失う。 
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県議会本会議における県民投票条例案に関する討論（平成 24 年 10 月 11 日） 

 

 

１ 自民改革会議  宮沢正美議員 

 

私は、自民改革会議を代表して、今議会に提出されている第 133 号議案、中部電力浜岡

原子力発電所の再稼動の是非を問う県民投票条例について、及びその修正案について反対

し、その他の議案については賛成する立場から討論を行います。 

今年５月から７月にかけて、民間団体の皆さんが県内各地で有効署名数にして 16 万余の

署名を集め、知事に対し条例制定請求を行いました。住民自治を推進し、県政に声を届け

たいという思いに対し、まずは敬意を表すものであります。 

川勝知事は、この条例制定請求を受け、請求のあった条例案について多数の不備がある

ことを指摘しつつ、議会において修正することを含め、賛意を示して議会に提出をしまし

た。 

このような状況の中で、私たち自民改革会議では、年度当初から様々な会合や現地調査

を実施してまいりました。また、この８月からは、４回にわたる会派全体の条例について

の勉強会を開催し、論点を整理し議論を重ね、意見の集約を図ってまいりました。 

いくつかの論点とは次のようなものであります。 

第一に、第 133 号議案については、県の指摘どおり、主なものだけでも 10 項目、細部な

点も含めると本条例案 29 条中、修正の必要のないものはわずか６条にすぎないものとなっ

ています。 

総務委員会での鈴木望参考人から、修正をされることを前提に条例案を提出した、との

発言には、委員ならずとも傍聴議員にとっても驚きでありました。 

このことから、たとえ可決したとしても法令上執行上に問題が生じ、実質的に県民投票

の執行は実現不可能であるということです。 

よって、第 133 号議案については、反対であります。 

第二として、そもそも中部電力原子力発電所の再稼働ということについて、県民投票を

行うことがふさわしいのか、という原点に立ち返った議論でありました。 

議論では、国家の基本政策である原子力行政の一端が、地方の住民投票により左右され

ることの可否、二者択一による問題解決が到底困難と思える再稼働問題を住民投票の対象

とする適合性、法的権能のない県に対し浜岡原子力発電所の再稼働の是非を尊重させるこ

との意味などが議論され、浜岡原子力発電所の再稼働の是非を県民投票によって問うこと

は妥当でないという考えが大勢を占めました。 

第三として、提出のあった修正案については、大きな課題があるということであります。 

その課題点の一としましては、このような大幅な修正案が本当に請求代表者や署名者に

受け入れられるものであるかどうかということであります。 

請求代表者であります鈴木望氏は、総務委員会の参考人質疑の中で、第１条、第２条以

外は修正可能という発言をしています。今回の修正案では、第１条の目的について、県民

投票を実施することそのものが目的とされており、中長期的なエネルギー政策という言葉

は消え、目的が大きく変わっているものと考えます。 
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また、県民投票の実施時期についても、浜岡原子力発電所の安全対策が終了し、国が浜

岡原子力発電所の再稼働の検討を開始したと知事が認めるとき、とし、地震の発生は待っ

てくれない、と総務委員会で述べた請求代表者の思いとは全く異なるものと思います。 

また、投開票についても、投票率が過半数を超えないと開票事務を行わないとしている

ことについても、いずれの結果であっても参考にしていただきたいという請求者の意思と

は異なるものであります。 

課題点の二としては、投票実施時期が明確でないことから、今この時点で条例を制定す

ることが本当によいのか、ということであります。 

投票の実施時期は、安全が確保された時点としていますが、興参考人は「相当先」と述

べられており、２年後なのか、５年後なのか、10 年後になるか、きわめて不明確でありま

す。 

浜岡原子力発電所のあり方について、県民投票を必要とするかは不明であります。 

国の政策も大きく変化し、また、社会情勢そのものが変わっていく可能性もあります。 

これを考慮すれば、実施しようとする時点で条例制定の必要性を議論すべきものと考え

ます。 

課題点の三は、一つの市町でも受託しない場合には県民投票を実施しないと定めており、

実質的に可能の可否を市町の判断に委ねるものがよいかという点であります。 

課題の四は、投票実施の判断時期としている「再稼働について検討を開始した」とはど

のような状態、事象を指すのか不明確であるとともに、その判断を知事だけが行うという

ことでよいのかどうかということであります。 

前述したとおり、社会情勢が変化している可能性もあり、民意を踏まえ、議会の関与も

当然必要となってくると考えます。 

これら諸課題を整理した結果、修正案についても賛成できないというのが結論でありま

す。 

８月以降これまで、私たちは 16 万人余の署名と真摯に向き合い、県議会としてどのよう

に対応したらよいか、一人ひとりの会派の議員が己の心情に問いかけ、真剣に考えてまい

りました。 

その結果として、条例案については、いずれについても反対であるということでありま

す。 

しかし、私たちは、浜岡原子力発電所についての議論はこれで終わったとは毛頭考えて

おりません。それどころか、今こそこのときを真に浜岡原子力発電所のあり方を県民の皆

様とともに考えるスタートとしなくてはならないと考えております。 

知事が常々発言されているとおり、浜岡原子力発電所において何よりも重要なのは安全

性の確保であります。その安全性を科学的・実証的な見地から確認した上で、浜岡原子力

発電所がどうあるべきか、県民、議会、県、中部電力など、幅広い人々に、より広く深く

議論をする必要があります。 

この思いは、会派を超え、大多数の同僚議員の皆さんの思いとして共通しているものと

確信しており、ともに行動していきたいと考えております。 

そのような観点からも、議長提案の議会決議が大変重要なものであると認識をいたして

おりましたが、富士の会の反対で県議会の姿勢を示せなかったことは、誠に残念でありま
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す。 

以上、申し上げ、反対の討論といたします。 

 

 

２ 富士の会  山本貴史議員 

 

富士の会を代表し、私から、第 133 号議案、中部電力浜岡原子力発電所の再稼動の是非

を問う県民投票条例原案に対する反対討論、及び第 133 号議案の修正案に対する賛成討論

を行います。 

まず、第 133 号議案原案につきましては、法制度上の不備や修正を必要とする箇所が複

数あり、このままでは現実的な住民投票の実施が困難であることが推測される、という理

由から反対をさせていただくものであります。 

次に、第 133 号議案に対する修正案について、賛成の立場から討論をさせていただきま

す。 

修正案につきましては、原案で問題とされた複数の箇所に対し、適切な修正を行ってい

るものと考えます。 

例えば、第５条の県民投票の期日については、原案では「条例施行後６月以内」として

いたものに対し、修正案では「中部電力の安全対策が完了し、国が再稼働の検討を開始し

たときに、知事が遅滞なく県民投票の期日を定めるもの」とし、住民投票による県民の意

思がしかるべきタイミングで、より効果的に反映することができるものとなっております。 

また、第８条の投票資格につきましては、「18 歳以上」となっていたものを「20 歳以上」

と改めることで、より実効性の高いものとなりました。 

そのほか、原案における不備や問題として指摘された箇所には適正な修正がされた、と

判断できるものであり、賛成をするものであります。 

ただ、只今の反対討論では、「修正案はもはや修正ではなく改正である。代表者や署名し

た 16 万５千人が納得できないのではないか」という御趣旨の疑問が投げかけられました。 

これについては、既に過日、市民団体の代表者からも修正案に御理解をいただいている

とのことでありますし、今日まで、わずかな時間ではありますが、住民の皆様からいただ

いた多くの御意見は、修正案に賛同し、住民投票の実現を願うものばかりであり、修正案

を大幅に修正したことに対する批判的な意見はほぼ無いものと感じております。 

既に、私から申し上げるまでもなく、今回の直接請求には約 16 万５千人もの有効署名数

があり、署名する意思を持ちながらその機会に恵まれなかったという県民も、潜在的に相

当数存在することが感じられることからも、浜岡原子力発電所の再稼働については、実数

をはるかに超えるであろう県民の数が、投票により自らの意思を表したい、という希望を

持っていることが明らかとなりました。 

その事実を物語るように、今回の県民投票条例に対する県民の関心度は想像以上に高く、

なんとか県民投票を実現させてほしい、どうすれば成立ができるのかなど、現在までに、

住民投票の実現を願う数多くの御意見や御要望が寄せられております。 

これまでにも、住民の声は、時に手紙やメール、ファクスや電話を通じ、寝たきりのお

年寄りからは、その娘さんを通じて私の元にお願いに来られたこともありました。 
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この場にいる議員の皆様も、少なからず同様の体験をしているのではないでしょうか。 

また、この夏、署名活動を行っている方たちの姿を何度か目にしたことがあります。 

驚いたのは、これまで政治に関心がなく、一度も選挙に行ったことがないという若者や、

特定の政党や政治活動、市民運動にも参加したことがないというお父さん、お母さん、お

じいちゃん、おばあちゃんまでもが、住民投票の実現を信じ、汗をかいていた、というこ

とであります。 

署名を集めた人、署名した人、彼らの思いは純粋に原発の再稼働について自分たちの意

思を伝えたい、県民の総意を表したいというものでありました。 

原子力発電所に万が一の事故が発生したとき、塗炭の苦しみを味わうのは私たち県民自

身であります。その県民が、そのときになって後悔はしたくない、再稼働の是非について

自らの責任を持って意思を表明したいというのは、至極当然のことであります。 

一人ひとりが考え、責任を持って投票するということは、県民の皆様が今後のエネルギ

ー政策を始め、自分たちの仕事や生活、家族の健康や自然保護など、多くの行政課題をも

我がこととして当てはめ、深く考えることだと、私は思います。 

家族や友人たちの安全、安心を願い、我が子、我が孫に故郷静岡の自然を残していきた

いという願いを、私たちは真摯に受け止めなくてはなりません。 

反対であれ賛成であれ、自らの信念に基づいた行動については、議会人として、きちん

と説明責任を果たしていくべきだと思います。 

住民投票は、国政県政はもとより、我が市、我が町の自治というものに、県民が今まで

以上に積極的に参画をし、県民全体が一つになる得がたきチャンスであると私は思います。 

過日、浜松市浜北区に住む３児のお母さんから、以下のような内容のメールをいただき

ました。 

私たちは、ただ、県民投票で自分たちの生き方をもう一度見つめたいね、ちゃんと考え

たいね、という思いだけで動いてきたのです。議会の方たちが、論点をすり替えて攻撃的

な言葉を発せられるのが一番つらかったです、というものでありました。 

私は、このメールを読み、愕然といたしました。議会での議論が「論点のすり替え」と、

県民の皆様にとらえられているという事実があるからであります。 

 これまでの経緯の中で、県議会から発せられる言動に対し、多くの方たちから、議会に

対する不信感、失望感をあらわにした意見が寄せられている事実を、真摯に受け止めるべ

きではないでしょうか。 

 条例の不備については県議会が修正してくれるはず、県民の思いを受け止めてくれるは

ず、と議会の良心を信じてやまない人たちが、数多くいたことは事実であります。 

私は、本来、議会が原案の不備があると気付いた段階から議会の責任として正しく修正

し、同時に、住民投票がもたらすメリット、デメリット等について本来の議論を尽くすべ

きであったと考え、また自省をもしております。 

再稼働は○×で判断すべきではない、との意見もありました。ただ、現実の行為として

は、再稼働のボタンを押すか押さないかのどちらかでしかないのであり、その○と×の間

を専門的な知識や知恵で埋めていくのは、私たち議会の役割であり、今もその信頼は県民

からいただいていると、私は信じております。 

否決の可能性が高いと報道されている今も、議会の良心を 後まで信じている方たちが
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数多くいらっしゃいます。 

後に、これら純粋な県民の願いを実現するため、議員の皆様には、修正案に対する御

賛同を切にお願いして、私からの賛成討論を終わります。 

 

 

３ 公明党静岡県議団  髙田好浩議員 

 

 私は、公明党県議団を代表して、本議会に提出された知事提出議案第 133 号議案、中部

電力浜岡原子力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例の原案に反対、修正案に賛成の

立場から討論をいたします。 

８月 27 日、原発県民投票静岡が、県民 16 万 5,127 人の有効署名を添えて、中部電力浜

岡原子力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例の制定を求め、地方自治法に基づき、

直接請求されました。 

川勝知事は、当初、「浜岡原子力発電所は、安全性が確保されない限り再稼働はあり得な

い。仮に、しかし９割の方が『動かす』と言われたとすると、私は動かせる状態にないと

いう立場でございます」との、強いメッセージを発信しておられました。 

それでもなお、16 万５千人を超える皆さんが署名し、直接請求された民意はどこにある

のか、そのことを真摯に受け止めることから始める必要があると考えます。 

そして、条例原案や手続の不備を指摘することも大切ではありますが、本質的な問題に

光を当てることが、知事、そして議会に課せられていると思います。 

提出された条例案には、実施困難な条項が数多くあります。例えば、第９条第１項は、

選挙業務を直接所管していない県が主体となって投票を実施する場合には、当然市町の協

力が不可欠であり、県が市町に対して業務を強制的に義務付ける規定は、地方自治法の基

本に反しております。 

また、第５条第１項の投票の期日については、県と市町との協議や市町の議会での議決、

規約の締結、18 歳以上の資格者名簿のシステム構築など、６か月を超えない範囲での実施

は可能性が極めて低いと言わざるを得ません。 

また、政治や原子力ムラの今までの対応が信じられなくなった県民が、直ちに投票行動

で意思を表明したい、という気持ちがあることも理解できますが、投票行動が一時の感情

によるものであれば、その実効性を 大に高めることはできません。実効性を発揮するた

めには、中部電力の安全対策の工事が完了し、再稼働を判断する材料がそろうことが重要

であり、拙速な行動は県民投票の価値を下げてしまうものと考えます。 

総務委員会の集中審査において、名古屋大学大学院の山本章夫教授からも同様の指摘が

あり、再稼働を判断する条件が整っておらず、現段階における県民投票は困難、との意見

がありました。 

さらに、第 20 条の県民投票広報協議会を県議会に設置することや、第 27 条第２項の規

則の制定など、県が不備を指摘した点は多岐にわたり、よって、原案のままでは投票その

ものが実施困難な状況であり、第 133 号議案の原案には反対いたします。 

今回の署名運動の中で、一部に、知事が再稼働の是非を判断する権限を持ち、県民投票

の結果がそのまま再稼働の有無を決定付ける、といった誤った情報提供による錯誤の署名
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が行われたり、条例案の説明がほとんど行われずに署名運動が行われたことなどが、請求

代表者との参考人質疑で明らかになりました。 

「県民投票で浜岡の再稼働をやめさせれば、県民の安全が守られる」といった誤った認

識はあるものの、請求に必要な法定数を大きく上回ったことなどを考えると、原案不備で

議会が門前払いにすることは、議会の役割そのものの放棄にもつながるのではないかと考

えます。 

地方自治法第 74 条には、国政と異なり、住民が積極的に地方自治に関わる直接請求制度

が規定されております。住民投票は、二元代表制である間接民主主義を否定するものでは

なく、今後も自治法に則って住民投票の直接請求が行われることが想定され、今回の県民

投票を県議会としてどのようにとらえていくのかが、非常に重要であります。 

私たち公明党県議団は、請求された条例原案には不備や課題が多く、そのままではとて

も実施可能なものとはいえず、議会が条例をどこまで修正してよいのか、修正した場合の

議会の説明責任や、投票結果に関わる責任はどこまで及ぶのか等の議論を重ねてまいりま

した。 

選挙業務の実働部隊を持たない県が主体となるには、市町の協力が必要であり、なおか

つ、一つでも実施できない市町が出た場合には県民投票の構成要件を欠くという、請求代

表者の意向を踏まえ、全市町に事務委託できない場合は投票を行わない、と修正した点や、

年齢要件を 20 歳へと変更した点、また、県民が投票において浜岡原子力発電所の安全性を

正しく判断するためには、現在、中部電力が行っている津波対策や安全性の確保への取組

を確認し、その後、広報する機会を確保する意味から、期日については、国の安全性の検

証と県の安全性の検証が終わり、知事が判断するとしたことを評価いたします。 

この県民投票が実施され、その結果を元に知事や議会が再稼働の是非を判断することが

重要であります。 

よって、私たち公明党県議団として、修正案に賛成するものであります。 

今回の直接請求は、去年の 3.11 東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第一原子力

発電所の事故に対して、東海地震が想定される県内に浜岡原子力発電所を抱える県民の皆

様の不安が大きくなる状況の中で、請求されました。 

山梨学院大学の江藤俊昭教授は、参考人質疑の中で、議会の構えがどうであったか、昨

年の大震災における原発事故に対して、議会としてどのような議論をしてきたのか、その

ことが問われている、と指摘されました。 

県議会としても、大規模地震対策特別委員会で、浜岡原子力発電所の安全対策の強化を

議論し、提言としてまとめておりますが、県民にその議論や提言がどこまで届いているの

か、その点は検証し反省すべきこともあると考えます。 

先ほども述べましたが、原子力発電所を抱えるこの地に住む住民として、この問題を自

分のこととして考えたいという気持ちを汲み取ることなく、条例の不備を理由に門前払い

することはできないと考えます。 

県議会に突き付けられた今回の条例制定のあり方を、冷静かつ見識を持って県民ととも

に考えていく機会ととらえ、修正案に対する全議員の賛同を求め、討論といたします。 

何卒、よろしくお願いいたします。 

 


