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平成２５年（行ウ）第５０１号	 	 

	 

準	 備	 書	 面（３）	 

２０１４（平成２６）年２月３日	 

[2014.2．4 訂正済-アオ印字]	 

	 東京地方裁判所民事第３部	 御中	 

	 

原	 告	 	 庄	 司	 徳	 治	 	 ほか３名	 

被	 告	 	 東	 京	 都	 小	 平	 市	 

	 

	 上記当事者間の標記行政処分取消等請求事件につき、原告らは次のとおり弁論を

準備する	 

	 

原告ら訴訟代理人	 

	 

弁護士	 	 三	 	 宅	 	 	 	 	 弘	 

	 

弁護士	 	 中	 	 島	 	 	 	 	 敏	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

弁護士	 	 時	 	 井	 	 	 	 	 真	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

弁護士	 	 尾	 	 渡	 	 雄 一 朗	 
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原告は、「被告準備書面 1」に対する反論と原告主張の整理・補充を以下のとおり行

う。	 

	 

第一．本件住民投票条例は本件文書の公開を禁止してお

らず、本件文書は法令秘情報に該当しない。	 	 

	 

1．被告の主張	 

	 

	 被告は、知る権利が憲法２１条に由来する重要な権利であるとの原告の一連の主

張について争わず、また、第２回口頭弁論で、被告は、小平市の自治基本条例、情

報公開条例等において知る権利が具体的に保護されていることも認める旨の陳述

を行っている。	 

	 他方で、被告は「知る権利と対立する別の権利や利益があれば、当然のことなが

ら、知る権利が制約される場面がある。」との一般論を述べた（「被告準備書面 1」

の第 1）うえで、本件住民投票条例 13 条の 2 は不成立の場合の開票すら禁止してい

るから、本件文書の公開は許されない（同第 2 の 1）と主張し、また、住民投票条

例 7 条 3 項（秘密投票）の規定からも本件文書の公開は禁止されると主張する。	 

	 被告の主張は、以下に述べるとおり、いずれも失当である。	 

なお、住民投票条例 7 条 3 項（秘密投票）の関係は、本準備書面の「第二」で反

論する。	 

	 

2．知る権利と対立する別の権利・利益との衡量を行った場合であっても、本件非

公開決定が取消されるべきことは明らかである。	 

	 

	 被告は、前記したとおり、「知る権利」が憲法 21 条に由来する重要な権利である」

ことを認めたうえで、「知る権利と対立する別の権利や利益があれば、当然のこと
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ながら、知る権利が制約される場面がある」と主張している（被告準備書面１の「第

1」）。	 

	 しかし、本件情報は、「法令等規定が公にすることを明らかに禁止している場合」

には該当しないし、また、「法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができ

ないと認められる場合」にも該当しない。加えて、仮に、上記被告の主張に依り、

本件公開請求に対して、これを非公開とした決定が適法か否かを判断するために利

益衡量を行うとしても、以下のとおり、本件について「知る権利」と「対立する権

利・利益」との衡量を行った場合、本件「知る権利」が圧倒的に重く、かつその重

要性は高い。	 

すなわち、本件文書には小平地区の都道計画について 5 万人余の市民（有権者の

35%を超える）の意向が表明されているものであるから、その内容を公表し、市民

が共有する情報とし、今後の熟議に生かしていくことは、地方自治の本旨（憲法 92

条）の基盤である住民自治の原則を具体化するうえで、高い意義を有する。	 

	 被告にとっても、公開された本件情報を市民と共有して、今後の政策立案に生か

していくことは、本件情報が被告が多大な労力と巨費（3150 万円。甲 11、4 頁 29

行）を投じて、多数の市民の意向を収集した貴重な情報であることからも、地方自

治の本旨に沿った重要な意義を有するものと考えられる。	 

	 他方、本件情報が公開されることによって被告が蒙る具体的な損失は、民主政の

もとで客観的に存在しない。	 

	 また、本件情報の公開が「投票の秘密」や個人情報を侵害しないことは、本準備

書面「第二」に詳記するとおりである。	 

	 本件非公開決定は、本件情報公開条例７条１号「法令等の定めるところにより、

公にすることができないと認める情報」に該当するものではないが、この点におい

て、仮に被告の主張に依って、利益衡量を行うとしても、その衡量結果は、以上述

べたとおり、本件非公開決定が違法であって、取り消されるべきものとの結論とな

る。	 
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つぎに、本件文書が法令秘情報等の非公開情報に該当しないことは、従来から主

張してきたところであるが、本件住民投票条例の趣旨及び目的をふまえて、以下の

とおり補充を行う。	 

	 

3．本件住民投票条例のように、住民投票が「不成立」となった際に、「開票する」

との規定がない場合であっても、その投票済投票用紙（本件文書）は、法令秘情報

等の非公開情報には該当せず、被告は、その公開を拒むことはできない。	 

	 

(1)住民投票条例に、一定の投票率に達しなかった際に「不成立」とする規定が設

けられ、当該規定によって住民投票が「不成立」とされた場合であっても、その投

票済投票用紙（本件文書）は、「住民の意向」が集積した情報であって、その公開

は住民投票条例の趣旨、目的である「住民の意向を確認する」に合致するものであ

る。また、これを公開することによって、「対立する権利・利益」が損害を蒙るこ

とがないことも前述したとおりである。したがって、本件情報は情報公開条例に定

める法令秘情報に該当しない。	 

	 

(2)本件情報が法令秘情報（非開示情報）に該当しないことは、「成立しない」場合

であっても「開票する」と定めた自治体の住民投票条例の存在、及び、かかる条例

制定にあたっての審議内容からも明らかである。	 

「原告準備書面 1」第 3 の 3(2)（11 頁下から 7 行目～13 頁 2 行）で主張したと

おり、幾つかの自治体の住民投票条例は、「投票した者の総数が・・・・投票資格

者の総数の 2 分の 1 を満たしたときに成立する」として投票率を基準とする「成立

要件」を定めるとともに、「成立しない場合であっても、投票の開票を行わなけれ

ばならない（又は開票できる）」として、開票し、告示等の方式で投票結果を広く

公表するものと規定している。	 
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	 被告は「開票は、住民投票の成立が当然の前提となる。一般的には不成立の場合

に開票する意味はないからである」（「被告準備書面 1」第 2 の 1、2 頁 8～9 行）と

主張するが、誤りである。「不成立の場合に開票する意味はない」との被告の主張

によれば、「不成立」の場合にも「開票する」と定めた前記の住民投票条例が存在

する意味を説明できない。	 

	 これらの自治体で開票を行うのは、わざわざ「意味のないこと」を行おうとして

いるのではない。「不成立」の場合であっても、投票結果を開票し、公表すること

は、「住民の意向を確認する」という住民投票条例の「目的」を達するうえで積極

的な意義を有するからにほかならない。また、情報公開条例の規定との関係におい

ても非開示情報（法令秘情報、個人情報等）に該当しないからである。	 

すなわち、これら自治体の住民投票条例が「不成立」の場合であっても、直ちに

「開票」し、かつ開票結果を「告示」により広く公表すると規定するのは、その情

報が情報公開条例に定める非公開情報に該当しないことを根拠とするものであり、

加えて、情報公開請求を待って公開するよりも、「開票」の手続を経て、直ちに公

開することによって、はるかに迅速に、かつ、はるかに広く当該情報を公表し、周

知できるとの理由からに他ならない。つまり、自治体は市民等からの情報公開請求

を待って、情報公開制度を利用して開示できることは当然の前提としたうえで、

個々の公開請求を待つまでもなく、自治体が、能動的、積極的に自ら「開票」「告

示」という方式をもって投票結果を公開し、周知するのが住民投票条例の趣旨に適

合するとの根拠により制定したのが、「不成立」でも「開票」するとした住民投票

条例にほかならない。	 

住民投票は、住民の意向（地域の世論）を把握することを目的とするものであり、

投票結果に示されている内容（情報）には、対象となった事項に対する「住民の意

思」又は、「住民の意向」が示されているという特徴があり、この点において、首

長や議員の選挙と異なる。とくに本件住民投票は、「非拘束型」（住民投票の結果が、

直接都道計画の成否を決めるものではない）の住民投票であって、地域を対象とし
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た大規模な「世論調査」という性格も有する。一般の世論調査において回答率も一

応の参考とされるように、住民投票においても、「投票率」は「公開」又は「開票」

された「投票結果」と併せて参考に供されればよいことであって、「公開」又は「開

票」自体を否定し、結果を開示しない根拠とすることができるものではない。	 

	 	 

(3)「不成立」であっても、投票結果が情報公開条例に定める「非公開情報」に該

当しないことは、「開票」することを定めた自治体における住民投票条例の制定過

程でも明確に示されているところである。	 

	 すなわち、投票率を基準に「成立」要件を定め、「不成立」の場合であっても「開

票する」（12 条）とし、さらに開票結果を「告示」の形式で直ちに公表する（13 条）

と定めた上越市住民投票条例の審議過程でも、情報公開条例に定められた「非開示

情報」の規定と「開票」との関係が質疑の対象となった。提案者である市は法務室

と協議を行ったうえで、「不成立」の場合であっても同市情報公開条例 6 条（小平

市情報公開条例 7 条と同一内容）に規定する「非開示情報に該当せず、開示を妨げ

られるものでない」との答弁を行っている。議会は上記答弁を受けて、「不成立の

場合であっても、投票結果は、その性質上情報公開条例における非開示情報に該当

しないので『開示』を妨げられない、それゆえに『開票』することもできる」こと

を共通認識として、当該住民投票条例を議員の全員一致で採択した（上越市住民投

票条例、甲 12 の 1。上越市情報公開条例、甲 12 の 2。2009（平成 21）年 3 月 21

日、上越市市議会定例会会議録、甲 12 の 3、6 頁 9 行～14 行）。	 

	 

(4)以上詳記したことから明らかなように、「不成立」の場合であっても「開票する」

と定めた住民投票条例は、「不成立」の場合であっても、その投票結果情報がそも

そも非公開情報に該当しないことを前提として存在しているのである。	 

	 したがって、投票結果情報は、「開票する」規定の有無にかかわりなく（たとえ

「開票しない」との規定があっても）、そもそも非公開情報に該当しないのである。	 
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	 「本件住民投票条例には、『不成立』の場合に、『開票」する旨の規定がないから、

いわんや『情報公開』などありえないとする」被告の主張は、明らかに誤りである。	 

	 

(5)以上詳記したことから明らかなように、小平市住民投票条例のもとで実施され

た本件住民投票の結果は、「不成立の場合にも開票を行う」との規定がないために

「開票」を行って結果を「告示」することは行わない。しかし、本件情報は、性質

上、情報公開条例に定める非公開情報に該当しないことは、上越市情報公開条例の

議会審議に示されたところと同一のことであるから、小平市情報公開条例にもとづ

く本件公開請求に対して、被告が公開を拒むことはできないことも明らかである。	 

	 「本件文書は、所定の投票率に達さず不成立となった住民投票の投票済投票用紙

であるから法令秘情報である」とする被告の主張は、自治基本条例、住民投票条例、

情報公開条例の趣旨、目的に反し、これら条例の具体的な規定にも基づかない独自

の見解にすぎない。本件文書は、「法令等の規定が公にすることを明らかに禁止し

ている」情報でなく、また「法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができ

ない」情報でもなく、「法令秘情報」に該当しない。	 

被告の主張は、住民投票制度の存在意義を毀損し、ひいては「地方自治の本旨」

（憲法 92 条）にも反する主張であって、到底認めることはできない。	 

	 

4．本件文書の公開が可能であることは、改正住民投票条例の審議経過からも明ら

かである。	 

	 

(1)開票と公開が別物であって、仮に開票しない場合であっても、その投票結果は

公開できるものであることは、本件住民投票条例の改正案を審議する市議会（２０

１３（平成２５）年４月開催の住民投票条例特別委員会）において、提案者である

被告が行った答弁と報告に明言されているところである。	 

条例改正案を審議する同委員会において、議員の最たる関心事は、投票率による
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不成立要件を新設して、もしも「不成立」となった場合に、住民投票条例の「目的」

である「市民の意向を確認する」ことが不可能にならないか、という点にあった。	 

	 

	 この点について、既に「原告準備書面 2」の第 2 の 2(1)（5 頁）及び第 2 の 2(3)

（7 頁）で引用したところであるが、改正提案者である被告は、次のように答弁と

報告を行った。	 

「改正して 13 条の 2 を新設する趣旨は、東京都等へ結果を通知する義務を市長

が果たす（15 条）ために、一定の投票率を成立要件として定めるためである」こと、

しかし、この場合であっても、「市民の意向を確認する」ことが住民投票条例の目

的であることは「当然のこと」であることが報告された。	 

さらに、成立要件を充たさなかった場合の効果については、開票しなかった場合

であっても、「そのデータを収集することは、法の枠内で可能である」として、本

件文書を施策に生かすことが法律上問題のないことを明言している。	 

	 

	 委員の質問	 

	 	 	 「現条例の目的は、市民の意向を確認することというのが、いってみたらこ

の条例の命なわけですね。今回御提出をいただいた改正案というのは、市民

の意向を確認することができなくなるような可能性がないんですか。」（甲 11、

21 頁、31 行～33 行）	 

	 

	 	 	 市（参事）の答弁	 

	 	 	 「現在施行されました住民投票条例の目的は、当然のことながら市民の意向

を確認することということで、委員のおっしゃるとおりだと思います。一方

で、全てが市民の意向かということでございますと、今回、尊重義務がござ

いまして、市としてはその結果を事業主体の東京都へ伝えていくという責任

がございますので、その責任を市として全うするためには、市民の意向とい
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うものを当然前提とするわけですが、市として行うためには、一定の信頼性

の高い結果を伝えていかなければいけない、そのためには成立要件が必要で

あるという考えに基づいて改正をするものでございます。」（甲 11、21 頁、

下から 16 行～10 行）	 

	 

	 市（副市長）の報告	 

	 	 	 「法令上、住民投票条例そのものをそのまま解釈すれば、やはり成立しない

場合には開票しないという言葉のとおりでございます。しかしながら、選挙

管理委員会から封印をして受け取った後は、事務上の都合として、選挙管理

委員会の立ち会いのもとでそのデータを収集することは、法の枠内では可能

であるということまでは確認したところでございます。」（甲 11、29 頁 2 行

～6 行）	 

	 なお、市（副市長）は、その後、「市長の意向」として「データの利用はしない」

（上記頁、下から 16 行～14 行）との方針は述べたが、「法の枠内では可能」との認

識は何ら変更していない。もとより、「市長の意向」を聞いただけで、法的認識が

変更されるはずもないことである。	 

	 

	 住民投票条例に成立要件（13 条の 2）を新設する改正案審議の焦点であり、議員

の最たる関心事であった「不成立となった場合、投票結果（データ）はどうなるの

か」の点について、2013 年 4 月開催の住民投票条例特別委員会は、「データを収集

することは法の枠内で可能」とした被告の答弁を聴取したうえで、これを前提とし

て改正案を成立（賛否同数、議長裁定）させたものである。	 

	 したがって、上記審議を経て成立した改正住民投票条例は、市として投票結果を

東京都へ伝えていくためには、一定の投票率を成立要件として定めるが、他方で「市

民の意向を確認する」ことを「目的」とする条例であることは、引続き維持されて

おり、したがって条例の目的である「市民の意向を確認する」ための情報公開が「条
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例の趣旨、目的」から当然に禁止されているとは到底言うことができない。	 

	 

(2)本件文書は、被告が「市民の意向を確認することを目的」として「組織的に」

大規模に収集した文書であり、現に被告が「廃棄、改廃せず、現状のまま保存する

ことを約する」（甲 9）として「保有」しているもの（情報公開条例 2 条 2 号）であ

るから、その公開を拒絶する理由がないことは明らかである。	 

	 

5．本件公開請求は、実質的に開票請求に等しいから、公開は認められないとの被

告主張も誤りである。	 

	 

(1)被告の主張	 

被告は、「本件公開請求は実質的には開票請求に等しく、認められない」（「被告

準備書面１」６頁第４、表題）ことを、本件文書に記録されている情報が法令秘情

報に該当することの根拠として主張する。	 

	 また、被告は、原告らが、「本件住民投票で投票した票のうち、…『住民参加によ

り計画を見直す』に『○』記号を付した投票数が何票かを知るためとそれをマスコ

ミ等に公表するため」（「被告準備書面１」第 4 の 2、7 頁）に本件文書の公開を請

求しているのであるから、「本件情報を公開することになった場合、…本件住民投

票の開票をすることと同じ結果をもたらす」（「被告準備書面１」第 4 の 2、7 頁）

として、本件公開請求は実質的に開票請求に等しく認められないと主張する。	 

	 しかし、かかる被告の主張は、以下のとおり誤りであり、本件文書の公開は禁止

されない。	 

	 	 	 	 

(2)被告の主張は、自治基本条例、情報公開条例、住民投票条例の趣旨に反し、誤

りである。情報公開制度の目的は、「開かれた市政の下に市民の市政への積極的な

参加及び市民と市との信頼関係の増進を図り、もって地方自治の本旨に即した市政
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を推進すること」（小平市情報公開条例１条）にあり、かかる目的が達成されるた

めには、市政情報が広く公開され、これを市民が共有する必要がある。	 

	 また、本件住民投票条例の 1 条に定める「目的」は、道路計画について「市民の

意向を確認すること」であり、被告が開票を行わない場合には、本件文書の公開請

求手続によって、はじめて「市民の意向」が確認される。原告らの請求により、本

件情報が公開され、広く市民がこれを知る結果となることは、住民投票条例のみな

らず、自治基本条例、情報公開条例の趣旨・目的にも合致するものである。	 

本件住民投票の結果について、これが公開され、市民の間で広く共有されること

により、本件道路計画に対する住民投票に参加した市民の意向が明らかになり、本

件道路計画及び今後の都市計画に活かされうるので、まさに「地方自治の本旨に即

した市政を推進すること」（小平市情報公開条例 1 条）につながるものである。	 

	 したがって、本件文書の公開請求は、小平市情報公開条例の「目的に即し」た、

「適正な請求」であり、公開された情報を市民に広く公表することは、市政情報を

「適正に使用」するものである（小平市情報公開条例４条）。	 

よって、本件文書が公開された場合、本件住民投票の結果が広く市民に対して公

表され、「開票されたことと同じことになる」という理由で公開が禁止されるとの

被告の主張は、情報公開制度の目的を否定するものであり、本件文書に係る情報が

法令秘情報に該当することの根拠にはならない。	 

	 

6．本件公開請求に対して被告が行った非公開決定は、地方自治法 14 条 2 項の規定

にも違反する。	 

	 

(1)地方自治法 14 条 2 項は、	 

	 	 	 「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別

の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」	 

と規定する。したがって、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらな
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ければ、「原告らの情報公開請求権を制限することができない。	 

	 しかるに、小平市住民投票条例には、投票結果について開票を行わない旨の規定

がないことはもとより、投票済投票用紙（本件文書）に対する情報公開を制限ない

し禁止する規定も存在しない。	 

	 原告らの本件公開請求に対して行った非公開決定は、条例の規定に基づくことな

く、原告らの情報公開請求権（知る権利）を制限したものであって、地方自治法 14

条 2 項の規定にも違反し、違法である。	 

	 

(2)なお、被告は、	 本件住民投票不成立の場合に、開票結果が施行規則における告

示事項とされていないことを根拠に開票が禁止されていると主張するが、かかる主

張も誤りである。	 

	 被告は、「本件住民投票は、投票率 50 パーセントに満たない場合には、住民投票

は成立せず、住民投票が成立しない場合には、開票せずに、投票日、投票資格を有

する者の総数、投票した者の総数、棄権者の数、住民投票が不成立となった事実の

みを告示すれば足りる旨、本件住民投票条例施行規則第 98 条で定めており、住民

投票が不成立の場合は開票しないことを原告らも十分に承知している」（「被告準備

書面 1」7 頁	 第 4､1）と主張し、施行規則 98 条（投票結果の告示）によって、本

件住民投票不成立の場合に、開票結果が告示事項とされていないことを開票禁止の

根拠とする。	 

	 しかし、かかる被告の主張は、以下のとおり誤っている。	 

	 住民投票不成立の場合に開票を禁止するのであれば、条例において、その旨の

規定を設けなければならない。しかるところ，本件住民投票が不成立の場合に本件

文書の開票を禁止する旨の明文の規定は、本件住民投票条例には存在しない。	 

	 本件投票結果について開票がなされた場合には、情報公開請求を待つまでもなく、

迅速かつ広範に市民に周知できるものである[これが「不成立」であっても「開票

する」と規定した自治体の住民投票条例の趣旨であることは、既に詳記したとおり
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である]から、開票を禁止することは、知る権利（小平市自治基本条例 6 条、小平

市情報公開条例 1 条）及び情報公開請求権（小平市情報公開条例 5 条）という「権

利を制限する」ことにあたる。開票を禁止するのであれば、条例において定めなけ

れば前記地方自治法 14 条 2 項違反となる。	 

したがって、本件住民投票条例施行規則 98 条（投票結果の告示）において、住

民投票不成立の場合には、開票結果が告示事項とされていないことを開票禁止の根

拠とする被告の主張は誤っており、いわんや、前記告示事項の規定が、本件文書の

情報公開を禁止する根拠となるものでない。被告の主張は、地方自治法の前記規定

にも違反する。	 

	 

7．[小括]	 

	 

既に「原告準備書面 1」第 3 の 2（9 頁）で指摘したとおり、情報公開条例 7 条 1

号「法令等の定めるところにより、公にすることができないと認める情報」（法令

秘情報）に定める「公にすることができないと認められる」の意義について、被告

も、	 

①  「法令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合」、又は	 

②  「法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められ

る場合」	 

であると認めている（被告「情報公開条例の手引」20 頁第 3 項、甲 6）。	 

本件文書について、上記①に該当する規定が存在しないことは被告も争わない

ところであるが、以上に検討したとおり、「法令等の趣旨及び目的」に上記②に該

当するものも存在しない。むしろ、各条例の趣旨及び目的、住民投票条例改正の前

記審議経過等は本件文書が公開されるべきものであることを証している。	 

以上のとおり、本件文書の開票が禁止されていることを前提とし、本件文書が法

令秘情報に該当するとする被告の主張に理由はない。本件文書の法令秘情報該当性
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は、本件文書の「開票」が禁止されているか否かとは関係なく、独自に判断される

ものであるところ、以上に詳細に検討したとおり、本件文書は条例７条１号に該当

しないから、法令秘情報にあたらない。	 
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第二．本件公開請求は、「投票の秘密」を侵害するもの

ではなく、個人情報の保護に抵触するものではないから、

情報公開条例 7 条 1 号（法令秘情報）、2 号（個人に関

する情報）のいずれの規定によっても非公開とすること

ができない。	 

	 

1.被告の主張	 

	 

	 被告は、本件投票済投票用紙（本件文書）に記載された情報（本件情報）の公開

は、憲法 15 条 4 項第 1 文に定めた「投票の秘密」を侵害するから、これを具体化

した住民投票条例 7 条 3 項（秘密投票）の規定により本件文書の公開は禁止されて

おり、情報公開条例 7 条 1 号（法令秘情報）に該当すると主張する。	 

また、本件文書は同条例 7 条 2 号（個人に関する情報であって、特定の個人を識

別することができるもの、又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれ

があるもの）に該当するから、公開が禁止されるとも主張する（被告「準備書面 1」

「第 2」の 2～「第 3」、3 頁～6 頁。答弁書「第 3」の 4、4 頁～6 頁）。	 

	 	 しかし、被告のかかる主張は、以下に述べるとおり根拠がない。	 

	 

2．「投票の秘密」の意義	 

	 

憲法に定める「投票の秘密」が、民主制を支える根幹をなす規定であって、厳守

されなければならないことは原告らも充分に承知しているところであり、原告らは、

この理解に立って、本件公開請求は「投票の秘密」を侵害するものでないことを確

認して行ったものである。	 
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すなわち、最高裁判所は、憲法 15 条 4 項の「投票の秘密」の意義について、「何人

が何人に投票したかの審理をすること（明らかにすること）は許されない」（最大

判昭和 24･4･6）ことを意味するとしている。	 

	 「投票の秘密」の侵害が争点とされたケースは、	 

(1)選挙権のない者が投票した村議会議員選挙の当選の効力をめぐる選挙紛争にお

いて、当該「選挙権のない者の投票についても、その投票が何人に対してなされた

かは･････取り調べてはならない」とした最判昭和 23･6･1、民集 2 巻 7 号 125 頁。	 

(2)旧刑法に定める公選投票賄賂罪の合憲性が争われ、大法廷が判決を下した前記

最大判昭和 24･4･6、刑集 3 巻 4 号 456 頁。	 

(3)町議会選挙に関する選挙無効確認訴訟において、代理投票（不正投票）をした

者の投票についても、「何人に対してなされたかは、議員の当選の効力を定める手

続において取り調べてはならない」と判示した最判昭和 25･11･9、民集 4 巻 11 号

523 頁。	 

(4)投票偽造罪に問われた被疑者が被選挙人の氏名を供述した証拠を採用したこと

の違憲性が争点となった最判昭和 30･2･17、刑集 9 巻 2 号 310 頁	 

が存在する。	 

	 これら判決は、いずれも投票者が誰に投票したかを明らかにすることを禁止（た

だし、上記最判(4)は任意の供述について証拠能力を否定していない）し、また、

この探索を目的とした投票用紙の検索を「投票の秘密」を侵害するものとしている。	 

	 なお、その後の下級審では、選挙詐偽投票（公選法 237 条 2 項）等事件において、

被疑者らが特定の当選者に対して投票した事実を証明するため、警察が保有してい

る指紋との照合を行う手段として、特定の当選者に対する投票済投票用紙の原本全

部（1,158 枚）を差し押えた事件について、投票済投票用紙の差押処分が憲法 15

条 4 項に違反するとして取り消した大阪地裁堺支部昭和 61・10・20 決定（確定）、

（判時 1213 号、59 頁）が知られている。	 
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3．「投票の秘密」保障を具体化した公選法、最高裁判所裁判官国民審査法、小平市

住民投票条例、同情報公開条例の規定。	 

	 

	 公職選挙法は、投票内容の陳述義務の不存在（52 条）、無記名投票（46 条 4 項）、

混同開票（66 条 2 項）等を定め、また、選挙人に対し投票した被選挙人の氏名等の

表示を公務員等が求めることを刑罰をもって禁止している（226 条 2 項）。	 

	 最高裁判所裁判官国民審査法は、何人も投票内容（罷免を可とする裁判官に×印

を記載し、可としない裁判官については何等の記載もしない）の陳述義務を負わな

い旨を規定している（18 条）。	 

	 また、住民投票条例７条 4 項は「秘密投票」とする旨を、情報公開条例 7 条 2 号

は個人情報の保護を定めている。	 

以上の各規定は全て憲法 15 条 4 項に定める「投票の秘密」の保障を具体化した

ものと言うことができる。	 

	 

4．「投票の秘密」を侵害する場合、侵害しない場合の判断	 

	 

したがって、前記最高裁判所の判例に従い、「誰がいずれの欄に○印を記したか」

の探索を目的として投票用紙を検索し、あるいは、投票者に「いずれの欄に○印を

記したか」の陳述を求めることは、憲法 15 条 4 項の規定に違反するとともに、公

選法及び住民投票条例 7 条 4 項の規定に違反し、また情報公開条例 7 条 2 号（個人

情報の保護）の規定にも抵触するものと考えられる。	 

他方で、本件文書の公開が、「誰がいずれの欄に○印を記したか」の探索や「いず

れの欄に○印を記したか」の陳述を投票者に求めることとならない場合には、憲法

に保障された「投票の秘密」を侵害し、あるいは「投票の秘密」の保障を具体化し

た公選法や住民投票条例、情報公開条例の規定に違反するとして被告が公開を拒否

することができないことは、前記最判の趣旨からも明らかと解される。	 
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「個人情報」の保護規定に抵触するか否かの判断基準も上記と同様である。	 

	 

5．本件公開請求は、「投票の秘密」を侵害せず、「個人情報」保護規定に抵触しな

い。	 

	 

(1)以上の判例法理に従って検討すれば、本件公開請求は、「投票の秘密」を侵害し、

あるいは、「個人情報」保護の規定に抵触すると言うことができない。	 

	 まず、本件公開請求は、「（特定の）投票者が、どちらの欄に○印を付したか」を

探索することを目的としていない。	 

	 また、本件住民投票は無記名投票制を採用しているだけでなく、投票者が付した

のは○印のみであるから、本件文書からその筆跡を鑑定して投票者個人を特定し、

その投票内容とのつながりを検索することもできないことは客観的に明らかであ

り、いわんや本件文書のコピー用紙から指紋照合（前記大阪地裁堺支部決定）する

などそもそもありえない。	 

したがって、本件公開請求によって、「投票の秘密」が侵害され、あるいは「個

人情報」が漏洩する虞れは皆無であり、本件公開請求は住民投票条例 7 条 1 号（法

令秘情報）の規定のみならず、7 条 2 号（個人に関する情報）の規定により非公開

とすべきものにも該当しない。	 

	 

(2)また、被告は、「記号投票制は、単に投票方法の問題であって、記号投票制が採

用されていることをもって、投票の秘密を侵害しないことの理由とすることはでき

ない」と主張する（被告準備書面１	 ５頁）。	 

	 しかし、「まず問題となるのは、わが国法が自書投票主義を採用し（公選法４６

条・６８条）、しかもこの自書主義が従来判例上すこぶる寛大に解され、投票の効

力を判定するさい選挙人の意思をできるかぎり推定するという立場がとられてい

ること、その結果投票の個性が増大し、それだけ秘密主義が制約されていることで
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ある。したがって、『自書主義を認めつつ、しかもできるだけ秘密投票制の趣旨に

も添うことを目的とする」ために設けられた他事記載禁止規定の但書（公選法６８

条１項５項）も、秘密主義を重視する選挙法の原則からいえば、本来厳格に解すべ

きであるのにかかわらず、自書主義が寛大に解されるのに応じて、相当広く解釈さ

れていることは周知のとおりである。これが秘密投票の精神に合致しているかどう

か、記号投票制（ｐｒｉｎｔｅｄ	 ｂａｌｌｏｔ）の採用が要求されるゆえんの一

はここにある。」（芦部信喜著『憲法と議会政』２８８頁（東京大学出版会・１９７

１）。	 

すなわち、秘密投票制の趣旨との関係では、自書式、記号式といった投票方法は

すべて同価値に位置付けられているのではなく、記号投票制の採用も、単に投票方

法の問題にとどまるわけではない。上記のとおり、記号投票制は、自書式に比して

秘密投票制の趣旨に厳格に沿った投票方法であり、記号投票制が採用されている限

り、投票の秘密を害するおそれはないのである（なお、記号投票制における他事記

載の存在は、非公開の理由にならないことは後述のとおりである）。	 

	 

6．他事記載用紙の存在は、非公開の理由にならない。	 

	 

(1)被告は、	 

	 	 「実際に、本件住民投票の投票用紙を公開することにより、投票人の探索が可

能となる恐れがある。	 

	 	 	 すなわち、本件住民投票においては、投票用紙に『○」記号のみを記載する

こととなっているが、投票用紙の中に、いわゆる他事記載がなされている投票

用紙が存在する可能性は否定できない。	 

	 	 	 他事記載事項としては、投票人の氏名、投票人の帰属団体、本件道路計画に

ついての意見の記載表明等、あらゆる記載が想定し得るのであって、投票用紙
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を公開した場合には、記載の内容によっては、投票人の探索が可能になってし

まう恐れがあるのである。	 

	 	 	 本件住民投票条例及び同施行規則は、このような事態を防止するために、投

票用紙の開票方法等を詳細に定めている。	 

	 	 	 したがって、投票人の探索の恐れが全くないとはいえない（皆無ではない）

以上、投票用紙の公開は認めないというのが、憲法が定める秘密投票の原則に

ほかならない。	 

	 	 	 したがって、本件情報の公開によって、『特定の個人を識別すること」、や『個

人の権利利益を害するおそれ」（小平市情報公開条例 7 条 2 号）は十分考えら

れ、本件情報は、同号の『非公開情報」に該当する。」（「被告準備書面 1」第 3

の 3、6 頁）	 

と主張する。	 

	 

(2)しかしながら、他事記載の投票については、住民投票条例 10 条 1 項 3 号におい

て「無効」とする旨が規定されているのであり、「無効」用紙のなかに「投票人の

探索が可能となってしまう恐れがある」投票用紙が万一含まれているならば、かか

る内容の「無効」用紙を除外して公開すれば、容易に済むことである。	 

情報公開条例は、このような事態を見越して、同条例 8 条に次のとおり「一部公

開」の規定をおいている。	 

	 

	 第 8 条（市政情報の一部公開）	 

	 実施機関は、公開請求に係る市政情報の一部に非公開情報が記録されている場合

において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分し

て除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるとき

は、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。	 
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2．公開請求に係る市政情報に前条第 2 号の情報（特定の個人を識別することがで

きるものに限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人

を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、

個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部

分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。	 

	 

	 したがって、「（他事）記載の内容によっては、投票人の探索が可能になってしま

う恐れがある」場合、その部分は「容易に区分して除くことができ、かつ、区分し

て除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることはない」（情報公開条例 8

条 1 項）のであるから、かかる内容の「無効」用紙のみを「非公開」とすれば足り

ることである。	 

	 「（他事）記載の内容によっては、投票人の探索が可能となってしまう恐れがあ

る」ことを理由として、本件公開請求の対象である本件文書を全部非公開とすべき

とする被告主張は、情報公開条例 8 条の規定にも違反する主張である。	 

	 

7．[小括]	 

	 

以上のとおりであるから、本件文書の公開は「投票の秘密」を侵害し、「個人情

報の保護」を定める住民投票条例 7 条 1 号、２号の規定に違反するから、非公開情

報に該当するとの被告主張には根拠がない。	 
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第三．本件住民投票の背景と経緯・意義、本件情報公開

の意義、ドイツの住民投票制度との比較	 

	 

1．本件住民投票の背景と経緯	 

	 

	 東京都の西郊に位置する小平市は、津田塾大学や武蔵野美術大学等を有し、また

住民 18 万 5、677 人（2013 年 1 月 1 日現在）が居住する学園都市、住宅都市であ

るとともに、国の史跡に指定され、東京都の歴史環境保全地域としても指定されて

いる、みどり濃い玉川上水が市の中央部を東西に流れる緑園都市でもある。	 

	 玉川上水を南北に横断して幅員 36m の道路を建設する小平都市計画道路 3･2･8 号

線（2012 年 11 月の道路幅員拡大による都市計画変更前は 3･3･8 号線）計画は、1963

年に都市計画決定されたものであるが、約半世紀を経たのちに事業化の動きが顕在

化してきた。	 

	 小平都市計画道路 3･2･8 号線は 3.0 ㎞にわたるが、そのうち新設部分の 1.4 ㎞は、

とくに小平市内において美しいとされる（甲 16 の 3、「国木田独歩『武蔵野』」写真）

玉川上水の貴重な樹林帯を分断するだけでなく、これに近接して市民の憩いや学習

の場となっている雑木林の約半分を消滅させ、また、市民の生活の本拠となってい

る住宅 220 戸を撤去させ、200 億円もの税金を投入するものである（甲 16 の 1、都

道計画「意思示さないと後悔」/「意見聞く会」名ばかり/住民投票来月 26 日）、（甲

16 の 2、50 年前の計画なぜ/雑木林伐採、小平の住民投票）。	 

	 このように、市民生活に大きな影響を与えるにもかかわらず、計画の当初から市

民の意向は反映されることはなく、事業化の方針が決まったのち、「都市計画変更

素案説明会」（2010 年 2 月開催）等を行ったのみであった。	 

	 この説明会も、既に都が決めたことを説明する会であって、市民の質問時間は限

定され、質問は「1 人 1 回」のみとする「ルール」が都によって告げられ、都の説
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明に対する再質問の機会は与えられないものであって、話し合いの場となるもので

は到底なかった（甲 14、33 頁）。	 

	 このため、玉川上水の保全を願う市民や雑木林で子育てをした主婦たち、立退き

を求められるおそれのある住民らが中心となって、この道路計画に対する意向を広

く市民に問い、計画に反映させようと知恵を寄せ合って探索した結果が、住民投票

の直接請求を行うことであった（甲 14、甲 16 の 1、2）。	 

	 住民投票の直接請求にあたっては、まず受任者を募る必要があるが、これには 385

人の市民が応募し、これら受任者による直接請求の署名収集では法定署名者数（地

方自治法に定める有権者の 50 分の 1）の約 2.5 倍（有権者の約 5%）に相当する 7、

183 名の市民が有効署名を行った（甲 14、52 頁、54 頁）。	 

	 直接請求にもとづき、2013 年 3 月に開かれた市議会は「東京都の小平都市計画道

路 3･2･8 号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例」（本件住民投

票条例）を成立させた。その後、2013 年 4 月の市長選（投票率 37.28%）で 3 選さ

れた市長は、直ちに臨時市議会を召集し、住民投票条例に成立要件（投票率 50%、

13 条の 2）を加えることを主とする修正案を提出し、賛・否同数ながら議長裁定で

これを成立させた（甲 11 は、その特別委員会会議録）。	 

	 住民投票は、2013 年 5 月 26 日に執行され、有権者の 35.17%に相当する市民 5

万 1010 人が投票したが、前記 13 条の 2 規定の投票率要件に達しなかったとして、

不成立とされ、開票は行われなかった。	 

	 投票結果が公表されなかったため、原告らは情報公開条例にもとづいて投票用紙

（本件文書）の公開（写しの交付）を被告に請求した（甲 1）。これに対し、被告は

非公開決定を下した（甲 2）。	 
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2．本件住民投票の意義	 

	 

	 本件住民投票は、単に小平市の問題であるだけでなく、広く日本の民主主義のあ

り方を問う意義を有するものとして、全国的に大きな関心を呼び起した。	 

	 本件住民投票をめぐっては、新聞、TV、ラジオ等に極めて多数のニュースが報じ

られたばかりでなく、本件住民投票から、近代政治哲学の課題を汲みとる著書が刊

行され、また、新聞各紙も本件住民投票と民主主義の関係を問う「社説」等をこぞ

って掲載した。例えば、	 

	 

(1)朝日新聞 2014 年 1 月 1 日号は、元旦社説（甲 15）として、本件住民投票が投

げかけた問題を取りあげた。社説は、	 

	 	 「一面の枯れ葉を踏みながら歩く。その音さえカサカサとあたりに響くようだ。

静かな東京・小平市の雑木林。	 

	 	 近所の人が散歩などで親しむこの小さな空間が昨年、何度もニュースになっ

た。」	 

との書き出しで、本件住民投票との関連で、	 

	 	 「投票日だけの『有権者』ではなく、日常的に『主権者』としてふるまうこと

を再評価する考え方」	 

の１つとして哲学者、國分功一郎氏の著書を紹介し、	 

	 	 「民主主義を『強化するパーツが必要』と國分さんはいう。議会は不可欠だが、

それに加えて行政を重層的に監視して『それはおかしいと伝える回路が欠かせ

ない』。そのために住民投票や審議会などの諮問機関の改革、パブリックコメン

トの充実などを提案する。」	 

と引用している。そのうえで、朝日の元旦社説は、	 

	 	 「静かな雑木林からの呼びかけに、もっとにぎやかな民主主義で応える新年に

したい。」	 
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と結んでいる。	 

	 この元旦社説は、本件住民投票を高く評価し、本件住民投票が提起した問題を更

に深めることが新しい年の課題であるとするものであった。	 

	 

(2)前記社説にも引用されている國分功一郎氏の著書「来るべき民主主義－小平市

都道 3･2･8 号線と近代政治哲学の諸問題」（幻冬舎新書、甲 14）は、小平市在住の

哲学者である同氏が、本件住民投票に関わった自らの経験を踏まえて、従来の「三

権分立」の考え方に盲点があることを次のように指摘している。少し長くなるが、

引用する。	 

	 	 「議会が統治に関わるすべてを決定しているとか、行政は決定されたことを執

行しているに過ぎないというのは誤りである。なぜなら、行政は執行する以上

に、物事を決めているからである。」	 

	 	 「新しい道路を作りたい。『ここに道路を作ったらどうか？』『そこに作るのは

おかしいでしょう？』などと議会で話し合ったりはしない。すべて役所が決め

るのである。議会はその予算案を承認するだけだ。	 

	 	 	 実際に統治に関わる実に多くのこと、あるいはほとんどのことを、行政が決

めている。しかし、民衆はそれに関われない。私たちに許されているのは立法

権に（ごくたまに、部分的）関わることだけだ。	 

	 	 	 それではとても『民主主義』とは言えないように思われる。民衆が実際の決

定過程に関われないのだから。しかし、それでもこの政治体制は『民主主義』

と呼ばれている。なぜか？立法府こそが統治に関わるすべてに決定を下してい

る機関であり、行政はそこで決められたことを粛々と実行する執行機関に過ぎ

ないという前提があるからだ。この前提、主権を立法権と見なす前提があるた

めに、実際に物事を決めている行政の決定過程に民衆が全く関われなくても、

『民主主義』を標榜できるようになってしまっている。	 
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	 	 	 ここにあるのは実に恐ろしいシステムである。主権者たる民衆は実際の決定

過程からははじかれている。だが、にもかかわらず体制は民主主義の実現を主

張できる。立法権こそが主権であり、立法権を担う議会こそが決定機関である

という建前があるために、民衆が立法権にさえ関わっていれば、どんなに選挙

制度に問題があろうとも、どんなにその関わりが部分的であろうとも、その政

治体制を民主主義と呼ぶことができる、そういうシステムが作り上げられてい

るのだ。」（甲 14、14 頁～15 頁）	 

	 上記のような、「自ら決定し、自ら執行する行政」をチェックするものとして議

会の機能強化が必要なことはもとよりであるが、これを補強し、住民の意思を直接

に行政に反映する代表的な手段の 1 つが住民投票であることを強調し、そのための

住民投票制度の在り方に言及している。	 

	 

(3)朝日新聞の「天声人語」（甲 16 の 4）は、本件住民投票実施直前の 2013 年 5 月

22 日号で	 

	 	 「民主主義の実験がまた 1 つ積み重ねられる。東京都の小平市で 26 日に住民

投票がある。」	 

	 	 「代議制を補うべき新しい民主主義の試みはまだ道半ばだ。小平の結果を楽し

みに待ちたい。」	 

と本件住民投票への大きな期待を表明するとともに、	 

	 	 「有権者は国、地方の議員や首長を選ぶだけで、省庁や役所には何も言えない。

そんな仕組みではいけない」	 

との、國分氏の談話を紹介している。	 
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3．本件住民投票結果公開の意義	 

	 

本件住民投票は、前記のように大きな期待が寄せられた中で行われ、5 万 1、010

人の市民が投票したのであるが、投票率 35.17%は、住民投票条例 13 条の 2 に定め

る成立要件に達さず、その結果、開票されなかった。このような結果は、多くの市

民に投票を呼びかけ、力の限りを尽くしてきた原告らにとっても極めて残念なこと

であった。	 

情報公開条例の規定にもとづく、原告らの本件情報公開請求（甲 1）に対しても

被告が非公開決定（甲 2）を下し、このため現在に至るまで、本件情報は一切公開

されないままとされている。	 

	 

(1)本件住民投票の投票率が、成立要件である 50%を超えないおそれが強いことは、

例えば、投票 1 週間前の 2013 年 5 月 19 日付朝日新聞社説「住民投票/民意を無に

しない」（甲 16 の 5）が次のように危惧を表明したことにも示されるように、投票

前に広く予測されていたことであった。	 

	 	 「東京都の小平市で、住民投票がある。渋滞のネックを解消するため、雑木林

をきりひらいて都道を造る。その計画を、住民参加によって見直すべきかどう

かが問われる。」	 

「残念なのは、市と議会が『投票率 50%以上』という成立の条件をつけ、下回

れば開票しないと決めたことだ。」	 

「しかし、『50%』はハードルとして高すぎないか。市長選の投票率は過去 6 回

つづけて 5 割を切った。市議選も、ここ 5 回のうち 4 回は下回っている。」	 	 	 

「なにより、50%に達しないと開票しないというのでは、投票した人の意思を

無にすることになる。投開票や準備にかかる税金や人手も、むだになる。」	 
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(2)地方選挙における投票率の低下が指摘されることも多いが、前記朝日新聞 2013

年 5 月 19 日付社説が指摘するとおり、被告（小平市）における過去 21 年間（1993

年～2013 年）、6 回の市長選挙において、投票率が 50%に達したことは一度もない。

40%を越えたのも、40.82%（2005 年）、40.55%（2001 年）の 2 回だけ、最低投票率

は 1997 年の 27.53%であった。また、市議選でも過去 17 年間（1995 年～2011 年）

の 5 回の選挙において 50%を越えたのは、1 回だけ（1999 年）、50.43%であった。	 

	 

小平市市長及び市議選挙の投票率（甲 17、小平市選挙管理委員会 HP）	 

市長選	 市議選	 

1993(平成 5)年	 38.76%	 1995(平成 7)年	 47.42%	 

1997(平成 9)年	 27.53%	 1999(平成 11)年	 50.43%	 

2001(平成 13)

年	 

40.55%	 2003(平成 15)年	 46.12%	 

2005(平成 17)

年	 

40.82%	 2007(平成 19)年	 48.11%	 

2009(平成 21)

年	 

39.31%	 2011(平成 23)年	 44.54%	 

2013(平成 25)

年	 

37.28%	 	 	 

	 

	 2013 年 3 月に一旦成立した本件住民投票条例に対し、翌 4 月に、前記の長年にわ

たる投票状況を熟知した市長が提案したのは、「投票率 50%を成立要件とする」条項

（13 条の 2）を新たに加えることであった。市長は、2013 年 4 月に当選した際の

市長選の投票率が 37.28%に過ぎなかったにもかかわらず、かかる提案をしたのであ

る。このような成立要件は、地方選挙における最近 20 年間の前記投票率の傾向か

らみても、もともと過重な要件であることは誰にとっても明らかであり、かかる成
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立要件に合理性は存在しない。さらに、このような投票率要件を定めると、投票の

不成立を目的とした意図的なボイコットも誘発して、更なる投票率の低下を招くも

のとの批判が、投票前から少なくなかった。	 

	 さらに、市民の間では、もともと住民投票に反対であった被告が、住民投票を成

立させないために、意図して、過重な投票率要件を加えたのではないかと酷評する

者が少なくなかったのも事実である。	 

	 

(3)問題は、成立要件が過重であるだけではなく、これを充たさなかったことを理

由に、被告が本件情報を非公開としたことである。投票直後の日本経済新聞 2013

年 5 月 29 日付社説「小平の住民投票が残したもの」（甲 16 の 6）も、	 

	 	 「東京都小平市で 26 日に実施された道路の建設を巡る住民投票が不成立で終

わった。投票率が 35%と開票する条件である 50%に届かなかったためだ。残念

な結果だが、今後の住民投票のあり方に一石を投じたのではないか。･････4

月に行われた市長選の投票率が 37%だったことからみても、かなり高いハード

ルだった。	 

投票には 3000 万円の費用がかかった。それなのに投票に赴いた 5 万人を超

す市民の声を確認すらしないのはやはりおかしい。･････今回のような投票は

一種の世論調査なのだから、条件を設けるとしても、その地域の他の選挙の投

票率などを勘案すべきだろう。」	 

として「不成立」となった理由は地域の他の選挙の投票率を勘案しない高い投票率

要件を定めたためであって、投票に赴いた 5 万人を超す市民の声を確認すらしない

のはおかしいと指摘している。	 

	 

(4)また、朝日新聞 2013 年 5 月 28 日付社説「小平住民投票/賛否の二元論を超えて

（甲 16 の 7）も	 

	 	 「投票率が 50%以上でなければ成立せず、開票もされない。	 
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そんなルールで行われた東京都小平市の住民投票は、ハードルを越えられず

に終わった。	 

住民投票というツールで、いかに民意をていねいに読み取るか。今後の他の

自治体にとって多くの教訓が含まれている。」	 

「市長は結果の尊重を求められるが、拘束はされない。実質は世論調査に近い

住民投票だった。	 

ならば、大切なのは民意の内訳を測ることではなかったか。	 

ところが、『50%ルール』を設けたことで、民意はみえにくくなった。	 

見直しは不要と考える人は、反対票を投じるか棄権するか、二つの選択肢を

もったからだ。	 

それだけではない。	 

50%ルールは、投票の実施が決まってから市が『後出し』で提案して作られた。

市の姿勢はだれの目にも明らかだった。」	 

「見直し不要の立場から投票した人も当然いたはずだ。50%を下回れば開票し

ないと決めたことで、その割合もわからなくなってしまった。	 

投票の中身より前に、投票するかどうかが尺度になる。投票率を要件とする

制度設計の弱点が明らかになった。それが今回の教訓ではないか。」	 

このように、社説は、投票結果が明らかにならないことが「投票率を要件とする

制度設計の弱点」であることを指摘し、「民意を丁寧に読み取る」ことが必要であ

ることを訴えている。	 

	 

(5)日本経済新聞 2013 年 5 月 28 日号「春秋」（甲 16 の 8）も	 

	 	 	 「都道の計画見直しをめぐって 26 日に行われた東京都小平市の住民投票は、

その名にふさわしいと思えた。直接民主制で市民が声をあげるのに何の不思議

もないテーマである。	 
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	 	 	 	 	 市民が署名を集め、その結果条例ができて、という手続きを踏んだ東京で初

めての住民投票でもあった。さて結果は、といきたいところだが、それが分か

らずじまい。投票率が成立のために必要な 50%に届かぬ 35%だったからで、開

票はされぬまま、5 万 1 千集まった『市民の意思』はある期間ののちに捨てら

れるという。	 

	 	 	 	 	 	 35%では信頼に足る市民の意思とみなせぬ、という理屈である。しかし、理

屈を開陳した当の市長が当選した 4 月の選挙の投票率は 37%にすぎない。50%

とはかくも高い壁である。もとより、市長は住民投票の結果を尊重しなければ

ならないが結果には縛られないと決められている。投票箱に鬼が隠れているわ

けではない。」	 

と述べている。	 

	 

(6)地方自治の専門家である公益財団法人地方自治総合研究所常任研究員岩崎忠氏

は、「地方自治職員研修」誌 2013 年 8 月号掲載の「住民投票の成立要件 50%につい

ての一考察」（甲 16 の 9）において、	 

	 	 「住民投票の投票率で問題となるのは、小平市の住民投票のように、投票率 50%

未満という成立要件が付されているケースでは、成立しない場合には『見直し

が必要ない』という有権者は投票に行かなくても投票に行ったものと同一な効

果が得られてしまう点である。したがって、成立要件については慎重に考える

必要がある。」	 

と述べている。	 

	 

(7)以上、長々と引用したが、これら社説や論評等は、本件住民投票が投票率「50%」

に達しなかったことを理由に、被告が投票結果を公表しないことを「やはりおかし

い」、「残念な結果だ」と述べている。これは、引用した社説等に限らず、報道に接

した多くの人々に共通する感想といって間違いない。	 
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	 これらの論評や感想は、「50%」という高い投票率要件が、当該地域の地方選挙に

おける長い期間の前記低投票率（殆ど、20%～40%台）を無視して加えられた、過重

な「成立」要件であり、これを満たさなかったことを理由に、結果を公表しないこ

とは、住民投票条例の趣旨、目的に照らすと、「やはりおかしい」と率直に受止め

ているものである。	 

これらの論評や感想は、法令の趣旨や憲法規定のもとで、理に適ったものという

ことができる。	 

本件公開請求（甲 1）を斥け、投票結果を公開しないとした被告決定（甲 2）は、

法的にも「おかしい」ことである。	 

	 情報公開条例のもとで、投票済投票用紙(本件文書)が「法令秘」情報に該当せず、

また「個人情報」に該当しないこと、これを公開することが「住民の意向を確認す

る」という住民投票条例の「趣旨、目的」に合致することは、本準備書面「第一」

及び「第二」に詳記したとおりであり、本件情報を公開しないことは、知る権利を

保障し、住民自治による地方自治の本旨の実現を定めた憲法の規定にも反するから

である。	 



	 

	 35	 

	 

４．ドイツの住民投票制度との比較	 

	 

(1)ドイツにおいても，旧来は，本件小平市住民投票条例同様，住民投票の成立要

件として，投票率が採用されていた時代もあった（例えば，1954 年にバーデン＝ヴ

ュルテンベルク州政府が提案した住民投票法案では，住民投票の成立要件を投票率

としていた。甲１３「ドイツの住民投票の成立要件について」，３頁）。	 

	 しかし，住民投票の経験が重ねられる中で，住民投票の成立要件として，投票率

を用いることには，数々の問題点があること，例えば，人口 5000 人を越える市町

村では 50％という成立要件は達成は殆ど困難であること，住民投票で決議される事

項につき，反対派は，住民投票で反対票を投じるよう呼びかけるのではなく，投票

活動よりも容易かつ安易に実現できる投票ボイコット（棄権）を呼びかけることに

よって投票自体の成立の可能性を著しく低減できてしまうことなど，数多くの問題

点が明らかになった。	 

このため，ドイツ各州では，住民投票の成立要件について，投票率ではなく法定

得票率を用いるよう改められることとされた（甲１３，３～４頁同趣旨）。	 

以上述べたとおり,本件住民投票のように成立要件に投票率を用いることに多く

の問題が内包されることは，ドイツの歴史的経験が示すとおりである。加えて，既

に述べたように，本件住民投票は，上記ドイツ各州のような拘束型の住民投票では

なく，非拘束型（諮問型）であり，このような緩やかな住民投票においては，本件

住民投票条例 13 条の 2 のような 50％という高い投票率を住民投票の成立要件とし

て設定する合理性は殆ど皆無であったと言わざるを得ない。	 

	 

(2)本件住民投票条例 15 条には，投票結果の尊重義務が規定されており，小平市は

住民投票の結果を事業主体の東京都に通知する義務が規定されているところ，小平

市が東京都に通知するためには，「一定の信頼性の高い結果を伝えていかなければ
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ならない，そのためには成立要件が必要」との趣旨で本件住民投票条例に 13 条の 2

が追加された（甲１１，２１頁，小平市参事の答弁）のは、前述したとおりである。

しかし，本件住民投票は，住民投票の成立要件として，得票率ではなく投票率を用

いており、その投票率要件が、同じ地域的課題の投票である小平市長・市議選挙の

投票率実績に比して過大に設定（本準備書面 29～34 頁）されているだけでなく、

投票率を成立要件とすることで、棄権を一層誘発するという問題を有している（甲

１３，３頁「棄権者が投票率を下げ、事実上は投票反対者となって投票を求める側

に不利に働くことも見落とせない問題点である。」）。したがって，本件住民投票条

例 13 条の 2 は，一定の信頼性の高い結果を伝達するという点からは，むしろ問題

のある投票方式であったといえる。	 

	 

(3)投票率から法定得票率へというドイツ各州の前記歴史的経験にかんがみると，

改正により新設された住民投票条例 13 条の 2 の「成立」要件は、同時に「成立」

の文言が新設された東京都等に対する通知義務を市長に課すうえで要件（15 条）で

ある以上の意義は有しないと解される。これが小平市議会の合理的意思解釈であり，

ましてや，住民投票が不成立の場合は不開示であることを前提に立法された条例と

は言い難い。	 
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第四．結論	 

	 	 

以上のとおり、本件文書に係る情報は、法令秘情報及び個人情報に該当せず、ま

た、他の自治体及び海外の制度との比較の観点からも、本件文書は公開されるべき

である。	 

地方自治の本旨を実現し、これからの民主主義を深化させるうえで、住民投票が

果たす意義は大きい。	 

地域の課題に関する投票率（市長、市議選挙）を考慮することなく、過大な投票

率を成立要件として課すことに問題があることは、前記多くの論評に述べられてい

るとおりであるが、とくに本件のような非拘束型住民投票は、地域における大規模

な世論調査の性格を有し、民意を汲むための制度であるから、その投票結果は「公

開されることもなく捨てられる」のではなく、少なくとも情報公開請求にもとづい

て公開され、市民と自治体の共有財産として、今後に生かすことが是非必要である。	 

法令上も本件情報の公開を妨げる規定がないことは、本準備書面で詳論したとこ

ろである。	 

被告の非公開決定を取消し、被告に対して本件情報を公開する義務を課すよう求

める次第である。	 

以上	 


