
通念との戦い
國分 功一郎

　小平市住民投票情報公開裁判について、私は原告側
の勝訴になるだろうと思っていた。合理的な理由で非
公開を決めていた情報以外はすべて公開されるのが情
報公開の原則だが、今回の条例にはそうした規定はな
い。また、被告の小平市は、投票結果を公開すれば秘
密投票の規定が侵されると主張したが、どちらかの欄
に○を付けただけの住民投票で票を公開したところで、
誰がどう投票したのかわかるはずもなく、これは理由
としての体を成していない。
　ところが 9 月 5 日の判決では原告の敗訴となった。
判決文を読んで分かったのは、関連法文や原告・被告
の主張の合理的解釈ではなく、社会的な通念の再確認
こそが、この判決の基礎にあるということである。そ
の通念とは、「行政が決めたことは変えられない」とい
うものである。
　私はこの通念を十分に認識していたつもりだった。
だが、期待というのは人の目を曇らせる。原告勝利へ
の期待によって私の認識は簡単に吹き飛んでしまって
いた。
　判決の内容は残念なものである。しかし、期待が打
ち砕かれれば、目の曇りも晴れる。私はそれによって
一つの考えを得た。
　判決は、必ずしも法文や原告・被告の主張の合理的
解釈から導かれるものではない。むしろ、社会に通用
している通念こそがその根拠となり得る。ならば、こ
の通念を変えればいいのである。しかも、現在、建前
として認められている情報公開の原則は、今回の判決
が依拠した通念を変えることを支持するものだろう。
　「知る権利」に言及すらしないこの判決には到底納得
はできない。控訴は当然である。裁判は引き続き法廷
内で争われる。だが、そこで争われる問題は、法廷の
外で通用している様々な通念と結びついている。そこ
には、私にも出来る何かがあると考えている。

（高崎経済大学経済学部准教授）

運動有理
中沢 新一

　小平の運動は何度も曲がり角にさしかかって、勇気
が揺るがされるときもありました。そのたびに、ぼく
はみなさんに「しつこいくらい運動を続けよう」とか

「住民投票は昔の彼女だと思って次に進もう」などと
威勢のいいハッパをかけてきましたが、その言葉はそ
のまま自分に帰ってきて、あんな調子のいいこと言っ
ちゃって、お前はどうなんだ、という鋭い問いかけが、
自分に突きつけられました。
　こういう運動の難しさを、その後たっぷり味わって
いるぼくですから、自分に言い聞かせる意味でも、言
いたいと思います。「しつこいくらい運動は続けよう
よ」と。
　しかし住民投票は昔の彼女などではありません。大
切にしなければならない、永遠の彼女です。その彼女
が役所の保管室に閉じ込められたまま、悲しんでいる
のです。理不尽なやり方で、閉じ込められたまま、も
のも言えずに悲しんでいます。彼女を保管室から外に
連れ出せなければ、「次に進む」なんてことは、安易
に言ってはいけないでしょうね。ですから、ぼくは控
訴に向けての動きを全面的に支持し、支援します。
　国政選挙や都知事選も含めて、選挙への投票率は軒
並み減少しています。その現実のなかで、コダイラー
たちはよくがんばり、たくさんの市民が投票所に足を
運んでくれました。その結果を知られるのが嫌なため
に、理不尽なやり方で非開示に持ち込もうとしている
小平市には、ほんとうは理などありません。またその
非理を認めようとした裁判官たちにも理はありませ
ん。
　この運動には理があります。そこでぼくはしつこく
言い続けようと思います。しつこいくらいに運動は続
けましょう。ぼくはみなさんとともにあります。

（明治大学野生の科学研究所所長）
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９月５日の判決に寄せて 「小平市住民投票情報公開裁判」の９月５日の東京地裁不当
判決についてお寄せいただいた文章を紹介します。



Q3「開票」と、今回の裁判で求めている投票用紙
の「開示」の違いは何ですか？

　「開票」は住民投票条例に基づく
ものです。「情報開示」とは情報公
開条例に基づくもので、違った観点

に立ちます。
　そうであれば、仮に「開票」ができなくても、

「情報開示」はできるはずです。
　今回、「開票」しなかったのは「不成立」だっ
たからです。成立要件を設けた理由は、東京都
への結果通知の際に信用度を高めるためです。
　そのような結果通知義務がなくなった以上、
仮に「開票」ができなくても「情報開示」する
ことは問題ないはずです。憲法、自治基本条例、
情報公開条例等の「知る権利」の点からは、積
極的に情報開示すべきことになります。
　ですから、反映させる会は「開票」ではなく、

「情報開示」を求めているのです。

Q4 成立要件に満たなくても、開票している実例
はありますか？

　あります。例えば上越市のように、
不成立でも開票する条例や、厚木市
のように、そもそも成立要件を設け

ていない条例もあります。
　また、国際的には、ドイツやフランスのよう
に不成立でも開票するのが一般的です。
　もともと、成立要件を設けたのは、少数意見
で決定されることを避けるためです。ですから、
基本的に不成立と開票とは関係がないのです。 
　ドイツのすべての州では、ボイコット運動を
避けるため、投票率ではなく、それぞれの選択
肢の有権者全体での得票率を成立要件にしてお
り、開票は必ず行います。

イラスト：石渡希和子

Q1 今回の「不当」判決は、何が不当なのですか？

　以下の 3 点で不当です。
① 条例に不成立の場合は開票しない
と書いていないのにも関わらず、書

いてあると解釈したこと。
② ○を付けるだけの投票用紙なのに、投票用
紙を見て、誰が書いたかわかる（投票の秘密が
侵される）場合があるかもしれないとしたこと。
③ 「開票」と「情報開示」の区別ができていな
いこと。
　議会で論議し、市報でも広報したことを①の
解釈の理由としていますが、実際はどちらも解
釈の理由としては不十分です。
　②のような場合があることは常識的に考えら
れません。どのような場合がそうなるのか具体
例もあげていません。
　また、「投票の秘密」といった憲法上の権利
の問題は、必ず対立する憲法上の利益があるの
で、二つを比較衡量（天秤にかける）するのが
裁判の原則です。今回は「知る権利」が対立し
ていますが、全く比較衡量を行っていません。
　③については、Q3 でご説明します。

Q2 50% の成立要件が付けられたことと、「開票
しないと条例には書いていない」ということ
のつながりがわかりにくいのですが…。

　条例には、不成立なら開票しない
と書いてありません。ただし規則で、
不成立の場合は、投票結果を告示し

ないことになっていました。
　しかし、規則は条例の範囲を超えてはいけま
せん。なぜなら、条例は議会で決めたもので、
規則はそれを受けて行政が補うものだからで
す。これは民主主義を守るための法律の大原則
です。私たち反映させる会は、規則が条例の範
囲を超えていると主張しています。

なぜ控訴？地裁判決は不当？
9 月 5 日の東京地裁判決について、反映させる会世話人で法律にくわしい丹治日子太が解説します。



　小平市小川一丁目の東側で都市計画道路の整備が進
んでいます。朝鮮大学校・武蔵野美術大学と小平西高
校の間のエリアは、6 年ほど前までは、江戸時代（17
世紀）の小川村の開拓当初の原風景ともいえる農地や
屋敷林を見渡せるエリアでした。このエリアで進んで
いる３つの開発について報告します。

＜小川一丁目地区区画整理事業＞
　小川一丁目土地区画整理事業は、2014 年 4 月
に事業が完了しました。このエリアを希望して引っ
越してくる人にとっては、農地・公園・小学校・
玉川上水などがある調和のとれた良好な環境かも
知れません。きつねっぱら公園こどもキャンプ場
も整備され、既に利用されています。一方、武蔵
野の原風景のような農地の光景の消失に胸を痛め
ている、という声をよく耳にします。

＜小平 3・4・23 号線＞
　小平 3・4・23 号線は、小平西高と、朝鮮大学
校と武蔵野美大の間を、玉川上水緑道を分断する
幅員 16m、2 車線、1,320m の南北道路です。玉
川上水緑道を歩くと 16m にわたり樹木が伐採され
てしまい心が痛む光景です。一方 12 小通りは狭
い道を車が通り、通学に危ない上に、五日市街道
から青梅街道までをまっすぐ南北移動出来る道路
が周辺にないため不便という意見もあったようで
す。

＜小平 3・3・3 号線＞
　小平 3・3・3 号線は、新五日市街道ともよば
れる道路計画で、横田基地の南側を起点に、小平
市を東西に通過し、西東京市で青梅街道に合流す
る主要幹線道路計画です。小平市エリアは、東西
8.1km、幅員 28m、4 車線で、小平市民には、大
変大きな影響があります。8.1km 全体について東
京都と小平市での必要性の確認や、住民への説明
をなしにして約 400m だけ整備しています。

小平のまちづくりはいま②
神尾 直志

　2014 年 10 月 29 日には、さらに西側の小川橋
から東大和市駅に北上する南北道路から立川通り
西側 100m だけを整備するべく説明会が開かれま
した。部分的に都市計画道路を整備をし、いつの
まにか路線全体の整備を正当化するような進め方
は住民参加からほど遠く、大変問題があります。
　これら 3 つの事業にかかった費用は、H24 年度
までで 31 億円余り（表１参照）。小平市の人口も
間もなくピークを迎えると予想され、減少に向か
います。市街地開発と、玉川上水・緑地・農地な
どの環境保全。様々な角度から幅広く住民の意見
を聞くまちづくりへの方向転換が、必要ではない
でしょうか？

都市計画道路小平 3・4・23 号線と小平 3・3・3 号線

表１：小平市一般会計決算付属書 H6 ～ H24 年度の集計表１：小平市一般会計決算付属書 H6 ～ H24 年度の集計
※費用の総額ではありません。



昭和 41（1966）年、3 月都議会で路線変更を求める
請願（『コダイラ―通信 3 号』参照）が採択されたが、
昭和 45（1970）年 11 月 13 日に突如、測量杭が打
ち込まれた。住民が目撃した後、鷹の台 2 号団地は、
直ちに市と都に抗議し、杭を抜かせた。

３・２・８号線ヒストリー
第４話「杭が打ち込まれる！〜議会と行政の壁〜」

作画：ガッキー

参考文献
『わが自治会不撓の歴史―これは都市計画道路小平 3・3・8
号線（旧小平 1・3・2 号線）に関わる 45 年に亘る交渉の歴
史である』（2005 年、小平市津田町鷹の台 2 号団地自治会編）

ちょっと解説 ①コマめ

ちょっと解説 ②コマめ

同 45 年（1970）11 月 24 日の都と市との杭打ちに
関しての話し合いでは、「住民の意向に沿って解決す
る」との確認をした。これが、従来の「都と自治会」、「市
と自治会」の二者間協議から、その後「都、市、自治会」
の三者協議が正式となるきっかけとなった。

同年 11 月 29 日の鷹の台 2 号団地臨時総会で都の第
三特定街路課測定 K 係長の発言 :
１ 無断測量への陳謝。
２ 今後は話し合いの上行う。
３ 当道路は、計画決定している。今後 10 年以内に優

先すべき計画路線に入っている。

ちょっと解説 ③コマめ

小平市都市計画課 O 課長発言：
「市議会・都議会の決議事項は尊重して進めなければな
らないが、議決権と執行権の違いという制度上の問題
があり、最終的には、執行者たる都の意思如何にかか
る」

ちょっと解説 ④コマめ

発行：小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会
住所：東京都小平市学園西町 1-22-15 電話：090-8341-9170
Email：jumintohyo@gmail.com　twitter：@jumintohyo2013
ブログ：http://jumintohyo.wordpress.com/
郵便振替口座：00150-2-306919　＊裁判費用のカンパ募集！

どんぐり林カフェラジオでは、今年３月から小平中
央公園隣接の雑木林で行われるイベント等を取材し
て番組を制作しています。ぜひご覧ください。
http://jumintohyo.wordpress.com/1-11/

（構成・文責：上窪 一世）


