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資料 日本の住民投票（合併以外の重要争点に関するもの） 2019年 11月現在

○は有効投票（または投票総数）のうち賛成の割合、×は反対の割合 ＊は投票の効果

出典：国民投票/住民投票情報室の HPおよび各種新聞報道による。

１．新潟県巻町（96.8.4）「原子力発電所建設」 町長提案

投票率 88.3％ ○ 38.8％ × 61.2％ ＊○計画中止

２．沖縄県（96.9.8）「米軍基地縮小と日米地位協定見直し」 直接請求

投票率 59.5％ ○ 91.3％ × 8.7％ ＊△縮小の議論始まる

３．岐阜県御嵩町（97.6.22）「産廃処理施設建設」 直接請求

投票率 87.5％ ○ 19.1％ × 80.9％ ＊○計画中止

４．宮崎県小林市（97.11.16）「産廃処理施設建設」 直接請求

投票率 75.9％ ○ 40.6％ × 59.4％ ＊×施設完成・操業中

５．沖縄県名護市（97.12.21）「海上へリポート基地建設」 直接請求

投票率 82.5 ％ ○（条件付き賛成を含む）46.2 ％ ×（条件付き反対を含む）53.8 ％
＊△当初案は中断したが、代替施設建設計画が存続

６．岡山県吉永町（98.2.8）「産廃処理施設建設」 直接請求

投票率 91.7％ ○ 1.8％ × 98.2％ ＊○計画中止

７．宮城県白石市（98.6.14）「産廃処理施設建設」 市長提案

投票率 71.0％ ○ 5.6％ × 94.4％ ＊○計画中止

８．千葉県海上町（98.8.30）「産廃処理施設建設」 町長提案

投票率 87.3％ ○ 1.7％ × 98.3％ ＊○県の許可を裁判で取消

９．長崎県小長井町（99.7.4）「採石場の新設、拡張」 町長提案

投票率 67.8％ 新設：○ 50.4％ × 45.0％ 拡張：○ 51.9％ × 43.3％
＊○採石場を新設・拡張

10．徳島県徳島市（2000.1.23）「吉野川河口堰建設」 議員提案

投票率 55.0％ ○ 8.4％ × 91.6％ ＊○白紙・凍結を経て国交大臣が中止表明

11．新潟県刈羽村（2001.4.18）「刈羽原発のプルサーマル計画」 直接請求

投票率 88.1％ ○ 42.5％ × 53.4％ ＊○計画は中断

12．三重県海山町（2001.11.18）「原発誘致」 議員提案

投票率 88.6％ ○ 32.4％ × 67.3％ ＊○町長が誘致断念

13．高知県日高村（2003.10.26）「産業廃棄物処理施設建設」 直接請求（再議後再可決）

投票率 79.8％ ○ 60.3％ × 39.7％ ＊○施設建設

14．千葉県袖ヶ浦市（2005.10.23）「土地区画整理事業」 直接請求

投票率 58.0％ ○ 35.0％ × 63.5％ ＊○事業中止

15．山口県岩国市（2006.3.12）「米軍艦載機岩国への移駐」 常設型条例・市長発議

投票率 58.7％ ○ 10.8％ × 87.4％ ＊△国に中止を要請したが移駐進捗

16. 千葉県四街道市（2007.12.9）「地域交流センター建設」 直接請求

投票率 47.6％ ○ 23.9％ × 76.1％ ＊○建設中止

17. 沖縄県伊是名村（2008.4.27）「牧場誘致」 村長提案

投票率 71.4％ ○ 48.6％（461票） × 48.6％（460票） ＊○誘致中止

18. 長野県佐久市（2010.11.14）「総合文化会館建設」 市長提案

投票率 54.9％ ○ 28.8％ × 70.7％ ＊○建設中止

19. 鳥取県鳥取市（2012.5.20）「市庁舎新築」 議員提案

投票率 50.8％ ○（新築）39.4％ ×（耐震改築）60.6％
＊△市長は改築を表明後、新築に方針転換

20. 山口県山陽小野田市（2013.4.27）「議員定数削減」 常設型条例・住民発議
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投票率 45.5％ ＊不成立・不開票

21. 東京都小平市（2013.5.26）「都市計画道路計画の見直し」 直接請求・市長提案で修

正 投票率 35.2％ ＊不成立・不開票

22. 熊本県和水町（2013.11.1）「学校建設費増額」 町長提案

投票率 28.9％ ＊不成立・不開票

23. 埼玉県北本市（2013.12.15）「JR高崎線の新駅建設」 市長提案

投票率 42.5％ ○ 23.8％ × 76.2％ ＊○計画は白紙撤回

24. 三重県伊賀市（2014.8.1）「市庁舎移転」 市長提案

投票率 42.5％ ＊不成立・不開票

25. 埼玉県所沢市（2015.2.15）「市立小中学校にエアコン設置」 直接請求

投票率 31.5％ ○ 65.4％ × 34.5％ ＊○エアコン設置（得票率 1/3で尊重義務）
26. 沖縄県与那国町（2015.2.22）「陸上自衛隊配備」 議員提案

投票率 85.7％ ○ 65.4％ × 41.3％ ＊○予定どおり配備

27. 滋賀県高島市（2015.4.12）「市庁舎の新築」 市長提案

投票率 67.9％ ○（新築）31.9％ ×（改修）68.1％ ＊○議会で紛糾後改修へ

28. 長崎県壱岐市（2015.4.26）「市庁舎新築」 議員提案

投票率 63.7％ ○ 32.3％ × 67.7％ ＊○新築断念

29. 大阪府大阪市（2015.5.17）「大阪都構想の賛否」 市長提案（法律に基づく）

投票率 66.8％ ○ 49.6％ × 50.4％ ＊○都構想は中止

30. 愛知県新城市（2015.5.31）「大型市庁舎新築」 市長提案

投票率 56.2％ ○ 32.3％ × 67.7％ ＊△当初案を若干縮小（選択肢が不適切）

31. 茨城県つくば市（2015.8.2）「総合運動公園建設」 直接請求

投票率 47.3％ ○ 32.3％ × 67.7％ ＊○計画白紙撤回

32. 愛知県小牧市（2015.10.4）「新図書館（ツタヤ図書館）建設」 議員提案

投票率 50.4％ ○ 43.5％ × 56.4％ ＊○設計契約を解消

33. 大阪府和泉市（2015.11.22）「市庁舎建替か移転か」 議員提案

投票率 48.8％ 建替 47.8％ 移転 52.2％ ＊○移転計画中（得票率 2/3要件あり）
34. 沖縄県竹富町（2015.11.29）「町役場の位置」 議員提案

投票率 80.3％ 石垣市内 43.9％ 西表島 56.1％ ＊○西表島に移転

35. 沖縄県石垣市（2016.2.7）「新市庁舎の建設地」 議員提案

投票率 39.1％ 現在地 18.2％ 旧石垣空港跡地 81.8％ ＊○空港跡地移転で検討中

36. 山梨県南アルプス市（2016.3.20）「市庁舎新築」 議員提案

投票率 49.9％ ○（新築移転）43.9％ ×（現庁舎増築）56.1％ ＊○現庁舎増築

37. 愛知県高浜市（2016.11.20）「公民館取壊し」 常設型条例・住民発議

投票率 36.7％ ＊不成立・不開票

38. 熊本県和水町（2016.10.2）「中学校校舎新築」 議員提案

投票率 57.8％ ○（新築）49.1％ ×（耐震改修）52.0％ ＊○耐震改修へ

39. 石川県輪島市（2017.2.19）「産廃処理施設建設」 直接請求

投票率 42.02％ ＊不成立・不開票

40．茨城県神栖市（2017.10.1）「防災アリーナ計画見直し」 直接請求

投票率 33.4％ ○ 54.6％ × 45.4％ ＊×見直しせず

41．滋賀県野洲市（2017.11.26）「市民病院建設計画」 議員提案 投票率 48.5％
＊不成立・不開票

42．兵庫県篠山市（2018.11.18）「市名変更」 投票率 69.8％ ○ 56.5％ × 43.5％
常設型条例・住民発議 ＊○丹波篠山市に市名変更へ

43. 沖縄県（2019.2.24）「辺野古埋立の賛否」 直接請求

投票率 52.5％ ○ 19.0％ × 71.7％ どちらでもないが 8.7％ ＊×工事継続中


