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創造的政策形成のための観察力 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

まち・ひと・しごと創生政策の展開、人口減少の本格化、グルーバル化による企業立地の流動化の高ま

りなど地域間競争が強まる中で地域の持続性を確保するには、地方自治体、とくに基礎自治体の政策立案

力が強く問われる時代となっている。しかし、残念ながら多くの基礎自治体の政策立案力は、国の誘導的

政策、交付金や補助金などの枠組みに合わせる「国依存の政策」、そして先進自治体などの事例を学び、

自らの自治体にない点をコピーするにすぎない「ないものねだりの政策」に止まる場合が少なくない。も

ちろん、こうした政策が無意味なわけではない。しかし、国依存の政策、ないものねだりの政策に止まる

限り、地域の優位性や持続性を発揮する付加価値を新たに生み出すことはできない。 

なぜ、基礎自治体を中心とした地方自治体の創造的政策の形成が進化しないのか。その大きな原因は、

地方自治体が自らの地域を体系的に観察する手段を十分に備えていないからである。以下では、創造的政

策を生み出すための大前提となる創造的観察とは何かを整理する。 

 

１. 創造的観察のための視点 

創造的観察とは、地方自治体自身が新たなイメージの政策を展開するために、自らの視点で地域を注

意深く見ることである。地域創生政策で、「e-Stat」の活用充実など政府も地方向けデータベースの充実

に向けたインフラ整備に取り組んでいる。こうしたデータベースの整備とその活用環境の充実は、重要

である。しかし、同時に基礎自治体が自ら地域を観察できる力、すなわち、自らデータや情報を蓄積し

政策を検討するツールと能力の充実が不可欠である。そのため、もっとも土台となるのが、アンケート

調査に基づく、地域住民の集団的人間行動としての特性に関する情報の蓄積と活用である。 

 

（１）一次データの蓄積と活用 

国のデータは、マクロ・セミマクロデータを中心としており、日本全体の動向はもちろんのこと、地

域間の比較などを行うには極めて重要な情報である。より広い視野から客観性をもって、地方自治体が

政策を検討するうえで大きな役割を果たす。しかし、国のデータは、統一的な視野と統計処理方法によ

る加工データが多いため、情報として認識するまでの時間的なラグ（ズレ）があるほか、地域の特性な

ど個別の地域事情を発掘し認識する情報としては不十分である。このため、国のデータだけに依存した

政策の形成は、個別の地域の実情とは乖離した実態に陥る場合も少なくない。 

 

図表１ 人間集団（母集団）の特徴を観察し知る手段 
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図表１で示すように、人間集団の結びつきである地域にはそれぞれ特性があり、また、地域内の様々

な人間行動にも異なった特性がある（母集団の特性）。こうした様々な母集団の特性を観察し、そこに

潜んでいる他集団との類似点・相違点などを見つけ出し、優位性に結びつく付加価値を抽出するには、

国のデータでは十分に担保できない視点、すなわち独自の一次データによる地域への観察を実現する必

要がある。一次データの取得に、基礎自治体でとくに有効となるのがアンケート調査である。アンケー

ト調査は、地域の人間行動とそれによって形成される人間集団の特性を認識するための手段である。地

域ごとの特性は、地域を構成する様々な人間行動が相互に関連し合って形成している。地域への政策展

開は、地域の人間行動に働きかけることであり、人間行動を十分に理解しなければ、有効な地域政策を

展開することはできない。 

従来、基礎自治体の政策展開は、国や都道府県などの制度や政策に合わせて展開されてきた。このた

め、国や都道府県の動向には十分な関心を払っても、地域の住民の人間行動には必ずしも体系的な観察

を展開してこなかった。他方、観光客の誘致や地元物産の売込みにおいては、顧客たる相手側のニーズ

を認識することが極めて重要である。それなしでは単なる「押し売り的戦略」となり、持続的な優位性

を発揮することは困難である。ここでも、アンケート調査などの活用が重要となる。 

 

（２）アンケートの質的向上 

地方自治体では、これまでもアンケート調査は多く活用されてきた。行政評価の目標値などでも、ア

ンケート結果が活用されることが多い。しかし、アンケートの立案・実施において、十分な分析の質が

確保されていない場合が多い。その根本原因は、アンケートを実施する目的が明確にされず、地方自治

体側が聞きたいことを主観的に抽出し設問を設定しているため、結果についても体系的に分析できる内

容とはならないことにある。 

アンケート調査は、満足度などを単に測定し良い結果を追求するためのものではない。調査対象とな

る母集団の特性を認識し、その特性を形成している要因はどこにあるのか、それにより政策として働き

かけるターゲットを明確にしていくことに目的がある。このためには、設問設定の段階から調査対象と

なる母集団の特性を仮説として設定し、その仮説を根拠づけるための体系的設問を設ける必要がある。

仮説と結果が異なる場合でもアンケートは有意義であり、その相違点を認識し分析することで特性を見

つけ出すことが可能である。体系的とは、一定の統計分析に資する内容であり、単に感覚的な良し悪し

ではなく、結果に対する原因、すなわち因果関係がどこに存在するかを検証可能とする組み立てである。

アンケート結果の分析において、単に設問ごとの選択肢の回答全体に占める割合を認識するだけでなく、

各回答間の相互関係を分析することで、単純な割合では認識できない原因を掘り起こすことができる。 

地域の経済社会現象を構成する人間集団の特性に関して、表面的な課題・要因はすぐに認識できるも

のの、本質的課題・要因は容易に顔を見せない。なぜならば、経済社会現象の本質的課題・要因は、時

間的・空間的に遠い位置に存在するからである。すなわち、時間的に過去から積み上げられた原因、組

織間や人間行動の相互の関連性の中で投網のように形成された原因が存在し、表面的に認識できること

は、ごく僅かにすぎない。 

したがって、マクロ・セミマクロ統計の活用、そしてアンケートを通じた観察においても、人間集団

に対する観察の手段として、①基礎的観察=特性を外見的に観察する手段、すなわち、〇代表値（算術

平均、幾何平均、最頻値、中央値等）、〇散布度（分散、標準偏差、レンジ、変動係数、歪度・尖度等）、

〇度数分布（相対度数・累積度数等）、〇時系列分析（前期比、前年比、指数化、移動平均等）の基礎

的知識に加え、人間行動を抽出するための②応用的観察(意思決定等)、すなわち、〇相関分析、〇.回帰

分析、〇CS（総合満足度）分析（住民や消費者のどの要因（ニーズ）に働きかけることが有効かを見極

める）、〇.ロジステック分析（あるデータから属する母集団を見極めるほか、そこに属する比率を判定

する）、〇主成分分析や因子分析など、Excel 関数で簡易に実施できる手法の活用に努める必要がある。 
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自覚的フィードバックの重要性 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

自治体経営のサイクルである「マネジメント・サイクル」（PDCA Plan-Do-Check-Action）に求め

られる根本的課題は、自治体経営に「自覚的フィードバック機能」を組み込むことである。従来の PDCA

では、計画と実行の形式的な繰り返しに止まる場合が多く、事前・事後を含めて効率性などの実質的評

価機能は限定的となっている。加えて、従来の右肩上がりによる増分主義体質では、「計画と実行」が

共通の目標を持って連動する仕組みとはなっていない。計画では、抽象的な目的が掲げられるものの、

具体的な施策や事業の執行では、掲げられた抽象的な目的とは実質的に乖離した中で、別途、施策・執

行レベルでの目標が同時平行的に形成されている。計画に示される抽象的な目的は、施策や事業の正当

性を形式的に根拠づけるための存在であり、新たなイメージ形成とその実効性確保に向けた評価の基準

として体系づけられることはなかった。 

以上の点は、増分主義体質の中で、自治体経営における統一的なガバナンスの基準、行動規範を喪失

させる原因となっている。増分主義は、右肩上がりの経済社会環境において、予算も人員も毎年度増え

ることを前提に「増える分の配分」のみを決定するマネジメントの展開を意味する。そこで展開される

意思決定には、①毎年新しく配分する予算や人員のみを決定すれば良く、過去の配分の蓄積、すなわち

ストック部分（既得権部分）について検証する必然性に乏しかったこと、②毎年新しく配分する予算や

人員の量の判断基準となるのは前年度の量であり、どこまでも前年度を基準に過去の配分は正しいもの

として、その上に積み上げることで住民の利益を最大化しようとする意思決定であり、満足する上限（際

限ない満足化）が見えない、すなわち、増加を際限なく繰り返す構造となりやすいこと、などの特性が

ある。増分主義は、新たな財源、人員が常に調達可能な右肩上がり環境において有効性を持つ意思決定

であり、過去も含め配分構造を積極的に見直すことの少ない意思決定でもあった。増分主義体質では、

将来のリスクや不確実性、先送りされ将来負担などのコストが、公会計制度や財政制度を通じて無意識

の中で情報としては埋没する構図をもっていた。 

こうした実態に対して、自覚的フィードバックでは施策・事務事業と連動した全体計画を形成し運営

する中で生じた乖離などを継続的に把握・評価し、新たな計画や施策・事務事業の展開に積極的に反映

させる連動性が求められる。説明責任の徹底等に基づく行動規範の設定である。自覚的フィードバック

は、ルーティン的な行動様式の中で無視されあるいは無意識となって認識することができなかった情報

の確保を目的として、自ら情報を発掘するための行動を意味する。自覚的行動がない場合、無意識の中

で必要な情報が埋没し、次の政策形成に必要となる有用な情報がフィードバックされない結果となる。 

超少子高齢化にはじまる経済社会の成熟化だけでなく、情報通信革命を含むグローバル化が進行する

21 世紀では、常に過去の配分の有効性を検証し、予算や人員の新たな配分構造を積極的に追求する最適

化に向けた意思決定とそれに基づく自治体経営への進化が不可欠となる。そこでは、過去の配分構造を

積極的に見直し、限られた予算、人員をいかに最適に再配分するかが、住民の利益を最大化（際限なき

満足化から最適化）させる意思決定が行動規範となる。PDCA サイクルでは、既存の予算規模や人員数

の配分を固定化せず、最適化に向けて積極的に見直すことで住民の利益を最大化することを目指すこと

が求められている。ただし、表面的に予算や人員を削減していても、実態として依然として予算を編成、

審議、決定する情報、人員を採用、評価する情報の多くが増分主義の意思決定を支える質に止まってい

る面が多い。現在展開されている公会計改革等の取組に加え、予算に関するストック情報、コスト情報、

公務員に対する新たな採用形態や評価手法の導入等が成果を生み出すには、最適化を求める意思決定を

支える情報の質的変革が不可欠であり、組織的な自覚的フィードバックの中でこうした情報の質的変革

を意識化することがまず重要なポイントとなる。市場の情報化が急速に進む中で、政策形成・財政運営

における情報化の充実が重要となっている。 

政策シグナル 
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2017年のアジア新興国の政策リスク 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

図表２ アジア新興国等経済動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）北海道大学宮脇研究室マクロ政策モデルでの推計。(注)2016 年以降は推計値。 

 

2017 年のアジア新興国の政策リスクの第１は、世界経済をけん引している米国経済のカジ取り役とな

るトランプ政権の政策展開の具体的内容である。とくに、大きな政策リスクは、米国が自由貿易主義から

反自由貿易主義そして保守主義へと政策転換するか否か、転換した場合どの程度の変化を内容とするかの

問題である。アジア新興国の経済は、中国経済が足踏み状態にある中で、米国経済の回復による輸出増加

とそれをコスト面から支える原油安に大きく依存してきた。中国経済は、公共投資など公的需要と金融緩

和政策が下支えの動きとなっているものの、民間部門の構造改革はまだ十分ではなく、経済全体として製

造業の構造調整のダメージをサービス業が補完する弱い構図が続いている。金融緩和政策も不動産投資等

を活発化させているものの、設備投資等民間部門の投資には結びつきづらく、資金の中国外への流出も進

んでいる。こうしたことから、当面、中国経済については構造改革の進捗による付加価値の向上を待つ段

階にある。このため、アジア新興国にとって米国の政策は大きな変動要因であり、仮にトランプ政権が保

守主義的体質を強めて行けば、輸出面からの各国経済へのマイナスの影響が大きくなる。加えて、英国の

EU 離脱が具体化し欧州の保守主義的体質の強まりが加われば、マイナス影響はさらに拡大する。また、

今後、徐々に進むことが見込まれている米国の金利引上げや財政支出の拡大についても、アジア新興国の

物価動向と金利政策、そして新興国への資金の流れに影響を与える。とくに、自由貿易による恩恵を受け

てきたマレーシア、インドネシア、そして自由開放経済を大前提としているシンガポールにとっての政策

リスクは大きい。トランプ政権による保守主義傾向の強まりは、世界の政治経済の不確実性を高めること

から、短視眼的な視野ではなく長期的・構造的視野で政策リスクと向き合う必要がある。 

また、アジア新興国を支えてきた原油価格については、2016 年 12 月の会合でロシアを含む非 OPEC

と OPEC の会合で生産枠の減産が決定し、OPEC は日量 120 万バレル、非 OPEC は同約 56 万バレルの

減産が予定されている。このため原油価格は１バレル 50 ドル台で推移しているものの、トランプ政権は

シェールオイルに関する規制緩和の方向性を示しており、価格上昇を受けて米国の石油リグの稼働率は上

昇し、世界の原油需給と価格動向を緩和させる要因となる可能性を持っている。 

アジアリンク 
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公共施設の統廃合等を進める上で視野に入れておきたい、 
住民投票に関わる運用上の課題 

 株式会社富士通総研 公共事業部 櫻田 和子 

 

はじめに 

平成 28 年度中には、全国 99.6％の自治体が「公共施設等総合管理計画（総合管理計画）」の策定を終

える。今後は具体的にいつ・どの施設を統廃合するのか、税金を投じて改修・建替えていくのか、どのよ

うな事業手法を用いるのか、個別施設ごとに方向性を定めていく必要がある。方向性を定める上では、自

治体としての考えを丁寧に説明し、住民意向といかに向き合うかが重要となる。しかしながら、自治体が

思う十分な説明・民意の反映ということと、住民が思う十分だというレベルにはギャップがある場合もあ

る。公共施設を住民の利用に供することは、住民にとって目に見える形で提供される非常に身近な行政サ

ービスの一つであり、その改修・建替えには多額の費用を要することもあり、各施設のあり様を変えるこ

とに対する関心は非常に高い。それゆえ、十分な住民理解を得ずに方向性を定めれば、大きな反発も起こ

り得る。 

日本は間接民主制をとるため、議会が住民の代表機関として機能することが求められるが、それでも首

長や議会の政策判断と民意に乖離がある場合には、住民が直接意思表示をする手段の一つとして、住民投

票を請求することがある。昨今、庁舎等のいわゆるハコモノの建設に係る住民投票条例の請求が相次いで

いるが、今後、施設の方向性を定め、具体的に統廃合等の実行段階に進む中では、全国自治体で住民投票

にいたるケースは増える可能性も大いに想定し得ることである。 

まずは、住民が反意を示す手段として住民投票の請求に至る前に、自治体がいかに住民意向と向き合う

かということは大きな課題であろう。しかしながら、それでもなお自治体と住民との思いのギャップが埋

められず、直接要求の手段として住民投票請求がなされる可能性もある。そうした中で、各自治体はどの

ようなスタンスをとるのか、個々に考え方を整理しておく必要があるのではなかろうか。 

住民投票制度自体の是非については、専門家によって見解が異なることから、詳しくは先行文献等に委

ねることとし、本論では主に運用面での課題を中心として、住民投票を実際に実施した事例を交えながら

紹介したい。 

 

１．住民投票とは 

平成 27 年５月、いわゆる大阪都構想に係る住民投票1のニュースは全国ネットで報じられ、日頃、政

治や行政に対して無関心であった人を含め、府民以外にも広く関心が寄せられた。その他、実際に住民

投票が行われた例として、つくば市の総合運動公園計画、所沢市の基地騒音対策エアコン設置、小牧市

の図書館建設にかかる住民投票なども比較的最近、話題を集めたところである。 

まずは、この住民投票の概要と実態について簡単に整理する。 

「住民投票」とは、自治体における直接民主制の一方式として、住民が選挙以外の地方政治に関する

一定事項を直接投票で決めることを指す。法的な観点から分類すると、①憲法に基づくもの、②法律に

基づくもの、その他、③各自治体の条例に基づくものの大きく３つに区分することができる。 

例えば、前述した事例の場合でいうと、大阪都構想に関わる住民投票は「②法律（大都市地域におけ

る特別区の設置に関する法律）に基づく住民投票」、つくば市の運動公園計画や所沢市のエアコン設置

に関わる住民投票は「③自治体の条例に基づく住民投票」である。いずれの場合も、住民が議会を介さ

ずに直接意思を示す手段として投票をするという行為自体は同じであるが、実施にかかる根拠がそれぞ

れ異なる。 

                                                   

 
1 正式名称は「大阪市特別区設置住民投票」。大阪市を廃止し、５つの特別区を設置する大阪都構想の実現の是非を市民

に棟住民投票のこと。平成 27 年５月 17 日に投開票が行われ、反対票が賛成票を上回り、特別区の設置は否決された。 

事例研究① 
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これまでに、こうした住民投票を制度化しようといった動きもみられ、平成 23 年には総務省が「地

方自治法抜本改正についての考え方」として住民投票に係る規定を加えた地方自治法の改正の考え方を

示したが、地方六団体2からの反発等により見送りとなっている。ここ数年は、あらかじめ条例で実施の

要件を定め、それを満たした事案については住民投票を行うことができることとするいわゆる「常設型」

の住民投票条例を定める自治体が増えてきている。 

 

図表３ 住民投票の区分 

住民投票の区分 対  象 

①憲法に基づく 
住民投票 

地方自治特別法の制定（第 95条） 

②法律に基づく 
住民投票 

議会の解散（地方自治法第 76条） 

議員・長の解職（地方自治法第 80条・第 81条） 

合併協議会設置の協議（市町村合併特例法第４条・第５条） 

道府県の区域内における特別区の設置（大都市地域における特別区の設置に
関する法律第７条） 

③自治体の条例
に基づく住民投票 

条例で定めた特定の事案（個別設置型） 
 ・住民発議の直接請求によるもの 
 ・議会の提案によるもの 
 ・首長の提案によるもの 

あらかじめ条例で定めた要件を満たした事案（常設型） 

 

総務省の調査3によると、地方自治法に基づく議会の解散や議員・長の解職を除き、住民投票が実施さ

れたのは、平成 22 年 10 月時点で 468 件（都道府県、市町村）であり、そのうち約８割が合併の賛否又

は合併の枠組みを問うものとなっている。 

住民投票に係る条例としては、全国 608 の都道府県及び市町村で制定しているが、市町村合併に係る

住民投票についての条例が約７割を占める。その他、市町村合併以外の個別争点に係るものは 28 団体、

近年増加がみられるいわゆる常設型の住民投票条例、自治基本条例に住民投票を実施できる旨の規定を

設けている自治体は 163 団体となっている。この 163 団体のうち、「住民投票条例」として個別に定め

ているものが 51 団体、自治基本条例に住民投票が実施できる旨を記載するなどの事例が 112 団体とな

っている。 

条例としては、昭和 57 年７月に公布された高知県窪川町での原子力発電所設置にかかる住民投票条

例が全国初の事例といわれている。いわゆる「常設型」の住民投票条例としては、平成 14 年９月施行

の「高浜市住民投票条例」が全国初であるが、常設型の条例に基づき実際に住民投票が行われたのは、

それより少し先で、平成 18 年３月に実施された山口県岩国市における米空母艦載機移駐案受け入れに

かかる住民投票（ただし、合併に伴い常設型の条例は失効）が挙げられる。この後も例としては少なく、

平成 25 年４月の山口県山陽小野田市の議員定数をめぐる住民投票、高浜市の中央公民館の取り壊しの

賛否に関する住民投票などが挙げられる。このあと紹介する事例のように、投票結果の取り扱いなどを

巡って裁判につながる例もあることから、「住民投票」に関する取り決めを条例や規則等により予め定

めておく自治体が増えているのは、そうした背景にもよるものと推察される。 

一方、特定の事案に対する住民投票条例を定める「個別設置型」は、昨今、立て続けに否決されてお

り、住民投票に至らないケースが多い。例として、佐渡市や屋久島町の新庁舎建設、上尾市の図書館移

転、四条畷市の小中学校統廃合計画、水戸市の市民会館建設計画などの多数が挙げられる。そこで、こ

の常設型と個別設置型の違いについて、次項で観点に整理する。

                                                   

 
2 全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の６つ。 
3 平成 22 年 10 月総務省自治行政局住民制度課調べ。昭和 57 年７月の高知県窪川町での住民投票以降の投票実施数、地

方自治法に基づく解散・解職の投票は除く。 
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２．住民投票に関し、各自治体で考え方を整理しておきたい切り口 

条例に基づく住民投票としては、

特定の事案ごとに条例を定める「個

別設置型」、あらかじめ条例で住民投

票の実施要件を定める「常設型」に

分けられる。これらの大きな違いは、

対象事案ごとに条例案の議会審議を

経る必要があるかどうかという点に

ある。 

個別設置型ではいったん議会審議

が必要となることから、住民、議会、

首長間で十分に議論を行った上で実

施することができ、制度の濫用の抑

制につながることが期待できる。し

かしながら、議会で条例が否決され

れば住民投票の実施に至らず、また

審議に一定の時間を要する。これま

での事例を見ても、有効な署名数を

以て住民投票条例を請求しても議会

が否決することは少なくない。 

一方の常設型では、請求を受け入れる条件を予め示し、一定の要件を満たせば住民投票が可能となる。

それゆえ、迅速な対応が可能となるが、制度の乱用につながる恐れもあると考えられる。各自治体は個々

に、双方のメリット・デメリットを踏まえた上で常設型の条例を定めるのかどうかを決めていく必要があ

るだろう。いずれを採用する場合でも、自団体の住民投票に対するスタンスとして、何を・どのような切

り口から・どこまで押さえておかなければならないか、常設型の住民投票条例で定めている要件を踏まえ

て予め整理しておくべきだと考える。 

常設型の住民投票条例に定める要件等としては、次の図表に示す①住民投票の実施基準、②投票運動の

規定、③住民投票の成立要件、④住民投票の結果の取扱いなどの切り口が挙げられる。本論では要件の詳

細については記述しないが、末尾の参考資料に挙げる茅ヶ崎市、横須賀市、三田市、那珂市などの検討委

員会報告書や資料では、項目ごとに考え方を丁寧に整理しているので参考にしたい。 

次項では、実際に住民投票を実施した事例をもとに、これらの切り口に関わりどのような問題が生じる

可能性があるかということと、そこでの対応を踏まえ、住民投票の実施前後で各自治体にどのような対応

が望まれるかを整理する。 

 

住 民

議会議員

首長 自ら実施を決定

住
民
投
票
の
実
施

議員定数の1/○以上の議員

による住民投票実施の発議

請求できる人の1/○以上の

連署による投票実施の請求

可決

否決
条
例

不
成
立

住 民

議会議員

首長

有権者の1/50以上の
連署による条例制定
の直接請求

議員定数の1/12以上
の賛成又は常任委員
会による条例案の提出

条例案の提出

住
民
投
票
の
実
施

議
会
に
よ
る
条
例
案
の
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議
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民
投
票
条
例
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制
定
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会
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決
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必
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と
し
て
い
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条
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も

あ
る

個別設置型の場合の流れ

常設型の場合の流れ

図表４ 住民投票の実施までの流れ 
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図表５ 各自治体の住民投票条例等において定められている要件 

項目 要件等 

①住民投票
の実施基準 

投票の対象事項
の設定 

 次のようなパターンが挙げられる。 
 (a)投票の対象事項を限定する。 
 (b)全て対象案件とする。 
 (c)対象から除外する事項を列挙する（ネガティブリスト）。 
※ネガティブリストを規定する例が多く、例えば、市が権限を持たない事
項や他の法令の規定に基づき住民投票ができる事項、対象が特定の
住民や地域のみに関わる事項、組織や人事・財務に関わる事項など
の除外を規定している。 

請求・発議の 
主体、要件の 

設定 

 請求・発議主体としては、「住民」「議会」「長」が挙げられるが、自治体によ
って主体を特定する例もある。 

 住民及び議会による請求は、必要要件を設定している。 
 「住民」による請求は、必要要件として一定数以上の署名数を設定し
ているが、必要数量は自治体により異なる。 

 「議会」による請求は、地方自治法上出席議員の過半数の賛成によ
る議決で住民投票を実施できるが、条例上にも規定している自治体は
多い。 

投票資格者の 
範囲の設定 

 住所要件、年齢要件、国籍要件、除外要件等による要件設定があげられ
る。 
※外国人に対する投票資格付与については、実質的な参政権付与と捉
え、憲法違反の恐れがあるのではないかとの見方もある。 

②投票運動
の規定 

 投票運動に関する規制を設け、(a)違反がみられる場合に罰則等を設けている場合、(b)注意喚
起のみ行う場合、(c)投票運動規制をしない場合がある。 

 なお、選挙と同日実施の場合、住民投票運動と公職選挙法上の規制との関連については、一部
自治体で整理されている。 

③住民投票
の成立要件 

 多くの自治体で最低投票率を設定している。成立要件を１／２以上とする例が多い。 
 成立しなかった場合の開票作業の実施を規定している。開票作業を「行わない」とする例が多く、
「行う」と規定している例は数例にとどまる。 

 投票結果の判定基準を設定している自治体もある。基準を設けている場合は、投票者のうち過
半数が同意見であることとしている例が多い。 

④住民投票
の結果につい
ての取扱い 

 結果の拘束力については様々な見解が示されている。ただし、結果を拘束するには「法に基づかな
ければ不可能」とする見解が通説としてあり、今までに実施された条例に基づく住民投票でも拘束
力はなく、市民・議会・長は結果を「尊重」することとしている。 

 

３．事例から見られる運用上の課題 

（１）市政運営上の重要事項に対し、住民意向をどう把握し・反映させていくか（鳥取県鳥取市・庁舎

整備にかかる住民投票の事例） 

鳥取県鳥取市では、耐震診断により倒壊の恐れがあると判定された市庁舎の新築移転を計画していた

が、それに反発した市民団体から住民投票の直接請求があり、平成 24 年５月に住民投票が実施された。

直接請求の署名数は約５万人分、有権者の１／３に及び、市議会では、一度は住民投票の実施を否決し

たが、住民からの強い要請を受けて、議員発議で住民投票条例を成立させ、実施するに至っている。 

住民投票の結果、投票率は 50.8％、「現本庁舎の耐震改修及び一部増築に賛成」が４万 7,292 票、「旧

市立病院跡地への新築移転に賛成」が３万 721 票となり、市や市議会が進めてきた「新築移転」案より

も「耐震改修」案が１万票ほど上回った。 

こうした結果を受けて、当時の市長は、「市民の判断として重く受け止めたい。議会の意向を確認し、

議論を重ねたい。」との考えを表明した。市議会では、「耐震改修」案について調査特別委員会を設置し、

約７か月に及び検討を重ねたが、最終的に専門的検証の結果、住民投票時に想定していた予算及び条件

では実現困難であることが明らかとなった。 
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市はそれを受け、庁舎整備専門委員会及び庁内

委員会を設置して具体案の検討を続け、平成 25

年 11 月、「新築移転」を最善策とする「鳥取市庁

舎整備全体構想（素案）」を示した。これに対し、

「住民の意思を無視した」との批判が相次ぐなど

の反対派の動きが衰えず、同月、市長が次期市長

選への不出馬を表明した。平成 26 年４月に行わ

れた市長選では、「新築移転」を押す元副市長が

市長に初当選し、庁舎は新築移転の方向で議論が

進められ、平成 27 年７月に「鳥取市新本庁舎建

設基本計画」が決定した。 

反対派の住民団体は、市の政策決定プロセスが

おかしいとの主張から、同６月に建設に対する公

金支出差し止めを求める住民訴訟を裁判所に起

こしており、議論は平行線を辿っている。 

本論ではこの事例について、住民投票に至るま

での対応と投票人に対する情報提供のあり方に

関する課題について触れたい。 

 

＜住民投票に至る前段階での対応＞ 

当初、新築移転を計画する段階で市内部及び議

会では長い年月をかけて議論がなされてきたが、

「新築移転」と判断するまでの段階における、議

論の経過や考え方に対して住民意向を問う機会

を十分に取ってこなかったことが、最終的には住民投票の請求に至った一因であったと考えられる。そ

れまで新築移転ありきで住民説明会やワークショップが進んでおり、反対派の視点で書かれた記事によ

ると、新築移転は市や市議会が勝手に決めた強行案だとの表現も見られた。 

庁舎建設の議論は、平成 10 年に議論が始まってから実に 18 年に渡る長い歳月を要し、平成 28 年９

月に基本設計がまとまり、平成 31 年度の完成に向けた工事発注方式等の具体的な検討に進んでいる。

新築移転を決めるよりももっと早い段階から住民意向と向き合っていれば、あるいは意向を問う方法や

観点が違えば、同じく住民投票に至った場合でも結果は違っていたのではなかろうか。 

 

＜投票人に対する公平な情報提供＞ 

住民投票では「新築移転」に賛成するか、「耐震改修」に賛成するかといったいずれかを選ぶことを

求めた。建築に関して専門的な知識のない住民も多い中、２者択一の回答が求められたわけである。そ

れらを判断する１つの拠り所となったと考えられるのは、住民投票への参加を促すチラシであった。 

記載内容については、耐震改修案を押す団体からの強い要請もあったということであり、対案を公平

に見せるという配慮もあったものと推察するが、全くの専門知識なく見れば、恐らく最も目に付くのは

コストの観点ではなかろうか。単純に考えて、耐震改修の方が数十億円単位でコストが安く、ましてや

新築に比べて３分の１以下だとなれば、判断を大きく左右するだろう。住民投票後に示された「鳥取市

庁舎整備全体構想（素案）」では、建設後の維持～次の改築に至るまでのライフサイクルコストが論拠

となって新築案が妥当とされているが、住民投票時のチラシでは、建設時のコストのみが比較対象とな

っていた。住民投票の後になって、結果として長い目で見ると新築の方が安かったということでは住民

の納得を得るのは難しい。 

 

図表６ 鳥取市庁舎整備全体構想（素案）広報 
／平成 25年 11 月 

（出典）鳥取市ホームページ 
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特に公共施設等のあり方を問う上では、建設時のみならず維持運営や次の改修を含めた中長期的な視

点、他の施設との関係性や交通を含めたまちづくり全体への影響など俯瞰的な視点を持って、メリッ

ト・デメリットを整理し、公平性を保ちながら、広く・丁寧に情報提供していくことが重要だと考えら

れる。 

図表７ 「鳥取庁舎整備に関する住民投票」のチラシ／平成 24年５月 

 

（出典）鳥取市ホームページ 

 

（２）投票実施の請求をどう受け止めるか（東京都小平市・道路建設計画にかかる住民投票の事例） 

昭和 48 年に都市計画決定された「都道３・２・８府中所沢線」の整備に対し、東京都が歴史環境保

全地域に指定している「玉川上水遊歩道」が分断されること、小平中央公園横の雑木林が半分に削られ

約 220 世帯が立ち退きとなること、250 億円もの予算を使うことなどを問題視した住民からの直接請求

により住民投票が実施された。 

住民からの計画見直し要請は、平成 19 年の小平市及び東京都への署名提出から始まる。その後、東

京都による環境影響評価や小平市によるまちづくりワークショップ開催などがなされたが、平成 25 年

２月に市民団体による住民投票条例制定の直接請求があり、同５月の住民投票の実施に至った。 

これに対し、小平市のスタンスとしては、当該都道は東京都が整備の責任主体であることから、「市

で住民投票を行うことは東京都の広域的な視点での道路整備事業に支障を来たしかねないことから適

当ではない」との見解を貫いてきた。 

住民投票の結果、投票者総数５万 1,010 人のところ投票率が 35.2％と過半数を割ったことから、条例

に基づき不開票となった。これに対し、住民団体から情報公開条例に基づく投票用紙の公開要求が挙げ

られたが、小平市がそれを退けたことから、住民から「知る権利」の侵害にあたるとして提訴されてい

る。第一審、控訴審ともに市の主張を全面的に認め、住民投票条例は「投票を公にしないことをその趣

旨及び目的としていることは明らか」として、投票用紙は「非公開情報に該当すると解するべき」とし

ている。平成 27 年４月に最高裁判所に上告されたが、同年９月に上告棄却・上告不受理が言い渡され

ている。 

平成 26 年度末時点で公表されている常設型の住民投票条例の中では、この事例と同様に投票率を成

立要件として設定している事例は約７割に及ぶ。投票率が著しく低い場合、民意を反映しているといえ

ないからというのが主旨である。その中で、不成立でも開票するとしているのは数例である。投票率が
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低く開票されない場合に、本件と同様に住民からの大きな反発を呼ぶ可能性も考えられる。 

小平市では、この都道整備に対する住民投票に対しては当初から消極的な姿勢を示してきた。そうし

た背景もあってか、住民投票の対象とする事業概要や投票方法などについては、市報とホームページに

より比較的コンパクトに説明されるにとどまる。さらに、投票後の情報開示についても、市が公表した

のは投票の状況と開票を行わないという事実のみであり、不成立であった事実に対しては、市長が記者

会見で「35.17％という数字は、市民が（投票率を上げようと）大変努力した結果。開票はしないが、

今後積極的に市民の声を聞き、丁寧にやっていきたい」と述べるにとどまる。 

 
図表８ 小平市住民投票結果に関する情報提供 

＜右：住民投票に係る説明資料、左：住民投票に関わるホームページ画面＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）小平市ホームページ 

 

この事例では、市役所側のあくまでも形式的な対応が、住民団体とのさらなる溝を深め、マスコミ

等からの批判的な見方を強めた一因ともなったのではなかろうか。 

この都道３・２・８府中所沢線の整備は、市内で慢性的に発生する渋滞解消やそれに伴う周辺の生

活道路への通過交通の侵入抑制、緊急時の避難経路の確保や延焼防止などの様々な効果が期待されて

いる事業である。また、道路整備による環境への影響配慮として、市と東京都との行政連絡会での検

討経過を見る限り、玉川上水を中心とした周辺の水と緑を可能な限り良好な形で将来に引き継ぐ観点

で、道路構造のあり方について検討がなされてきた。住民投票を実施するにあたり、こうした整備効

果や周辺環境への影響に対する配慮など、市の考えやこれまでの取組みの内容について、投票人であ

る住民に対してもう少し丁寧に説明する姿勢を見せることができていれば、住民やマスコミの見方も

違っていたのではなかろうか。 

本件について、市役所が住民投票に付すことは適当ではないとする考え方は十分理解し得るが、ひ

とたび住民投票に付すことが決まった以上は、住民意向を直接問うという機会に対し、どのくらい市

役所が真摯に向き合ったかということが、その後の住民との関係にも大きく影響する。住民投票にま

で至った事実、投票率が低く開票に至ることができなかった事実、それらの事実に対して市はどのよ

うに感じ、どのように考えるかという声を丁寧に住民に投げかけていく努力が必要であるのではなか

ろうか。 

 

（３）投票対象に対する住民理解をどう深めるか（三重県伊賀市・庁舎建替えにかかる住民投票の例） 

伊賀市では、平成 26 年８月、建築後 45 年以上経過し耐震基準の不足する市庁舎の改修について、

新たな場所に新築するか、現在の建物を改修して活用するかを問う住民投票が行われた。鳥取市の事
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例で指摘した、投票人に対する公平な情報提供という観点では、三重県伊賀市での庁舎建替えにかか

る住民投票の事例が参考となるものと考える。 

伊賀市では当初、新庁舎は既存施設を解体・新設する庁舎建設基本計画案がとりまとめられ、平成

22 年４月からパブリックコメントにかけられていた。しかし、平成 24 年 11 月に行われた市長選に

おいて、坂倉準三氏の設計した

現庁舎の建築保存運動を行っ

てきた岡本現市長が当選した

ことで、事態が一変する。これ

までの建設基本計画を白紙撤

回し、庁舎を移転し、解体予定

であった現庁舎を保存活用す

る方向に転換し、検討が進めら

れた。市議会においても、議員

提案により特別委員会が設置

され、結論を取りまとめる方針

をとった。 

平成 25 年 12 月に特別委員

会は県庁舎隣接地移転案をま

とめ、それを受けて市長は、正

式に隣接地新築の案を表明し

た。 

これに対し、庁舎移転に反対

する商工会議所等が署名運動

を行ったが基準に満たず、一度

は無効となったが、平成 26 年

６月に現市長自ら住民投票条

例案を提出し、可決された。 

住民投票にかかる説明会は

市内７か所で計８回にわたり

開催された。投票時の判断材料

としては、「住民投票広報」を

作成し、住民投票の対象となっ

た内容について、経緯や庁舎整

備の計画概要、市の方針や住民

からの意見、投票の実施概要などを掲載している。ここでは、市役所としての考え方を明示しながら、

対案を否定せず利点をきちんと整理し、それぞれのメリットとデメリットを明確にするといった示し

方をしている。広報は、ホームページへの掲載の他、広報いが市と合せて各戸配布されるなど、住民

に対する丁寧な情報提供がなされた。 

投票の結果、投票率 42.51％と開票成立要件の 50％に届かなかったため不開票となった。この結果

を受け、市長は市議会９月定例会において、移転に必要な市役所の位置を定める条例の改正案を上程

することを発表した。また、「市民の皆さんからの住民投票の案件というよりも、議会で私どもが提

案していることについて、しっかり考え、決定するのがいいのではというボールが投げ返されたと理

解している」と述べている。 

 

図表９ 伊賀市庁舎整備に関する住民投票広報（一部） 

（出典）伊賀市ホームページ 
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おわりに 

住民投票に係る制度論以前に、各自治体経営の根幹にかかわる問題や重要な政策に対し、方向性を定め

るまでの段階において、いかに透明性を持って情報開示し、どのように民意を捉え、それに向き合うかと

いうことが重要であることは言うまでもない。その先に、住民投票という手段に及んだ場合、その経過や

結果にどこまで真摯に向き合えるかが重要となる。首長の解職や議会の解散等の憲法や法律に基づく住民

投票では、投票結果は法的拘束力を持つ一方、条例に基づく住民投票は法的拘束力を持たない。しかしな

がら、住民・議会・首長はその結果を尊重し、政策の方向性を十分に検討し、意思決定を行っていく必要

なのである。 

大阪都構想に関わる住民投票の動きは、大阪市民に限らず広く国民の関心を集めた。開票結果が公表さ

れた後、投票に行けばよかったという声がインターネット上に多く書き込まれたということであり、日頃、

政治や行政に興味の無い人たちが、自らの一票の重さを考える機会となったのではないかとみる見方もあ

るようである。誰が発議するものであれ、住民は住民投票という仕組みそのものに対する正しい理解を得

る努力が必要であり、自治体は投票する対象と内容を住民が十分に理解できるよう促していく努力が必要

である。特に公共施設等のあり方を問う上では、建設時のみならず維持運営や次の改修を含めた中長期的

な視点、他の施設との関係性や交通を含めたまちづくり全体への影響など俯瞰的な視点を持って、メリッ

ト・デメリットを整理し、公平性を保ちながら、広く・丁寧に情報提供していくことが欠かせないものと

考える。それがその後の対立を避ける上でも非常に重要ではないだろうか。この対立関係が平行線を辿れ

ば、住民投票という意思表示にとどまらず、公共施設の建設差し止めにかかる裁判に発展する可能性も十

分あり得る。これまではダムや廃棄物処理場、原子力発電所などの施設にかかるものが中心であったが、

近年、安曇野市の庁舎建替えや米沢市の新文化複合施設に対する公金支出差止請求などの住民控訴事件な

ども見られる。 

最後に、公共施設の統廃合等を進める上で自治体が忘れてはならないのは、公共施設の再配置等の方向

性を定める上で、早期の段階から住民に対する説明責任を果たし、住民意向を問う機会を設けていくこと

が重要だということである。それとともに重要であるのは、自治体が解を思案することなく住民にその解

を求め、まちづくりや自治体経営の観点から、全体を見通してあるべき最適解は何かを考え続けることを

放棄してはならないということだと考える。議会もまた、住民の代表機関として、首長から提出された議

案を審議・議決することや行政事務を調査し、現状や課題を明らかにし、必要な政策を明示する役割が求

められる。まちづくりや自治体経営の観点からの深い知識を持ち、住民意向を踏まえたあるべき最適解を

議会も共に考える姿勢を失ってはいけないのではないだろうか。 

 

＜参考文献等＞ 

１）神奈川県茅ヶ崎市／「住民投票制度の調査・研究」平成 23 年４月 

２）神奈川県横須賀市自治基本条例検討プロジェクトチーム／「住民投票制度に関する調査・研究報告

書」平成 24 年３月 

３）兵庫県三田市／「住民投票制度検討委員会資料」平成 25 年５月 24 日 

４ ） 那 珂 市 住 民 投 票 条 例 検 討 委 員 会 ／ 各 回 配 布 資 料

（http://www.city.naka.lg.jp/page/page001637.html）平成 26 年８月～平成 27 年２月 

５）鳥取県鳥取市／市ホームページ「市庁舎整備の取り組み」 

６）東京都小平市／市ホームページ「住民投票の執行について」 

７）三重県伊賀市／市ホームページ「伊賀市庁舎整備に関する住民投票について」 
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「中東湾岸諸国最大市場であるサウジアラビアへのゲートウェイとなる 

事業展開検証都市・バーレーン」 
 株式会社富士通総研 公共事業部 田中 寛樹 

 

はじめに 

豊富な資源を有し、高い経済成長を遂げている中東湾岸諸国が注目されている。中東湾岸諸国といえば、

所得水準が高く人口規模が大きいサウジアラビア、UAE 等が有望な市場として挙げられることが多いよ

うに思うが、近年、積極的な外資誘致政策を展開し、比較的事業環境が整っているバーレーンへの関心が

高まっている（図表 10）。一昨年度（平成 26 年度）には、日本の主要な IT 企業で構成される業界団体で

ある一般社団法人情報サービス産業協会（以下、「JISA」という。）が、経済産業省の補助を受け、バー

レーン等における IT 市場開拓を目的とした「中東湾岸・バーレーン市場開発事業」を実施している。 

本稿では、同事業の一環として富士通総研が JISA より委託を受けて実施したバーレーン市場調査の成

果に基づき、バーレーンの事業環境、中東湾岸諸国市場へのゲートウェイとしてのバーレーンの可能性等

について述べる。 

 
図表 10 バーレーン及び周辺国の地図 

 
（資料）ITU ジャーナル Vol. 44 No. 9「ペルシャ湾に浮かぶアラブの島国、バーレーン王国」 
（2014年 9月）に加筆 

事例研究② 
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１．バーレーンの概況 

（１）基礎データ 

中東湾岸諸国の一つであるバーレーンは、サウジアラビアの東隣りに位置し、アラビア湾に浮かぶ島国

である。バーレーンの国土面積は 769.8 ㎢で奄美大島と同程度であり、人口は 122.9 万人（2013 年）で

ある（図表 11）。経済指標については、名目 GDP が 326 億ドル（2013 年）で日本の 100 分の１に満た

ず、１人当たり GDP が 2.7 万ドル（2013 年）である。これに対し、サウジアラビアの人口はバーレーン

の約 24 倍、名目 GDP は約 23 倍になる。また、UAE の人口はバーレーンの約 6.7 倍、名目 GDP は約

12 倍となり、周辺国と比較し、バーレーンの人口、経済規模は小さい。 

 

図表 11 バーレーン、サウジアラビア、UAEの基礎データ 

 
バーレーン サウジアラビア UAE 

基礎

項目 

面 積 
769.8 ㎢(奄美大島と同

程度) 

215 万㎢ (日本の約 5.7

倍) 

8.36 万㎢（日本の約 4

分の 1、北海道と同程

度） 

人 口 
122.9 万人(うちバーレ

ーン人 46.0%)(2013 年) 

2,999 万人(うちサウジ人

67.6%)(2013 年) 

826 万人（うち UAE 人

11.5%）(2010 年） 

宗 教 

イスラム教が総人口の

70.3％(うちスンニ派約

3 割、シーア派約 7 割) 

イスラム教ワッハーブ派

(スンニ派の一派 )8～9

割、シーア派 1～2 割 

イスラム教スンニ派

80％、シーア派 16％な

ど 

言 語 
アラビア語(公用語)、 

英語は広く通じる 

アラビア語(公用語)、 

英語も通じる 

アラビア語（公用語）、

英語は広く通じる 

政 体 立憲君主制 君主制 7 首長国の連邦制 

経済

（原

則と

して

13 年

数値） 

名目

GDP 
326 億ドル 7,485 億ドル 

4,023 億ドル（うちアブ

ダビ 60.1％、ドバイ

29.6％）（2009 年） 

1 人当

り

GDP 

2 万 6,695 ドル 2 万 4,953 ドル 4 万 4,551 ドル 

実質

GDP

構成比 

石油・天然ガス 21.7％、

金融サービス 16.7％、

製造業 14.5％、政府サ

ービス 12.8％、輸送・

通信 6.9％など 

石油・天然ガス 18.3％、

政府サービス 15.0％、金

融・保険・不動産 14.4％、

製 造 業 ( 含 む 石 油 精

製)13.5％、商業 12.7％な

ど 

石油・天然ガス 32.7％、

不動産業 12.3％、卸

売・小売業 11.6％、運

輸・倉庫・通信業 9.6％、

建設業 9.2％など 

レート

(2015

年 6 月

22 日

時点) 

 1 ドル＝0.377 バーレー

ン・ディナール(BD) 

 BD1 ＝ 2.65 ド ル ＝

325.72 円 

 1 ドル＝3.75 サウジ・リ

ヤル(ドルペッグ制) 

 10 サウジ・リヤル＝2.67

ドル＝327.6 円 

 1 ドル＝3.6725 ディル

ハム(ドルペッグ制) 

 1,000 ディルハム＝

272.3 ドル＝33,411 円 

（資料）各種資料をもとに作成 

 

（２）主要産業の動向、外交関係 

バーレーンの主要産業は、石油・天然ガス、金融サービス、製造業（アルミニウム精錬等）であり、石

油関連収入に依存した経済構造となっている。しかし、石油埋蔵量・生産量は、湾岸諸国の中でも少な

い。世界最大の石油輸出国であるサウジアラビアの年間生産量が 1,152.5 万 B/D、UAE が 364.6 万 B/D

に対し、バーレーンは国産 4.5 万 B/D、サウジアラビアとの共同生産によるものが 15 万 B/D で、計 19.5

万 B/D となっている。また、主要産業の一つである金融産業については、1970 年代のレバノン内戦後、

外資誘致政策により多数の外資系金融機関が進出し、中東の金融センターとして発展してきたが、近年、

ドバイが成長を続けており、金融ハブとしての維持が課題となっている。 

このような状況のもと、バーレーン政府は、2008 年 10 月に、経済戦略の企画、外国資本の直接投資
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等の誘致、進出支援を行う政府機関として、サルマン皇太子が議長を務めるバーレーン経済開発委員会

（Economic Development Board、以下、「EDB」という。）の主導により，21 世紀のバーレーンの開

発指針を示した「経済ビジョン 2030（Economic Vision 2030）」を公表した。「経済ビジョン 2030」に

おいては、石油精製やアルミニウム精錬を始めとする工業化の推進により石油収入依存体制の脱却を目

指すとともに、近年は観光にも力を入れ、産業の多角化、自国民の労働能力向上等を推進している。 

外交関係については、他湾岸諸国との善隣友好協力関係の維持強化を軸として、アラブ諸国、非同盟

諸国との協力を外交基本方針とする。特に、共同で油田を持つ等経済的、地理的に近いサウジアラビア

と密接な関係を持つ。また、米国との関係強化路線をとり、歴史的背景から英国との関係も深い。バー

レーンの王族を始めとする有力者は、子弟を英米の大学に留学させることが多く、英米との関係を重視

している。日本との関係も良好に推移しており、2012 年４月にはハマド国王、2013 年３月にはサルマ

ン皇太子が訪日し、また、2013 年８月には安倍総理がバーレーンを訪問し、各種協力覚書の署名を行

っている。 

 

２．バーレーンの事業環境の特長 

バーレーンは、周辺国と比較して、人口、経済規模が小さく、また、限られた産業に依存しており、

市場としてのポテンシャルは決して大きいとはいえない。その反面、他の湾岸諸国のように石油収入に

依存できないこともあり、バーレーン政府は産業の多角化に積極的に取り組み、湾岸諸国におけるビジ

ネスの拠点となるべく、海外企業の誘致に向けた取り組みを推進している。これに加え、同国は、地理

的・文化的な面でも、ビジネスに適した環境をもつ。バーレーンにおける事業環境面の特長を、以下に

示す。 

 

（１）政府による手厚い進出支援 

政府機関の EDB は、バーレーンへの進出を希望する外国企業への支援施策として、最適な企業との

ビジネスマッチングや人の紹介、許認可・手続きの支援、進出後におけるアカウントマネージャー（顧

客担当者）によるアフターフォロー等を行っている。JISA の事業においても、EDB の支援により、JISA

のミッション団の参加企業を紹介するセミナーや、現地企業を交えたネットワーキング・フォーラムが

開催された。また、日本において、EDB と駐日バーレーン王国大使館が連携し、バーレーンを起点と

した IT 分野での中東進出をテーマとしたセミナーを日本企業向けに開催するなど、海外企業を誘致し

ようとする積極的な姿勢がうかがえる。 

さらに、サウジアラビアではフリーゾーンは設けられていないのに対し、バーレーンでは、国の全土

が外国資本 100%の企業の設立が認められているフリーゾーンとなっており、進出地域を問わず、優遇

を受けることができる。また、バーレーンには、個人所得税・法人税・源泉徴収税・付加価値税の免除、

資本・収益・配当金の国外移転の自由、湾岸諸国域内への輸出関税免除、製造用の原材料等の輸入関税

免除という優遇施策が講じられている。外資系企業の中には、こうした優遇施策を評価して事業展開し

ているところがみられる。 

 

（２）サウジアラビアとの密接な関係 

バーレーン市場自体は規模が小さいが、大規模市場である隣国のサウジアラビアとは、政治的、経済

的、地理的に密接な関係にある。政治面では、民主化運動「アラブの春」の影響を受け、2011 年２月

～３月にバーレーンで大規模な反政府デモが発生した際には、サウジアラビア軍を中心とする湾岸諸国

の合同軍がバーレーンに進出するなど、関係が深い。経済面では、サウジアラビアはバーレーンの主要

輸出先１位であり、また、バーレーンはサウジアラビアとの共同油田から産出される石油を輸入、精製

しており、緊密な関係にある。さらに、両国は地理的に近接しており、両国を結ぶ全長 25km のコーズ

ウェイ（海上橋）を経由して、１時間以内で行き来ができる。後に述べるように、バーレーンはサウジ

アラビアほどにはイスラム教の戒律が厳しくないことから、飲酒が認められ、娯楽施設も整っている。
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そのため、自国では飲酒が認められていないサウジアラビアを始めとする近隣諸国から、多くのアラブ

人が週末にコーズウェイを使ってバーレーンを訪れており、同国の観光産業の振興に寄与している。 

 

（３）事業展開に伴うコストの低さ 

バーレーンとドバイを比較すると、バーレーンは事務所の賃貸料（Commercial Rent）、水道・電気

料金（Utilities（Water & Electricity））を始めとするコストが低い（図表 12）。また、ドバイでは、近

年、物価が上昇しており、ドバイ中心地の住宅価格は、2013 年から 2014 年にかけて、２割～５割程度

上昇したため、現地の日本人駐在員は、事務所から離れた場所へ転居せざるを得なくなったとの声も聞

かれた。消費者物価指数（CPI）上昇率でみると、2013 年が 1.1%であったが、2014 年（見通し）は

2.2%、2015 年（見通し）は 2.5%であり、物価は上昇傾向にある。 

図表 12 バーレーン及び周辺国における事務所の運営コスト 
（単位：千ドル、面積 200m2、従業員数 20人規模の事務所を想定） 

  
（資料）EDB 提供資料 

 

（４）欧米化が進んだ社会 

バーレーンは、ドバイと同様、旧英国領であることから、欧米化が進んでおり、サウジアラビアほど

にイスラム教の戒律は厳しくないため、外国人が生活しやすい社会といえる。ビジネスにおいて女性の

社会進出も進んでおり、日常生活においても女性の商業施設への入店が制限されるようなこともない。

言語に関しては、公用語はアラビア語であるが、ビジネス・日常生活のいずれにおいても、英語が広く

通じる。 

さらに、中東湾岸諸国に共通するビジネスリスクとして、明文化されない様々なルールが存在するこ

とが挙げられるが、バーレーンは、比較的、ビジネスの透明性が高いと言われている。一方、サウジア

ラビアは、ビジネスの透明性の低さを指摘する声が多く聞かれた。例えば、①外資に対して 100%門戸

を開放しているとしながら、実際には SAGIA（サウジアラビア総合投資院）による審査に長い期間を

要する、②政治的な問題が発生するとビザ発行が禁止される、などである。 

このほか、バーレーンにおけるビジネス環境の特長として、人口や経済規模が小さいことから、経営の

意思決定を行う王族や企業トップと直接会う機会を得やすく、ビジネスを円滑に進めやすいという利点

もある。
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（５）充実した ITインフラ 

バーレーンは、通信網の整備、通信速度の向上にも積極的に取り組んでいる｡国営通信事業者 Batelco

は、国際間通信ケーブルの容量拡大プロジェクトを進めるとともに、4G・LTE といった高速データ通

信サービスの提供を開始している。政府は早くから通信市場の自由化に乗り出しており、2002 年に通

信事業者の監督・ライセンス管理を目的とした電気通信規制庁（Telecommunications Regulatory 

Authority; TRA）を設立し、2003 年にクウェート資本の Zain、2010 年にサウジアラビア資本の Viva

に携帯電話事業ライセンスを付与した。2012 年７月には、TRA が「2012～2015 年国家電気通信計画」

を発表し、国内のブロードバンドサービスは光ファイバー基盤を中心に構築し、最大通信速度を企業向

けサービスでは１Gbps、一般向けサービスでは 100Mbps とするという目標を掲げ、IT インフラの整

備を図ってきた。 

また、国を挙げて情報化を推進しているバーレーンは、世界有数の電子行政サービスを展開しており、

国際連合の電子行政サービスに関する評価で世界第７位（2014 年）となっている。電子行政サービス

では、国民の生活・仕事のライフサイクル全般に渡って関連するサービスを提供することを目指してお

り、各種登録や料金支払いが政府のポータルサイトを通して可能であるほか、ID 証明のスマートカー

ドでの発行、電子署名の認証システムの導入等を実施している。 

 

３．バーレーンを起点とした他湾岸諸国市場への展開 

バーレーン自体は市場規模が小さいため、日本の IT企業が進出するには有望な市場とはいえないが、

以下に述べるように、他湾岸諸国市場へのゲートウェイという、バーレーンならではのメリットを見出

すことができる。 

湾岸諸国へ進出する場合、市場規模の小さいバーレーンではなく、同地域最大の市場規模を擁するサ

ウジアラビアが、進出先として有望である。しかし、サウジアラビアへの進出は、例えば、富士通4や住

友商事5の事例にみられるように、複数社と連携し、スマートコミュニティ等の大規模プロジェクトを一

括受注するという形で進出しており、現状、IT 企業単独での進出は難しいものと思われる。また、サウ

ジアラビアでは、外資投資の承認を得るのに時間を要する等、バーレーンや UAE と比較してビジネス

の透明性が低いと言われており、進出の障壁は高い。 

大手企業が進出する場合には、豊富な経営リソースを生かし、自らサウジアラビアの現地事務所を開

設して情報収集を行い、人的ネットワークを構築するとともに、大規模プロジェクトを一括受注する形

で進出することが可能であろう。一方、経営リソースが限られる中堅・中小企業の場合は、そのような

活動を自社で行うのは難しいと思われる。進出方策の一つとして、上記の大規模プロジェクトのサブメ

ンバーとして参加するということも考えられるが、それを除けば、最初から単独でサウジアラビアに進

出するのは難しいと思われる。 

そこで、サウジアラビアへの進出の足掛かりとして、まずは、事業環境が整っている UAE やバーレ

ーン等の周辺国に進出するという方法が考えられる。特にバーレーンは、前述したように、UAE ほど

の市場ポテンシャルはないものの、EDB による手厚い進出支援、事業展開に伴うコストの低さ、キー

                                                   

 
4 富士通アラビアとサウジアラビア工業用地公団（MODON)は、工業団地における環境管理システムの構築と運用に関

する契約を締結した。サウジアラビアの複数の工業団地において、大気や水の状態を計測するセンサーを設置し、環境

汚染を常時監視するモニタリングシステムを構築するもので、サウジアラビアの工業団地におけるスマートコミュニテ

ィ事業を推進するもの。システム構築後のシステム運用および環境モニタリング業務代行、センサーから得られた蓄積

データに基づく環境改善のコンサルティングを、富士電機、メタウォーターとコンソーシアム形成して実施(2013）。

（資料：富士通 Web サイト） 
5 住友商事は、サウジアラビア国営石油会社（アラムコ）が建設するアラムコ文化センター向けの IT パッケージを受注

(2012 年）。アラムコ文化センターは同国の若手人材教育のための大規模な文化センターで、住友商事は、電子図書館、

博物館、電子掲示板、IT 展示、マルチメディアシアター、自社教育施設等への IT システムを納入。（資料：住友商事

Web サイト） 
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パーソンとの距離の近さ、ビジネスの透明性の高さ等の事業環境面での特長があり、事業を展開しやす

いものと思われる。まずは、これらの国々においてパイロットプロジェクトを組成し、事業可能性の検

証等を行う。その際、EDB 等の誘致組織を活用し、様々な支援（現地のニーズや競合企業等に関する

情報の提供、ビジネスパートナーとなる現地の有力企業や関連する政府機関の紹介、進出に係る許認

可・手続きのアドバイス等）を受けつつプロジェクト計画を立案し、実施する。併せて、地域の大規模

な展示会への出展等を通じて、情報発信を行い認知度の向上を図るとともに、バーレーンや他湾岸諸国

の企業と直接コンタクトする機会を増やすことも効果的だと考えられる。次に、サウジアラビアへの展

開を志向する現地パートナーから、サウジアラビアの商習慣等に関する情報提供、サウジアラビアにお

ける現地パートナー探しや組織マネジメント等の支援を受けながら、サウジアラビアへ進出するという

方法も可能なのではないか。 

 

おわりに 

湾岸諸国は、今後の市場拡大が期待される海外市場の一つとして注目されているが、これまで、同市

場への進出においては、大規模市場のサウジアラビアへ一足飛びに進出するというアプローチを想定し

て進出の検討が進められ、そのために進出が断念されるということも多かったのでないか。しかし、こ

れまで述べたように、バーレーン等の事業環境が整っている周辺国を足掛かりとしたアプローチをとれ

ば、特に経営リソースが限られる中堅・中小企業にも、湾岸諸国市場への進出のチャンスが拡大するも

のと思われる。本稿が、バーレーンを起点とした湾岸諸国への進出への一助となれば幸いである。 
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