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は し が き

仲地 博

本報告書は､文部科学省の科学研究費の給付 を受けた､｢自治基本条

例の比較的 ･理論的 ･実践的総合研究一沖縄の自治経験 と新たな展望を

もとに-｣(2002年度か ら2005年度)の第 2報告集である｡

本研究の目的は以下の通 りである｡

①国際統合､地域統合が進展 し､主権国家の役割 も姿 も変容を迫 られ

つつある｡その中で地域の役割が大きな意味を持ち始めてお り､その義

象 として地域の基本法の研究が時代の要請 となってきている｡

②本研究の 目的は､地域の基本法 ･自治基本条例の理論的､歴史的､

国際的比較､総合的な研究を行 うものである｡参加研究者が､理論面 と

ともに沖縄 という地域を意識 した実践的研究を行い､(その産物 として)

市町村 レベル と県 レベルの自治基本条例 ･法の試案(モデル条例)を案出

することにある｡

③沖縄県内の自治制度の研究 に実績のある憲法 ･行政法 ･行政学 ･政

治学者研究者を一堂に集め､さらに自治体職員及び議員等 との意見交換

をふまえ､国内外の最新事例 を幅広 く調査検討 し､自治体の憲法 と言わ

れる地域づ くり ･自治基本条例に関する研究会 を形成 して研究 目的を追

求する｡

およそ社会科学は､現実 と遊離 して真の成果が生まれるわけはない0

特に地方分権 ･自治は流動の中で新 しい形成の過程にあ り､それを対象

とする学問も､現実 と向き合い､現実か ら学び､現実に責献することを

強 く要請 されているといえる｡本研究 も地域 自治強化の世界的潮流を見

据えつつ､21世紀 日本の地域 自治のあ り方を現実 と切 り結びなが ら模索

しようとするものである｡本研究においてその核 となるのが､自治基本

条例である｡

研究分担者はそれぞれの研究 を行 うとともに､本研究の目的の一つで

ある自治基本条例のモデル案 の作成 を目指 して精力的な研究会活動が

行われた｡

本年度前期の成果は､平成 14年 10月に報告書No.1 (※)としてまと

め られている｡本報告書は､本年度後期の成果である｡

後期の活動を簡単にまとめておきたい｡後期は､地方 自治関係学会で

の議論の報告､他県 自治体調査の結果報告､県外 自治体か ら講師招晴等

を含め､自治基本条例の先例や理論の具体的な内容を中心 とした研究会



活動を精力的に行 うとともに､モデル条例の素案を作成するというより

実践的な取 り組みを行った｡ 10月～ 2月にかけて､研究分担者を中心

として月に2回程度の開かれたワークショップを行い､研究の成果を条

例素案にまとめあげた｡

まとめ られたモデル条例素案の発表 と本年度研究の成果報告のため

のシンポジウムを､平成 15年 2月 15日､琉球大学の所在する西原町

中央公民館において開催 した｡本報告書は､この間の研究会活動､すな

わち研究報告会及びワークショップの研究会議録を収めるとともに､本

年度の成果報告 となった このシンポジウムの議論を収録するものであ

る｡

以上のように､本年度は､当初の予定通 り条例要綱 ともいえる ｢自治

基本条例モデル素案｣ の作成まで到達 した｡来年度は､さらに比較的 ･

法政策的検討を加え､モデル案が作成されることになろう｡

この研究プロジェク トには､自治の新 しい試みである研究テーマとい

うことか ら､実に多 くの地域の人々､団体が関わっている｡上記 目的③

にも記 したように沖縄県内の市町村職員 ･議員･まちづくりNPOなど､

多方面か らの研究定例会への参加があった｡また､琉球大学生涯学習敬

育研究センター (センター長伊波美智子教授)には定例会の場を提供 し

ていただき､さらに､沖縄県､沖縄県市長会､市議会議長会､町村会､

町村議長会か らは､一年を通 して研究活動の支援 (シンポジウム等の後

援及び広報等)を頂いた｡研究を支えてくださったすべての方々､すべ

ての団体に深 く感謝を申し上げたい｡

このような報告書を作 り上げていく際に､多 くの場合､最大の下支え

とな り最 も苦労 した人の名が出ることがない｡研究支援者の藤中寛之氏

の献身的な働きがなければ､研究成果の達成 も本報告書の作成も困難で

あった｡記 して感謝の意を表する｡

なお､本研究 と一体 となった 2002年 4月のシンポジウムについては､

別途報告書 ･｢新 しい自治体 とこれか らのまちづ くり～住民による ･住

民のための ･住民の自治｣(島袋純編集責任)が刊行 されているので併

せて参照いただきたい｡

2003年 2月 26日

※ ｢平成 14年度文部科学省研究費補助金基盤研究 (B)(2)自治基本条例の

比較的 ･総合的 ･実践的総合研究 報告書No.1『新 しい自治体 とこれか ら

のまちづ くり研究会議録』｣
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Ⅰ 沖縄自治研究会 自治基本条例モデル素案
(2003年 2月 11日合意)

前 文

･ わたしたち住民は､住民一人ひとりがまちづくりの主役であることをここに宣言します｡わたした

ち住民は､住民の総意として自治体が存在することを確認し､自治体の主権者として､まちの最高

法規である自治基本条例を定めます｡

･ わたしたちは､いにしえより育んできた自然 ･歴史 ･文化 ･伝統を尊重します｡また､去る沖縄戦

の経験から平和への思いを共有します｡

･ わたしたちのまちは､平和 ･環境 ･歴史 ･共生のまちであり､理想の実現に向けてわたしたち自身

がたゆまぬ努力をしていきます｡

･ この条例のもとでは､誰もが等しく基本的人権を保障されます｡

･ わたしたちは､この条例に生命をふきこみ､このまちの自治の成長をめざして惜しみない努力をし

ていきます｡

(02年度沖縄自治研究会成果報告シンポジウム ･｢前文｣ワークショップ の意見より追加)

･ 住民一人ひとりのふれ合い､支え合う心こそが､自治の基盤です｡

･ わたしたちは､安全で安心して暮らせるまちをつくります｡

総 則

1､この条例は､主権者である住民の権利と責任を明らかにし､住民主体のまちづくりと自治を実現す

ることを目的とします｡

2､議会及び行政は､他の条例 ･規則等を設け､実施する際に､この基本条例を尊重し､体系化を図ら

なければなりません｡

3､この条例の前文の基本精神は､各条項の解釈や改正案の検討の際に生かされなければなりません｡

4､住民とは､わたしたちのまちに住むすべての人々のことであり､年齢､性別､職業､国籍､人種､

宗教等をいっさい問いません｡

平和的生存権

1､自治体は､すべての住民が平和のうちに生活し､居住する権利を具体的個別的に保障する義務を負

っています｡また､まちづくりのすべての施策の中に､平和を希求する精神が息づかなければなり

ません｡

2､すべての住民は､暴力､貧困､抑圧､環境破壊にさらされることなく､平和のうちに生活し､居住

する具体的個別的権利をもっています｡

3､平和のうちに生活し､居住する権利は､人類普遍の権利であり､いかなる理由においてもそれを侵

害してはなりません｡



環 境 権

1､沖縄の自然は人類共通の地球の遺産であり､わたしたちはわたしたちをとりまく環境すべてに対し

て､それを享受する権利とともに次世代へ保全継承する責任があります｡

2､住民 ･事業者 ･行政は､相互に協力して､生活と産業のゴミの減量と資源化に努め､環境への負荷

を最小限に抑える最大の努力を行う義務があります｡

3､行政は､住民 ･事業者と相互に協働して､ゴミの処理と自然環境の保全を行う仕組みを整えなけれ

ばならなりません｡

基本的権利を守る権利

1､何ものもわたしたち住民の基本的権利を侵すことはできません｡その恐れがある場合､住民は何も

のに対しても異を唱え､行動する権利と義務があります｡

2､議会と行政は､人類普遍の原理として住民の基本的人権の保障に取り組み､それが侵害される恐れ

のある場合には､侵害するものがなんであれ､議会と行政自らが人権の砦となって住民を守らなけ

ればなりません｡

まちづくりに参加する権利

1､住民は､まちづくりの計画策定 ･実施 ･評価のすべての段階で､参加する権利をもっています｡

2､住民のまちづくりへの参加は､自由な意思に基づき､参加しないことで不利益を受けることがあっ

てはなりません｡

3､住民のまちづくりにおける発言と行動には､責任があります｡

4､わたしたちのまちに関心のあるすべての人は､住民とともにまちづくりに参加する権利をもってい

ます｡

教育と学習の権利

1､わたしたち住民は､地域文化を学び､創造し､次世代に継承する権利と責務があります｡

2､自治体は､まちづくりの担い手となる住民を育てるため､すべての世代の人々に学習の権利と横会

を保障しなければなりません｡

まちづくり活動団体の役割

1､まちづくり活動団体は､自立した住民が自主的に参加するものであり､自治体は､個人とまちづく

り活動団体の自発性 ･自立性を尊重しなければなりません｡また､それを侵害してはなりません｡

2､自治体は､まちづくりの協働のパートナーであるまちづくり活動団体の意見を尊重しなければなり

ません｡

3､自治体は､まちづくり活動団体がその役割を果たすことができるよう積極的に支援しなければなら

なりません｡また､行政がその活動を侵害したり､強制することがあってはなりません｡

4､まちづくり活動団体は､まちづくりのネットワークの形成に努めなければなりません｡
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議会の責務

1､議会は､住民の総意を具体化し､その決定を日常的に行う自治体の最高機関です｡

2､すべての議案の提出と議決は､議会固有の権利です｡

3､議会は､議案提出の一部を首長にゆだねることができます｡

4､議会は､議会活動に関して､わかりやすく､かつ詳細に住民に伝えなければなりません｡

5､議会の本会議､委員会､その他の議会付属の審議機関は､具体的な公開の不利益を立証しない限り､

すべて公開されなければなりません｡

6､議員は､全住民の代表であり､住民全体の幸福を追求しなければなりません｡

7､議員は､議員としての活動を分かりやすく､かつ詳細に住民に伝えなければなりません｡

8､議員は､住民とともにまちづくりに取り組まなければなりません0

9､議会は､住民の直接的な民主主義の権利を尊重しなければならず､それを矧 ヂてはなりません｡住

民は､議員と議会が住民の総意の具体化に努めているか常に評価し､主権者としての権利を行使し

なければなりません｡

首長の責務

1､首長は､住民全体の奉仕者であり､自治基本条例を尊重し､公正に自治体行政を執行しなければな

りません｡

2､首長は､住民のニーズを正しく把握することに努めなければなりません｡

3､首長には､行政の仕事を分かりやすく､かつ詳しく住民に説明する責任があり､住民の参画を促進

しなければなりません｡

4､首長は､自らの選挙公約の達成状況について､毎年､分かりやすく､かつ十分に住民に説明する義

務を負っています｡

5､首長は､議会の議案提出権の一部を､議会の同意に基づき､担うことができます｡

6､首長は､議会における審議の活性化に協力し､議会の意思を尊重しなければなりません｡

7､首長は､自治体の行財政運営の効率化に努め､職員を育成し､住民へのサービスの質の向上に努め

なければなりません｡

職員の責務

1､職員は､公平･公正かつ迅速に職務を遂行し､誠実で住民に信頼される存在でなければなりません｡

2､まちづくりのための住民との協働は､職員の責務であり､住民のニーズを把握し､住民の意思を適

正に行政に反映し､職務を執行する義務を負っています｡

3､職員は､職務能力の向上に努めなければなりません｡

4､職員は､法令の形式的な執行者ではなく､地域主権と住民主権を尊重し､住民の権利を守り､住民

へのサービスの向上を図るため､積極的な解釈に基づいて職務を適切に執行する義務を負っていま

す｡

5､職員は､首長の住民に対する責務と職務の遂行を適切に補佐しなければなりません｡
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情報の共有

1､自治体情報の共有は､自治体の主権者である住民と､自治体議会及び行政が信頼関係を築く基盤で

あり､自治体は､原則として自治体がもっているすべての情報を住民に公開し､提供する責務があり

ます｡

2､住民は､自治体がもっている情報を知る権利があり､自治体は､これを保障しなければなりません｡

3､情報共有の目標は､住民が､まちづくりの情報の質と量において､自治体議会及び行政に劣らない

水準を確保することにあります｡情報の共有は､まちづくりについて住民の自主的な判断と行財政

の効率的な運営に不可欠であり､自治体の主権者としてまちづくりに住民が責任を持つことに欠く

ことができません｡

4､自治体は､情報公開にあたって､住民の個人情報の保護に十分配慮しなければならず､個人の権利

と利益を不当に侵害してはなりません｡

財政自主権

1､自治体の財政とは､住民のニーズに対応する住民共同の家計です｡

2､住民は､共同の家計を適切に維持 ･運用する義務と責任を負っています｡そのために詳細な財政情

報を請求する権利をもっています｡

3､住民は､公共的なサービスや事業を予算化するよう請求する権利をもっています｡その権利を保障

するため､行政と議会は､住民のニーズを予算及び決算の過程に反映させなければなりません｡

4､予算編成は､事業ごとの政策評価を反映させなければなりません｡

5､議会は､予算と決算の最終的な議決権を､この基本条例の精神に基づいて行使しなければなりませ

ん｡

総合計画

1､わたしたちのまちの総合計画は､この自治基本条例に適合するものでなければなりません｡

2､総合計画は､住民一人ひとりの人生に関わるものであり､総合計画の策定と実施と評価の過程には､

住民の参加が保障されなければなりません｡

3､総合計画のすべての過程は､まちづくりの主体としての住民を青くむ過程そのものです｡

まちづくりに関わる仕事の評価

1､住民は､まちづくりに関わる仕事の評価をし､行政の仕事が生活の質の向上につながっているかを

判定する権利をもっています｡

2､まちづくり仕事評価は､次の仕事をよりよくすることを目的とします｡

3､議会と行政は､住民による評価に協力しなければなりません｡

4､まちづくりのすべての仕事は､すべての段階で評価の対象となります｡

5､まちづくり仕事評価の基準は､住民主体に設定されなければなりません｡
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住民投票制度

1､住民投票は､住民自治を保障する手段であり､議会及び首長は､住民発議による住民投票を実施す

る横会を設定しなければなりません｡また､投票で示された住民の意思を最大限に尊重しなければ

なりません｡

2､住民投票の発議権は､住民､議会､首長にあります｡

3､まちに住む人々は､住民投票の資格をもっています｡また､その資格に対する制限は最小限でなけ

ればなりません｡

4､投票の対象となる事案に関しては､情報の提供と政策学習の棟会､住民相互の話し合いの場を充実

させなければなりません｡

5､何を住民投票で問うのか､対象を明確な文章にしなければなりません｡

6､住民投票は､投票資格規定を除き､公職選挙法を準用し､選挙管理委員会が管理運営します｡

自治体の対外関係

1､自治体は､近隣自治体と積極的に連携 ･協力を図ることとします｡

2､自治体は､県 ･国と対等な連携 ･協力関係を構築しなければなりません｡

3､住民の主権は､まちづくりに関わる区域として自治体内にある米軍基地にも及びます｡

4､自治体は､国際関係の主体であり､世界の平和と人類全体の幸福に積極的に貢献しなければなりま

せん｡

改正手続

1､自治基本条例の改正の発議権は､住民 ･議会 ･首長にあります｡

2､住民 ･議会 ･首長は､任期満了に伴う議会議員選挙に合わせて､事前に自治基本条例の見直しの検

討を行います｡

3､自治基本条例の改正には､住民投票を要します｡ただし､条文の実質的な変更を伴わない修正につ

いては､この限りではありません｡

4､基本条例改正の住民投票は､議会議員選挙と同時に行います｡ただし､任期満了に伴うものではな

い自治体議会選挙の場合は､この限りではありません｡

5､改正案を問う住民投票の結果は､住民の意思であり､議会 ･首長はその結果を尊重しなければなり

ません｡
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研究会議録 (会合27･2月22日)

～たたき台から素案へ～

03･03･01 文責 島袋 純

日 時:2003年 2月11日午前 9時～午後 7時

場 所:琉球大学沖縄自治研究会研究室(文系総合棟 702号室)

参加者:島袋純､高良鉄美､佐藤学､前城充､与那嶺武､照屋勉､新崎盛幸､高里鈴代､仲宗根政勝､

玉城デニー､又吉健太郎､仲村未央､中嶋栄子､藤中寛之､屋良朝博､潮平芳和

テーマ:自治基本条例のモデル条例素案作成

プロセス:①後期ワーク ショップにおける各グループ発表と全体討論により明らかになった意見を島袋純が

個々に順次集約｡②集約した文章をHP掲示板およびMLにて順次公開し､全体電子討論｡③再集約して素

案たたき台(下の文章)として作成｡2月11日会合にて報告発表｡

議論の仕方:

たたき台の一句一条を出席者全員で納得いくまで吟味して､一句一条の合意を形成する方法｡

共通の考え方として､なるべく一般住民がわかりやすい言葉で､個別分野の条例に落とせるもはなるべくそこ

に任せ､自治基本条例にふさわしい基本となることを載せるようにする｡

合意結果:

10時間の激論の末､全句全条の合意達成｡合意文章は､沖縄自治研究会自治基本条例モデル素案(2003年

2月11日)として､成果報告シンポジウムにて発表｡本報告書に掲載｡

以下素案たたき台(小さな文字)と11日会合主要論点の整理(項目末尾の大きな文字)

自治基本条例 モデル条例素案たたき台(03年2月10日現在:文責:島袋鈍)

前 文

･ 私たちは､住民がまちづくりの主役であることをここに宣言し､自治体の主権者としてまちの最高法規であ る自治基本条例を定める｡

･ 私たちのまちは､△△△という歴史があり､まちのこのような歴史を尊重し000(例 平和･環境.歴史･共生)が最も大事であるとするO

･ 私たちのまちは､000(例.平和･環境･歴史･共生)のまちであり､理想の実現 に向けて私たち自身がたゆまぬ努力していく｡

･ 私たちは､この理想への惜しみない努力を継続できる人として､私たち自身をそして新しい住民を育てていきます｡

･ 自治の権利の主体は住民であり､何人もこの条例のもとで基本的人権が保障されねばならない｡

この条例は私たち住民が制定するまちの最高法規であり､自治の成長を保障するものである｡
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〇〇〇(例:平和･環境･歴史･共生)は､括弧をとりそのまま使う｡｢新しい住民｣という言葉は子どもよりも､新

住民､最近引っ越してきた人というイメージなので用いない｡

稔 則

1､ この条例は､主権者である住民の権利と責任を明らかにし､住民主体のまちづくりと自治を実現することを目的とする｡

2､議会及び行政は､他の条例･規則等を設け､実施する際に､この基本条例を尊重し､体系化を図らなければならない0

3､この条例の前文の基本精神は､各条項の解釈や改正案の検討の際に生かされなければならない｡

平和的生存権

1､ 自治体は､すべての住民が平和のうちに生活し居住する権利を具体的個別的に保障する義務を負う｡まちづくりのすべての施策の中に平初

を希求する精神が息づかなければならない｡

2､ すべての住民は､暴力､貧困､抑圧､環境破壊に曝されることなく､平和のうちに生活し居住する具体的個別的権利を有する｡

3､ 平和のうちに生活し居住する権利は､人類普遍の権利であり､いかなる理由においてもそれを侵害してはならない｡

環 境 権

1､ 沖縄の自然は人類共通の地球の遺産であり､私たちは私たちをとりまく環境すべてに対して､それを享受する権利とともに次世代へ保全継

承する責任を有する｡

2､住民､事業者､行政は､相互に協力して生活と産業のゴミのリサイクルと資源化に努め､環境-の負荷を最小限に抑える最大の努力を行う

義務を有する｡

3､ 自治体行政は､住民･事業者と相互に協働してゴミの処理と自然環境の保全を行う仕組みを整えなければならない｡

4､ 自治体内のすべての事業者は､環境保護を目的とする国の法令及び自治体の条例規則等を遵守しなければならない｡自治体は､すべての

事業者の遵守義務について事業所に立ち入って調査する責務を有する｡

抵 抗 権

1､ 何人も私たちの住民の基本的権利を侵すことはできない｡その恐れがある場合､住民は何人に対しても異を唱え行動する権利と義務を有

する｡

2､ 住民の異議もしくは不服申し立てには何らかの理由があり､自治体は､その理由を尊重するとともに基本的人権を十分配慮するように自治

体の運営とまちづくりに取り組まなければならない｡

3､ 自治体は.人類普遍の原理として住民の基本的人権の保戸車に取り組み､それが侵害される恐れのある場合には､侵害するものがなんであ

れ､自治体自ら防波堤となって住民を守らなければならない｡

抵抗権なくすべきだという意見に対して､自治体がそもそも存在する理由として､西欧近代､人々が自分の命

と自由を守るために都市自治体を作ってきたということから､自治体の存在理由として重要ということで捜す｡

｢何人｣はなんのことかわからない｡なんぴとではなく､なんにんもと読むのが普通｡｢なにもの｣に変えるべき｡

抵抗権は｢抵抗｣､力のイメージが強すぎる｡基本的権利を守るための権利では｡2は削除したほうがいい｡

防波堤は､国防の防波堤のイメージ｡人権のとりでがいい｡

まちづくりへの参加の権利

1､ まちづくりの主権は住民にあり､自治体はそれを保障する義務がある｡

2､ まちに住み､働き､学ぶすべての人は､多様な方法で､参加する権利を有する｡

3､住民は､まちづくりの計画策定･実施･評価のすべての段階で､参加する権利を有する｡

4､住民のまちづくりへの参加は､自由な意思に基づき､参加しないことで不利益を受けない｡

5､ 住民のまちづくりにおける発言と行動には､責任がある｡

教育と学習の権利
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1､ まちに住み通うすべての世代の人々に､地域文化を学び､まちづくりの主体者として学習し､自己変革し ていく権利がある｡

2､ 自治体は､まちに住み通い学ぶすべての世代の人々の自律を支援し､その社会的参加促進するために教育･学習の権利と機会を保

障しなければならない｡

3､ 子どもには､まちづくりの主休として育っていく権利とまちづくりに参加する権利がある｡

4､ 自治体は､その権利を保障する義務があり､まちづくりについて子どもから学び､子どもの意見を尊重す

る仕組みを作らなければならない｡

コミュニティとまちづくり活動団体の役割

1､ コミュニティは､自立した住民が自主的に参加するものであり､自治体はコミュニティの集合体である｡自

治休は､個人とコミュニティの自発性･自立性を尊重しなければならず､それを侵害してはならない｡

2､ コミュニティ設置の目的は､個人の尊厳とやすらぎのある環境を守り､地域のアイデンティティを確立し､

それを継承することである｡自治体は､この目的を達成する協働のパートナーとしてコミュニティとその意

見を尊重しなければならない｡

3､ 自治体は､住民自身による自発的･自律的なまちづくりを促進するために､まちづくり活動を行う団体を､

公共性を担うまちづくりの協働のパートナーとして意見を尊重しなければならない｡

4､ 自治体と住民には､コミュニティ及びまちづくり活動団体を育て守っていく責任がある｡

5､ 自治体は､コミュニティ及びまちづくり活動団体がその目的と役割を果たすことができるよう積極的に支

援しなければならない｡また､行政が活動を阜害したり､強制することがあってはならない｡

6､ コミュニティ及びまちづくり活動団体は､まちづくりのネットワークの形成に努め治体及び相互間の積極的

なかかわりに努めなければならない｡

コミュニティは､何を指すか良く分からない｡まちづくり活動団体として､自治会もNPOもとらえられるのでは｡

離会の責務

1､自治体は､住民の総意に基づいて存在し､その仕組みとすべての施策が決定される｡

2､住民の総意を具体化し､その決定を日常的に行うのは､謙会であり､その意味で謙会は自治休の最高拙

関である｡

3､住民の総意は､全住民への公開の場で具体的に議案として発案され､少数意見を尊重した審議を経て､

法会の議決によって確定する｡すべての議案の提出と謎矢は､原則として議会固有の権利である0

4､ 許会は､謙案提出の一部を首長に委ねることができる｡

5､ 津金は､議会活動に関して､わかりやすくかつ詳細に全住民に伝えなければならない｡

6､ 法会の本会議､委員会､その他の謙会付属の審議概関は､具体的な公開の不利益を立証しない限り､

すべて公開されなければならない｡

7､ 議員は､全住民の代表であり､個別的な利益ではなく､住民全体の利益を追求しなければならない｡

8､ 議員は､諸員としての活動を､分かりやすくかつ詳細に全住民に伝えなければならない｡

9､ 諸員は､まちづくりのコーディネーターとして住民とともにまちづくりに取り組まなければならない｡

10､ 住民は､自治体の主権者として諸員を選出する権利を有すると同時に議員を解職し謙会を解散する権

利を有する｡許会は住民の直接的な民主主義の権利を尊重しなければならず､それを妨げてはならない｡

11､ 住民は､議員と謙会が住民の総監に努めているか常に評価し主権者としての権利を行使しなければな

らない｡
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1は､基本的なことがらで､議会にのみ関連というわけではないので､前文に持っていく｡11は､住民に対す

る規定ないので､ここに独立して設けるのはおかしい｡10につなげて､直接民主主義の権力の行使にからま

せては｡

首長の責務

1､首長は､住民全休の奉仕者であり､自治基本条例を尊重し､公正に自治体行政を執行しなければならない｡

2､首長は､住民の生命･財産･権利と地域の環境を守らなければならない｡

3､首長は､住民の総意とニーズがどこにあるか正しく把握することに努めなければならない｡

4､首長は､行政の仕事を分かりやすくかつ詳しく住民に説明する責任を有し､行政過程への住民参画を促進しなければならない｡

5､首長は､自らの選挙公約の達成状況について､毎年､分かりやすくかつ十分に住民に説明する義務を負う｡

6､首長は､議会の議案提出権の一部を議会の同意に基づき担うことができる｡

7､首長は､諌会における審議の活性化に協力し､諌会の意思を尊重しなければならない.

8､首長は､自治体の行財政運営の効率化に努め､職員を育成し､住民へのサービスの質の向上に努めなければならない｡

鶴見の責務

1､まちの職員は､公平･公正さを重んじ､清く正しく美しく､誠実で市民に信頼される存在でなければならない｡

2､まちづくりのための住民との協働は､職員の責務であり､住民のニーズを把握し､住民の意思を適正に行政に反映u鼓務を執行する義務

を負う｡

3､梅見は､自己啓発を重ねるとともに､職且相互の協働のみならず､住民との積極的な協働を通して､職務能力の向上を図らなければならい｡

4､職員は､法令の形式的な執行者ではなく､地域主権と住民主権を尊重し住民の権利を守りサービスの向

上を図るため､積極的な解釈 こ基づいて職務を適切に執行する義務を負う｡

5､職員は､首長の住民に対する責務と撤拝の遂行を適切に補佐しなければならない｡

｢清く正しく美しく｣は､ワークショップでは納得したが､改めて条例的な文章を作る場合､そぐわない気がする｡

情報の共有

1､ 自治体情報の共有は､住民と自治体証会及び行政が信頼関係を築く基盤であり､自治体は､原則として自治体の有するすべての情報を住氏

に公開し提供する責務がある｡

2､住民は､自治体の有する情報にアクセスする権利があり､自治体は､住民の知る権利を保障しなければならない｡

3､情報共有の目標は､住民が､まちづくりの情報の量と箕において自治体法会及び行政に劣らない水準を確保することである｡それは､まち

づくりについて住民の自主的な判断と行財政の効率的な運営に不可欠であり､自治体の主権者としてまちづくりに住民が責任を持つことに欠

かせない｡

4､ 自治体は､住民の利用しやすいように､さまざま情報提供の方法と機会を積極的に提供しなければならす､住民から要求があった場合､す

みやかに情報公開･㈹ 提供を行うこととする｡

5､ 自治体は､住民に分かりやすく情報を提供し情報を説明する義務を負う｡

6､ 自治体法会及び行政は､意思決定過程情報を公開しなければならない｡すべての要点会･事故会等は吉恕亘･議題関連情報を事前に公開しな

ければならず､すべての章魚会.事譲会は､謙事録を終了後直ちに作成し公開しなければならない｡

7､不在文書であっても､法律及び条例等により､作成が義務あるいは推奨されている文書､自治体の運営

とまちづくりのために有意義とされる文書については､文書を作成し公開しなければならない｡

8､ 自治体は､自治体の総合計画及びその他の計画ならびに計画の実施において､住民に対して､経過､内容､評価を明らかにする義務を負う｡

9､ 自治体は､情報公開にあたって､住民の個人情報の保護を十分配慮しなければならず､個人の権利と利益を不当に侵害してはならない｡

10､ 自治体が設定した住民の自治休の運営やまちづくりに関連する意見陳述の捜会や仕組みに関しては､意見･発言等が実名とともに記録とし
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て残され公開されることを原則とする｡ただし､事前に記録が残され公開されることを住民に告知しなければならず､プライバシーに関Lは､

十分に配慮することとし､事前に公開が告知されていない機会及び諸事録作成の対象とならない小規模の会合等に関しては､この限りでは

ない｡

11､ 住民の発言や意見陳述の機会･場においては､個々の住民の発言･意見･人格は尊重されなければならない｡個々の住民はまちづくりの主

休者としての自覚と責任をもって発言･意見陳述をしなければならず､それを尊厳ある個人の発言として､自治体及び他の住民はとり扱わな

ければならない｡

規定が細かすぎる､このレベルは情報法公開条例で制定すべきで､自治基本条例はもっと基本的なことがら

だけでいいのでは｡1,2,3.9だけをのこして､あとはすべて割愛する｡

財政自主権

1､ まちの財政とは､住民の共同の家計であり､住民ニーズに対応する自治体の金銭的な歳出入を表現したものである｡

2､ 住民は共同の家計を維持する義務と責任を負うとともに､そのために詳細な財政情報を請求する権利を有する｡

3､ 住民は､多様な梯会とルートを通して､公共的なサービスや事業を予算化するよう請求する権利を有する｡

4､ 行政は､住民に対して､分かりやすく､かつ､詳しく財政情報を説明する責任を有する｡

5､ 行政と謙会は､住民のニーズ､要望と満足度を把握するための多様な機会を保障し､予算及び決算の過程に反映しなければならない｡

6､ 事業ごとの政策評価と予算編成は連動し､評価に応じた予算配分が実施されなければならない｡

7､謙会は､予算と決算の最終的な議決権をこの基本条例の精神に基づいて行使しなければならないO

投合書十画

1､ 私たちのまちの総合計画は､私たちの定めた自治基本条例に適合するものでなければならない｡

2､ 私たちのまちの総合計画は､地方分権の時代にふさわしいハードとソフトの調和の取れた計画でなければならない｡

3､ 総合計画は住民一人一人の生活と人生に関わるものであり､総合計画の策定と実施と評価の過程には､住民の参加が保障されなければな

らない｡

4､ 総合計画のすべての過程は､まちづくりの主体としての住民を育ていく過程そのものである｡

5､ 住民ニーズの情報､策定過程情報は､公開されなければならない0

6､ 参加方法は､事前に公開されなければならず､策定の関わる事議会､検討委員会等の構成員は.公平.公正に公募するものとする0

2は有意義な文章でないため割愛｡5は､情報共有でもあり､また3からも当然のことなので割愛｡6も3のな

かに含まれるので割愛｡

政策評価

1､ 住民は､町の行政を評価し､行政の仕事が生活の質の向上につながるか判定する権利をもつ｡

2､ 政策評価の目的は､行政の仕事の改善､次の仕事をよりよくするためにフィードバックすることである｡

3､ 謙会と行政は､住民による政策評価の最大の協力者でなければならない｡

4､ 行政のすべての事業や施策は､すべての段階で､評価の対象となりうる｡

5､ 評価の基準は､住民主体に設定されなければならない｡

｢政策評価｣では､誰もわからないので､｢まちづくりに関わる仕事の評価｣｢まちづくり仕事評価｣に置き換える｡

行政の仕事だけがまちづくりに関わるのではないということも含めて､政策に限定しない｡

住民投票制度

1､ 住民投票は､住民自治を保障する手段であり､議会及び首長は､投票で示された住民の意思を最大限に尊重しなければならない｡

2､住民投票の発議権は､住民､議会､首長にある0

3､住民投票の投票資格は､まちに住み､働き､学ぶ人々を合理的な根拠に基づいて可能な限り最大限に網羅するように設定されなければなら
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ない｡

4､ 投票の対象となる事案に関しては､情報の提供と政策学習の機会､住民相互の話し合いの塙を充実させなければならない｡

5､ 何を住民投票で問うのか対象を明確な文章にしなければならない｡

6､ 自治法上の住民の条例発議権にもとづく住民投票のほか､ある事案に対する住民投票の実施自体を問う住民投票により過半数に達した場

合は､住民投票を行わなければならない｡

7､ 住民投票の実施の可否を問う住民投票は､投票資格者の 50分の1の賛同署名により成立する0

8､住民投票自休を問う住民投票で過半数を獲得した場合は､一定期間の後にその事案の可否を問う住民投票を行う｡

9､住民投票は､投票資格に関する他､公職選挙法を準用し選挙管理委員会が管理運営する｡

6､7に関連して､2回投票制度の賛否に関する議論再噴出｡50分の1の妥当性についても堂々巡り｡合意に

至らない｡細かい制度設計は､住民投票条例に任せて､基本条例では､住民は次によって直接住民投票が

可能となる制度を設ける義務を課すだけでいいのではないかという意見で決着｡1の尊重規定にそれを加え

ることで合意｡

自治体の対外関係

1､ 自治休は､近隣自治休と積極的に連携･協力を図ることとする｡

2､ 自治体は､県･国と対等な連携･協力関係を構築しなければならない｡

3､ 自治体は､自治体内にある米軍基地も､自治休が責任を負うまちづくりに関わる区域として立ち入り調査し､対処を要求する権限を有する｡

4､ 自治体は､国際関係の主体であり､世界の平和と人類全体の幸福に積極的に貢献しなければならない｡

3が問題となった.自治体の立ち入り調査権は､環境権にも設定､重複がある.自治体がなぜ､立ち入り調査

権をもつか根拠が十分に示されていないので､それがわかる文書に変更｡住民を主語にして､まちの区域は

どこが借りていても住民主権が及ぶという発想で合意｡

改正手続

1､任期満了に伴う議会議員選挙に合わせて､事前に自治基本条例の見直しの検討を行う｡

2､ 自治基本条例の改正の発議権は､住民･諌会･首長にある｡

3､ 自治基本条例の改正のためには､改正案を住民投票に付すこととする｡ただし､条文の実質的な変更を伴わない修正については､この限り

ではない｡

4､ 基本条例改正の住民投票は､諌会議員選挙と同時に行う｡ただし､解職請求の成立による選挙等､任期満了に伴うものではない議員選挙の

場合はこの限りではない｡

5､ 改正案を問う住民投票の結果は住民の意思であり､議会･首長はその結果を尊重しなければならない｡
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研究会議録 (会合29･2月22日)

～シンポジウム&ワークショップの意見の活かし方について～

03･02･15 文責 島袋 純

日時 :2003年 2月22日午前9時半～12時

場所 :琉球大学沖縄自治研究会研究室 (文系総合棟702号室)

参加者 :島袋純､前城充､佐藤学､比嘉俊夫､藤中寛之

話し合いのテーマ :

西原町中央公民館における成果報告シンポジウム､｢前文｣ワークショップの成果をどう括かすか｡

結 論 :

以下二つの文章をシンポジウム ･ワークショップによる補足として前文の末尾に追加｡

1､住民一人ひとりのふれ合い､支え合う心こそが､自治の基盤です｡

2､わたしたちは､安全で安心して暮らせるまちをつくります｡

話し合いのための事前の作業 :

島袋の事前の希望 :1､各班に所属した人はその班の様子をメイル報告

2､それをもとに22日話し合いで出す前文を作成

-せめて1だけでも､と思っていましたが､結果は､意見 ･報告件数､4件のみ

*下の22日配布資料参照

謙事要旨:

1､出席者があまりにも､少ないため､11日合意形成した文章に追加修正などをしていじることは､不

可能｡

2,必然的に別の前文のモデルを作るか､文章化をワークショップのキーワードを並べるぐらいにする

かの択一｡

3､前文を事前に作ってくれた人､メイルでも出席者でも皆無｡

4､事前に出されたいくつかの前文を土台にして別の前文を作ることは､一つも代替前文がなく不可能｡

5､ゼロから話し合いで作ることに関しては､時間がかかりすぎるという問題と､

そこまでする意義があるか疑問ということで却下｡

6､ほとんどが､自治研 11日合意前文で網羅していることを形容詞を変えて言っていることが多いの

で､代替前文をつくる意義なしという意見大勢｡

7､新しい前文を作るのではなく､11日合意前文に足りないところ､まちの形容詞レベルではなく､

12



基本的な考え方で落とせない重要な視座をピックアップして､｢ワークショップによる補足｣として､

追加してはどうかという意見で合意｡

8､上記島袋2提案に加え､言語に関して､琉球語の公用語化､公教育における琉球語義務化を入れる

かどうか､激論｡

9､地域文化への包摂可能性などや､これまでのワークショップ等で琉球語の公用語化までの合意があ

ったか､今後､自治体でありうるか等の問いに否定的な意見が大勢で断念し､島袋追加2項目をも

とに､文章づくりの議論

10､結論の1と2の文章で合意｡

成果報告シンポジウム･前文ワークショップ

各グ)トープ報告キーワード一覧 (03･02･22会合配布資料 文責 :島袋鈍)

すぼ･チーム ;

文化 ･平和･福祉･自然

わたしたちのまちは､草､木､虫､鳥､すべての生命が共生するまちです｡

伝統文化を誇りにする､産業の基礎とする

足てびち･チーム ;

すべての人と自然を大切にするまちです｡

三枚肉そば･チーム ;

産業を興しすべての人々が働けるまちに

町の中に一歩はいった人の人権を守れるようなまち

ソーキそば･チーム ;

住民主権 ･文化･伝統･平和･自然･教育

行動力のあるまち､世代間の交流のあるまち

チーム ･ゴーヤー ;

沖縄戦を反省し､平和の心を発進するまち

自然 ･歴史 ･伝統 ･文化を大切にする

みんなが助け合う楽しいまち

お金のかからないまち

トーフ･チーム ;

支えあう心を共有するまち

住民･行政･事業者がまちづくりを協働して推進し､働く喜びを共有できるまち
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チーム ･ナ-ベ-ラー ;

平和で安心してすめるまち

活発な交流のまち

活発･元気･健康 元気で人生を楽しむまちづくり

チーム ･タコライス ;

すみやすさNOlのまちづくり

住民同士のコミュニケーションを大切にする

それぞれの立場を理解して尊重する

子どもからお年寄りまですべての人々がまちづくりに関わっていける仕組みを作り出す

各グループの様子報告

島袋純報告 :

ちなみには､私がいた班は､とうふ好き班で､11日の前文になかった視点として､住民一人のそして

お互いの ｢こころ｣のふれあいと交流こそが､自治を支えるという点と､｢平和｣というレベルよりもさ

らに具体的で生活に関わる ｢安全｣という言葉を使う文章を考えたほうがいいという意見に島袋として

は､納得しました｡平和というと遠い目標だが､安全な暮らし､安全な環境,当たり前のことで､安全

保障もそのレベルの安全から考えていくのが当たり前のことだ､という主張にうなずきました｡

中嶋栄子報告

ワークショップで出た意見の中で､印象深かった意見を要約すると､｢自らの手で､地域産業の活性化

をめざす｣でした｡(実際には､紅芋で地域起こし､紅型や焼き物を手に届く価格や商品にするといった

意見でしたが､それらをまとめると上記の言葉になると思います)0

それと､他のチームから出た意見で印象に残っているのが｢個人の尊重と自立｣｢ささえあう心の共有｣

で､特に､学生を中心としたタコライスチームがいった ｢未成年にもまちづくりに参加できるようにし

たい｣には納得でした｡

この意見は､11日に島袋純先生からも出ましたが､基本条例たたき台には今のところ､入っていま

せん｡前文に入れるかどうかは､検討の余地ありと思いますが､やはりどこかに入れたいと思います｡

仲地博意見 :

前文は複数あってもいいのではないかと思います｡例えば､安全を強調したA案､共生を中心とした

B案､参加を全体の基調としたC案というように｡参考までに日本国憲法は､平和を中心にした前文で

す｡

複数あれば､モデル案を参考にする人たちもわが町の基本条例のそのまた基本精神は何かを考える必

要があると､より想像力を働かせることができるはずです｡

曽根純意見 :

当日の発表でも言いましたが自分たちのグループでは他のグループと違って理念的な項目が多かった
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と思います｡何故か? 自分はそれなりに自分の住んでいる地域を思い浮かべながら発言しましたが､

モデル条例というアプローチのなかでは､市町村レベル､あるいはもっと限定して自分が居住し生活圏

としている､地域固有の歴史､文化､現状を参加者内で共有できないからです｡(みんな住んでいる地域

が違うので)

今回は沖縄という地域特性を意識された素案となっていると理解していますが､例示があった実在の

条例と較べると少し抽象的かなと感じました｡

また､仕事上のバイアスがあるかもしれないと思って発言しませんでしたが､素案について､住民の

権利と､自治体職員の責務､議会の責務が強調されすぎていて住民が自ら取り組むべきことをもっと示

すべきではないかと思いました｡(住民の権利が充分に守られておらず､行政の努力が足りないという現

状認識はありますが)
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