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ll シンポジウム ｢これからのまちづくり｣

日時 平成 15年2月15日 (土)14時30-17時

場所 西原町中央公民館ホール

玉城デニー :(総合司会)

何か､自己紹介をするとちょっと肩が凝るものでございますが､きょうは議員の方々もいらっしゃい

ますし､市町村の職員の方々もいらっしゃいますし､もちろん学校の先生方から､いわゆるお勤めの方､

あるいは自営業の方､本当に各界あらゆる皆さんがきょうここに集まって､｢これからのまちづくり｣に

ついて､みんなで語り合っていこう､学んでいこう､そして､参加していこうということを体験してい

ただく機会でございます｡ぜひ､皆さんの忌博のない意見や感想なども述べていただきながら､前半の

基調講演､そして後半のワークショップへと､皆様どうぞご参加くださいますよう､よろしくお願いい

たします｡

さて､今回は ｢自治基本条例｣のモデル案､報告シンポジウムということなんですが､その ｢自治基

本条例｣とは何ぞやとか､あるいは簡単にまちづくりって何だろうというふうなことも含めて基調講演

と､そして､みんなでそれでは実際に参加してつくるまちづくりの最も初歩的な形というのは何だろう

かというところから､ワークショップに取り組んでみたいということで企画をさせていただいておりま

す｡

お時間の関係もありますので､それでは早速､琉球大学教授の江上先生にミニ基調講演を行っていた

だきますが､その前に簡単に江上先生のプロフィールをご紹介いたします｡

1946年生まれ､江上能義先生､行政学の専門でいらっしゃいます｡1977年､早稲田大学大学院から

琉球大学へ移られます｡1989年に教授になられ 以来25年間､沖縄の政治､行政､自治について重要

な役割､そして提言を行ってまいりました｡

今年の4月より実は､母校の早稲田大学大学院の教授として迎えられることになり､東京へ行くとい

うことが決まっております｡ですから､琉球大学の教授としてはきょうが最終の講演になるということ

で､ぜひ江上先生から江上節を聞かせていただきたいということでお願いをしてございます｡

晴れて､早稲田大学の大学院で､開かれた大学院をつくるための重要な一員として､これからも沖縄

にご尽力をいただけるものと思いますが､きょうは沖縄の自治の現状と将来像というテーマで､江上能

義先生にまず基調講演を行っていただきます｡

それでは､どうぞ大きな拍手でお迎えください｡先生､お願いいたします｡

(拍 手 )
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1､基調講演 ｢沖縄の自治の現状と将来像｣

江上能義 :

皆さん､こんにちは｡

過大な評価の紹介をしていただきまして,ありがとうございます｡

玉城さんからのご紹介にありましたように､私は4月から早稲田大学に移ることが決まっていまして､

実は昨日までその早稲田の入試で東京に出かけていて､昨夜遅く帰ってきて､今日この場に駆けつけま

した｡

もう私は忙しいから準備もできないし､講演などは無理だと言ったんですけれども､どうしても引き

受けてくれと頼まれました｡最近の若い人たちは年寄りの人使いが荒いなと正直な気持ち､思っている

んですけれども､しかし､このシンポジウムで基調講演という形で私に発言の機会を与えてくれたこと

を､本心ではとても感謝しています｡

本日の主題に沿う内容になるかどうかわかりませんけれども､結局､私が25年間､暮らした沖縄を

去るにあたって､沖縄について率直に述べるということで､勘弁していただけたらと思います｡時間が

20分ということで限られています｡私の25年間を20分で振り返るのも､それもちょっと､むちゃく

ちゃな話ではないかという気がするんですけれども｡ご注文ですから､できるだけその趣旨に添いたい

と思います｡

私は､先ほど紹介がありましたように､1977(昭和52)年の 10月に､琉球大学がまだ首里城の跡

にあった頃にやってまいりました｡

当時､琉球大学の教授をされておられた比嘉幹郎先生と島袋邦先生の面接で､何とか全堕させていた

だいて､私は全然行ったことも見たこともない沖縄にやって来ることになりました｡早稲田大学で面接

を受けたんですけれども､島袋邦先生の面接の時は､先生がアメリカのバークレイに研究に出かけられ

る途中での面接だったのです｡邦先生の息子さんの島袋純さんは当時､高校生で､お父さんのアメリカ

行きに同行されるということで､私の2時間近い面接の間､ずうっと喫茶店で待っておられることに面

接が終わってから気がつきました｡それは申しわけないということで､早稲田大学の生国先生と一緒に

純さんにお詫びに行った思い出があります｡その時､高校生だったあの純さんが､いま沖縄の学界で､

あるいは日本の学界で先陣を切るように活躍しておられるということも､私にとっては非常にうれしく

感慨深いことです｡

ところで私が沖縄にやって来た 1977年当時の沖縄は､皆さんには思い起こしていただければ分かる

かと思います｡ところが私は復帰して5年だからもう沖縄は本土並みになっているはずだということを

聞かされて､あ､そうか､本土並みになっているのかということで軽い気持ちで来ましたら､来て惜然

といいますか､全然､本土並みになってないということを痛切に感じました｡まず､空港に降りたって､

すぐそばの那覇軍港には､戦車がまだ､ずら一つと並んでいました｡物々しい戦車の列でしたね｡さら

には､沖縄本島はどこかしこにも基地だらけで､いわゆる基地が沖縄全体に露出しているというような

状況で､まさしく基地の島 ･沖縄の過酷な現実に私は直面しました｡

そのときに私が思ったのは､何が本土並みか､日本政府は一体何をしているのだろうか､ということ

でした｡

さらには､社会基盤の整備もまだ遅れていました｡私はすぐアパートを探して電話を入れようと恩っ
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て､日本電信電話公社､今のNTTの支局に行って､｢電話を入れるのにどれぐらいかかりますか｣とた

ずねました｡その頃はもう､本土はほとんど1週間ぐらいで電話がつきましたから､私はそれくらいで

つくのかなと思っていましたら､電話局の人から ｢2､3年かかるでしょうね｣という返事がか返って

きました｡私は､本土の人間だから馬鹿にされているのかと思って､｢冗談言わないでください｣と言っ

たんですね｡そしたら､｢冗談じゃないよ｡沖縄の人たちだって､ずっと待っているんだよ｣と言われて､

冗談じやないことがやっとわかりましたので､｢わかりました｡もういいです｣ということで､私は2年

間ぐらい電話なしの生活をしました｡

その当時､水事情も悪かったですね｡私が暮らした小さなアパートは水タンクがなかったもので､断

水で水道水が出なくなってしまって､結婚してすぐ子どものオムツやおしめを洗うのに水がなくて困っ

てしまい､それで大家さんところの井戸水を使わせてもらって､妻がオムツなどを洗っていました｡

私が､琉球大学に赴任してすぐに入った研究室もプレハブでした｡琉球大学の先生方もお見えですか

らよくご存じだと思いますけれども､ある先生からあなたの研究室を今から案内するからといわれて､

法文学部の講義棟を1階,2階､3階と駆け上がっていき､一体｡どこにあるかなと思っていたら､3

階を突き抜けて屋上に着きました｡その屋上にプレハブの建物が､1列に長く並んでいました｡その中

の一室に入りまして､｢ここがあなたの研究室だよ｣と言われました｡

10月でしたけれども､その研究室に入ったら､暑くて眼鏡が真っ白になったんです｡私は､寒くて眼

鏡が真っ白になったという経験はありましたが､暑くて真っ白になったのは初めてでした｡びっくり仰

天して ｢こんなところで研究ができるんですか｣と聞いたら､｢何言っているんですか､ほかの教授の先

生方もみんなここでやっているんだよ｣といわれました｡それでまた黙ってしまいまして､｢わかりまし

た｣と答える以外､ありませんでした｡プレハブはご存じのように､夏は暑くて冬は寒いんですよね｡

落ち着いて研究できるような部屋ではありませんでした｡

しかし､それから私が講義を始めるようになって､講義室に出向いたら講義室もプレハブなんですね｡

一般教養の政治学の講義を聴講するために､100名の学生たちがプレハブの講義室にぎっしり詰めかけ

ていました｡これにも驚きました｡学生たちに話し始めると汗がもう止まらないのです｡もう滝のごと

く汗が流れ落ちるのです｡しかし､話す方はまだ何かしているからいいけど､だまって聴いている方は

大変だろうと思って､学生たちに､｢暑くて大変だろうから､私の話を聴かなくてもいいよ､寝ててもい

いから｣と私が言ったら､学生たちが ｢先生､暑くて眠れないんです｣とうつろな目で答えました｡｢あ､

そうか､暑すぎて眠れないのか｣と初めて気付きました｡これは本当の話なのですよ｡

それでもみな,テストを受けて答案を書いていましたから､当時の学生たちは偉かったなと私はつく

づく思うんです｡そういう状況でした｡社会基盤もまだ本土並みにはほど遠い状況でした｡

こうした実情に直面して､果たして沖縄は日本に復帰してよかったんだろうか､こんな状況でいいの

だろうかと考えさせられました｡当時､琉球大学も新しい西原キャンパスに移ることが決まっていまし

たし､社会基盤の整備はこれから進むからいいとしても､特に､この基地の島の現状は一体全体､何な

のか､ほとんど復帰前の植民地状態と変わらないんじゃないかと､率直言って思いました｡沖縄は果た

して日本に復帰してよかったのかという問いは､当時の沖縄の人々には言えませんでしたけれども､私

自身､自問することが多かったのです｡

そうするとある日､そうした当時の状況を象徴するようなデータに出くわしました｡NHKが5年ご

とに ｢復帰してよかったか､悪かったか｣という設問を含む世論調査をやっていました｡

私が沖縄に来た直後の 1977年の世論調査では､沖絶県民は ｢復帰して悪かった｣が過半数を超えて
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いたんです｡私はそうだろうなと思いました｡復帰して5年たっても､沖縄県民の半数以上の人が ｢復

帰して悪かった｣と答えた｡やっぱり私の考えは外れてはいなかったなと感じました｡

日本に復帰したけれども､その復帰の中身は一体何だったんだろうかという疑問を､当時の沖縄の人々

も率直言って感じていた｡そうすると､復帰の仕方に問題があったんじゃないかということを考えたわ

けですけれども､復帰の時にどういう議論があったのかということをいろいろ勉強しますと､やっぱり

復帰のあり方についての論議があって､要するに ｢沖縄県としては復帰すべきではない｣という主張が

あったということに気がつきました｡

この主張については専門家の方々はよくご存じだと思いますけれども､いわゆる ｢沖縄自治州論｣で

す｡沖縄は ｢県｣としてではなく､｢州｣として復帰すべきだという主張があったんですね｡私を面接し

た一人の当時の琉大教授の比嘉幹郎先生がその論陣を張り､それから同じく琉大教授の久場政彦先生も

そういう論陣を張っていた｡ところが､これは沖縄の研究者たちだけではなくて､野口雄一郎教授など､

本土の高名な学者たちもその論陣を張っていたんです｡沖縄は､県として返るべきではない､沖縄には

復帰前に米軍統治時代に勝ち取った自治権がある｡その自治権を基に沖縄の主体性を維持するために､

沖縄は 47分の1に返るんじゃなくて､やっぱり特別州みたいな形で､大幅な自治権を持つ沖縄Jllとし

て返るべきであるという議論があったんですね｡

比嘉幹郎教授は私を琉大に連れてきた直後､自分はさっさ琉大を辞めて西銘県政の副知事になってし

まわれましたのですが､その比嘉幹郎先生が復帰前､1971年11月号の 『中央公論』に書いているんで

す｡これは有名な論文ですから､専門家の方々はよくご存じだと思うんですけれども｡この論文の中で

比嘉先生は､｢復帰後の沖縄は､中国との関係で､今度は日本の軍事的最前線にもなる｡本土政府が軍事

的理由で沖縄住民の自治権を侵害する危険性は十分ある｡したがって､沖縄住民の前途は依然として厳

しく､今後は本土政府を相手に轍烈な自治闘争を展開しなければならないだろう｣と､沖縄の現在を見

通しているかのような論述をしています｡

そしてさらに､中央集権化の強力な日本に返るべきではない､一県として返るべきではないというこ

とを述べております｡｢沖縄にとって自治とは､住民の意思を最大限に反映させて､権威的な政策を決定

し実施することにはかならない｡そして､この自ら治める権能はもともと住民が保有しているものであ

って､たとえその一部を国へ委譲することはあっても､国から委譲されるものではないという認識を出

発点とすべきである｣と述べています｡

この考え方は､私達が現在､主張し展開している補完性の原則に相通じるものがあり､当時としては

先進的な自治論であったわけです｡

沖縄は､特別自治体として､沖絶州として返るべきであるというのが結論ですが､この比嘉論文は最

後に､｢沖縄の将来を決定するのは究極的に沖縄住民でしかない｡諸般の情勢から見ると､沖縄において

自治を確立することは困難なことであるが､全住民が一致協力して主体的にその目標を達成する努力を

すべきである｡沖縄自治州構想論は､今後､具体的に検討し発展させなければならないが､それは沖縄

住民の要求を実現するための政治姿勢に立脚したものであり､その意味では決して非現実的なものはい

えまい｣と結んでいます｡

皮肉なことに結局､先ほど言いましたように､比嘉教授は本土との一体化を推進する西銘保守県政の

副知事になりまして､その後も保守系の候補者として選挙を戦いました｡それで､もう私が沖縄に来て

十数年経ち､比嘉先生も副知事も辞められた後に､私は尋ねたことがあります｡｢比嘉先生は復帰前に沖

縄自治州論を主張しましたが､その後に副知事にもなられて行政経験も積まれて､それで今はどう思わ
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れますか｣と聞いたんですOというのは､私は比嘉先生が ｢ほうれ､みたことか｣というふうにおっし

ゃったという話をどこかで聞いたんですね｡比嘉先生を初めとする沖縄自治州論のこうした考え方は､

当時の復帰運動の最中には､ほとんど沖純の一般の人々に顧みられることはなかったんです｡だから､

｢ほうれ､みたことか｣と｡でも私は直接聞いたわけではありません｡それで､比嘉幹郎先生にそうい

う話をしたんですね｡｢やっぱり比嘉先生はかつて自分の言った沖縄自治州論が正しかったと思います

か｣と聞いたら､｢うん｡でも､沖縄県民ももっと力をつけなくてはだめだよな｣という返事が返ってき

たことを記憶しています｡｢沖縄県民はもっと力をつけるべきだ｣｡この言葉をぽつんと言われたんです

けれども､意味深長な言葉だったなといま､思います｡

復帰後､私が来沖したすぐ後に､玉野井芳郎という東京大学を定年退官された教授が沖縄に来られて､

沖縄国際大学で教鞭をとられました｡地域主義の主唱者でとても有名な先生だったんですけれども､こ

の先生が沖縄にやってきてその思想を沖縄で実践すべく､非常に活発な活動を展開されました｡

仲地博教授をはじめ多くの先生方が加わって､玉野井先生と一緒に ｢沖縄自治憲章｣案を作成されま

した｡沖縄の地域的な個性や主体性に基づくいわら封中縄全体の憲法をつくられたんですね｡それが沖縄

自治憲章案でした｡これも私にとっては非常に印象深い出来事です｡私が沖縄に来てからまもなくの話

ですから､とても印象深かったですね｡沖縄らしい､とてもいい試みだなとも思いました｡

それから､自治労県本部が沖縄特別県構想 (1981年)を打ち上げました｡これもやはり沖縄の自

治や主体性というものをテーマにしたものでした｡あるいは､宮本憲一教授 (大阪市立大学)も前後し

ますが､1979年に ｢特別都道府県制｣構想を提唱しています｡やはり沖縄固有の主体性を確保する

ためには､47分の1の普通の県ではない､そうした形態でなければならないといういろんな主張や論

議が出てきましたが結局､それらもその時は注目を集めてもそのうち浮かんでは消えるといいますか､

県民の多くの心を捉えるところまではいかなかった｡しかしながら､これらの構想や論議や活動は県民

の共有財産として､これからも脈々と受け継がれていくだろうと私は思います｡

そうこうするうちに､革新県政が保守県政に変わりまして､西銘保守県政 12年の時代にしだいに沖

縄の社会基盤が整備されていきました｡少しずつ豊かになっていきました｡

私が沖縄に赴任した当時､琉球大学の女子学生たちは､服装はTシャツとGパンぐらいで質素で､化

粧もほとんどしないという状況でしたけれども｡5年､10年たつうちに､琉球大学の女子学生たちが

非常にきれいになりました｡服装に気づかい化粧もするようになり､昔は､観光にやってきた本土の女

の子と沖縄の女の子はすぐ見分けがつく､化粧の仕方で見分けがつく､といわれたりしたものですが､

それがもう全然見分けがつかなくなった｡沖縄もそれなりに豊かになったのです｡

社会基盤も着実に整備されていき､電話がつくのに2､3年かかるということもなくなりました｡そ

うすると､前に述べたNHKの世論調査でも､やはり ｢復帰してよかった｣がどんどん増えていきまし

た｡どんどん増えていきまして､もう復帰して20年目になると､｢復帰してよかった｣が､88%になっ

た｡それくらい､もうほとんどの人が本土に復帰してよかったと答えるようになった｡私が沖縄にやっ

て来た当初とは全然違う状況になったんですね｡

だから沖縄の人々は日本に復帰して本当によかったと今は思っているんだ､それは､ひいては米軍基

地と共存していいと思っているんだなと､私は考え始めていたんです0

ところが､実際はそうではないというのがその後､わかりました｡時代は少し前後しますけれども､

1989年､米ソの和解によって冷戦構造が終結しました｡そしてその2年後にソ連邦が崩壊した｡この時

の沖縄の人々の受け止め方を､私は今でもよく覚えています｡沖縄の人々は冷戦構造の終結やソ連邦の
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崩壊を､とても素直に喜んだのです｡それはなぜかというと､沖縄の米軍基地は仮想敵国ソ連を悦んで

いるために存在するんだということを､沖縄の人たちは長い間､日米両政府の指導者たちから言われ続

けていたんですね｡冷戦構造こそ､沖縄米軍基地の必要性の元凶であったからです｡したがって､沖縄

の人はそれが両方ともなくなったんだから､沖縄の米軍基地は要らないんじゃないかと思った｡そうで

すよね｡素朴に考えれば､そうなる｡それで､沖縄の人々は､ああ､よかったと｡これで､沖縄からす

っかり基地がなくなるかもしれないというふうに思ったんですね｡

ところが､私はそんなに素直ではないので､そううまくはいかないだろう､沖縄の人々が素直に喜ん

でいるみたいにはならないだろう､と推測していたんです｡

結局､その後,私の悪い予感を裏打ちするがごとく､冷戦構造終結の翌年､1990年8月､湾岸危

機が起こりました｡湾岸危機から91年1月､湾岸戦争に突入しました｡アメリカ側は日米安保を再定

義してアジアの米軍はやはり重要なのだと主張するナイ ･レポートを発表します｡それで､希望を持ち

はじめていた多くの沖縄県民はがっかりしました｡何だ､基地がなくなるんじゃないのか､まだ重要だ

というけど何で重要なのか､失望と不満の入り交じったそういった雰囲気になりました.そして湾岸戦

争では沖縄から中東まで米戦闘機が続々と飛んでいくというような状況になり､県民は結局､そういう

状況の中で再び､大田革新県政を登場させたんです｡基地を抱える沖縄の人々の心が激しく揺れ動いた｡

そういう最中に､平和研究で有名だった大田昌秀琉大教授が反戦平和を訴えて登場したというのも､本

当に劇的な出来事でした｡

革新県政というのはいつもそうですけれども,日本政府と県民世論の板挟みになります｡大田革新県

政も板挟みになりまして､日本政府との葛藤が続いていたんですけれども､そういう中で皆さんもご存

じのように､1995年 9月に少女暴行事件が起こりまして県民の怒りが頂点に達し､大田知事が代理署

名を拒否するという､国を相手に大喧嘩の状態になりました｡

私にとってはこの県民一体となった反基地闘争が､25年半住んだ沖縄の数々の思い出のなかで一番､

忘れられない記憶になると思います｡

私は実は､クライマックスとなった10･21県民総決起大会の会場に､琉球放送 (RBC)の関係

者から来るように､数日前に頼まれていました｡筑紫哲也さんと小川和久さんが出るから来ないかと言

われて､私もちょっとミーハーなところがあるのでサインでももらいに行こうかと思って､それで乗せ

られて出かけました｡RBCのやぐらを県民総決起大会の会場となる海浜公園の後方に組むから,タク

シーで来るようにと言われて行ったんです｡最初は近くのラグナガーデンホテル10階のほうで 12時

頃から筑紫さんたちと集まって一緒にお昼御飯を食べながら､果たしてどれぐらい下の公園に人々が集

まるのかなと上からちらちら見ていたんです｡そしたら集まりが悪いんですよね｡すると筑紫哲也さん

は沖縄びいきですから､この抗議集会にいっぱい人が集まってほしいと思っているので､落ち着かない

のです｡人が集まらなかったらどうするんだろう等と心配していたのでしょうね｡

結局､もう時間になったからとRBCの放送局に急かされて､それでやぐらの放送席に座って､その

ころまだばらばらでしたよ､午後2時ぐらいに始まりましたけど｡生放送が始まって筑紫さんと小川さ

んと私が喋っていたんです｡喋っていて､午後2時半ぐらい､始まって 30分位経って私は話の途中で

何げなく後ろを振り向いたんです｡そしたら､人がものすごいんです｡もう公園の敷地からあふれかえ

っているんですね｡びっくり仰天しましたよ｡そしたらもう筑紫哲也さんは感動して途中で放送席から

降りてしまいまして､民衆の中に入っていってしまい､最後は壇上の大田さんと握手をするやら､かっ

こいいわけです｡で､取り残された私たちはどうする? 困ってしまいましたO
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私の妻はノンポリなんですけれども､その時はにその場にいました｡ノンポリの私の女房まで絶対に

抗議しに行くといって､中学生の娘を強引に引っ張って連れていって参加していました｡

出かける時に乗ったタクシーの運転手さんに､この県民総決起大会のことを知っているかと言うと､

｢知っているよ｣と｡それで ｢どうするの｣と聞くと､｢あなたを降ろしてから私も参加する｣と彼は答

えました｡帰りにまたタクシーに乗ったんですよ｡帰りのタクシーの運転手さんにも聞いたんです｡｢あ

なたは県民総決起大会のことを知っていますか｣と｡｢知っている｡私､もう参加してきた｣と｡この拡

がりはすごかったですね｡そういうふうに普通の人々が､私の家内みたいにノンポリの人でも､子ども

を連れて政府に抗議をするために集まった｡8万5,000人が参加したといわれています｡

ところが日本政府の受け止め方はかなり違ったみたいですね｡日本政府は普天間基地のすぐそばに､

あれだけの人が集まっている､沖縄で暴動が起こるのではないかと恐れたそうです｡内乱が起きるので

はないか､暴動が起こってあの人々が普天間基地の中になだれ込むのではないかと心配したそうです｡

沖縄では全然そんな雰囲気は感じなかったんですよね｡あくまで抗議の声を平和的に訴えるということ

でみな､集まったわけです｡沖縄の人は暴力に訴えるつもりは毛頭なかった｡このへんのところも随分

ギャップがありますよね｡日本政府の認識と沖縄の人々の認識のギャップを感じました｡

それから結局､大田さんが代理署名を拒否して裁判闘争になりまして､最高裁まで戦って敗訴となり

ました｡わが国で初めての県民投票も実施しました｡復帰前は大きな闘争がいくつかありましたけれど

も､そういう意味では復帰後で初めての大規模な反基地闘争を県民ぐるみで展開していった｡それで､

沖縄の人々はもう基地と共存してやっていくと考えているのだろうなという私のそれまでの思い込みが

見事に覆された｡やはり沖縄の人々の本心は､この長年にわたる膨大な基地の負担はおかしい､何とか

してはしいということであることを､私は気づかされたわけです｡

しかし､ご存じのように深刻な経済不況もありまして､それで結局､再び保守県政になっていくわけ

です｡

駆け足で私の印象のあらましを述べましたけれども､私が本当に心が痛むのは､私が沖縄にやって来

て 25年半にもなるのに､基地の島､沖縄の風景がほとんど変わらないということです｡私が初めて沖

縄にやってきた時に衝撃をうけたあの当時の状況と､現在の沖縄の状況がほとんど変わらないというこ

とを､改めて痛感させられるわけです｡

実は､1972年5月､沖縄復帰のときに日本政府はこういう声明を発表しています｡皆さんの中でご記

憶の方はいらっしゃるでしょうか｡

日本政府は､沖縄復帰を祝うにあたって､こう言っ七いるんです｡｢日本政府は復帰にあたって沖縄を

平和の島として､アジア大陸､東南アジア､さらに広く太平洋諸国との経済的､文化的交流の新たな舞

台とすることこそ､沖縄戟で生命を捧げられてきた多くの人たちの霊を慰める道であり､沖縄の祖国復

帰を祝うわれわれの道でなければならない｣と｡

これを日本政府の公式声明で出しているんですね｡この声明文を小泉首相に一度､読んでもらいたい

と私は思います｡そのとおりになったでしょうか｡沖縄は平和の島になったか｡沖縄は､アジアとの国

際交流の舞台になったか｡なってないでしょう｡現状は何も変わらない｡それは確かに､社会基盤はあ

る程度整備されました｡けれどもその分､沖縄の貴重な自然は汚染 ･破壊され､経済は全国最下位で基

地の島の現実も変わっていない｡沖縄の基本的な構造や状況は､こんなに年月が経過したのに､何ら変

わらなかった｡なぜなのかと間わざるを得ない｡

その大きな理由のひとつとして､復帰前と比較して,沖縄が復帰後､自治権や自己決定権を失ったこ
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とが挙げられるのではないでしょうか｡復帰前の沖縄は自治権を米軍統治下で一生懸命に戦って自分た

ちで勝ち取った｡主席公選もそうですし､裁判権もそうですし､そういったものを米軍統治下で勝ち取

った｡ところが中央集権体制の日本に ｢本土並み｣に復帰したことによって､自治権は大幅に縮小され｡

沖縄の未来を構築する自己決定権を失ってしまった｡結局､日本政府の基本枠内で経済振興策も基地政

策も実施されてきたために､沖縄の現実は30年間､ほとんど変わらなかったのではないかと､私は考

えます｡

それと同時に､沖縄自身も自立心を失っていった｡沖縄経済が政府の公共事業や特別措置に依存する

体質を深めていくにつれて､沖縄県民も自分たちでこの沖縄を何とかしようという気概をなくしていっ

たように思われます｡

話は変わりますが､私が沖縄で暮らして一番､楽しかったことは､早稲田大学の岡沢ゼミが来沖して

基地問題を討論したのをきっかけに､1979年から94年まで江上ゼミという自主ゼミを 15年間､

続けたことです｡これは学生たちとの自主ゼミでした｡学部や大学を越えて多くの学生たちが集まって

自主的に運営した単位のないゼミでした｡学生たちが自分たちの問題意識で､自分たちのテーマで､自

分たちで行き先も決めて活動を続けました｡最初は討論する力や発表する力をつけるために､東京の学

生たちと沖純の基地問題や経済問題あるいは日本の民主主義の問題などを報告し､討論しました｡天皇

制で議論したこともあります｡そのうちに学生たちが沖縄に身近なアジアの学生たちと交流してみたい

というようになって､1983年春､台北の中国文化大学との学生交流を契機に､アジアとの交流を中

心に活動を展開するようになりました｡台湾には何度も出かけ､フィリピン革命直後のアテネオ ･デ ･

マニラ大学､インドネシア大学､タイのタマサート大学､そしてインドのデリ-大学まで出かけて交流

しました｡学生たちは自分達で事前に乏しい資料を捜して計画的に学習し､情報収集し､スケジュール

をつくって出かけ､現地の学生たちと活発に交流しました｡沖縄の歴史や文化､基地を抱える現状など

も報告しました｡そして沖縄に戻った学生たちは英文の要約つきで研究報告や体験記などをまとめた報

告書を手作りで完成させ､お世話になった海外や国内の方々に送付しました｡私には毎回､学生の引率

者としての責任がありますので､はらはら､どきどきすることもありました｡何か事故があったら私は

琉大をクビになるのに､私のことを学生たちは考えてくれているだろうかと､心配になったこともたび

たびでした｡毎年 30名ぐらいで出かけ､インドに行ったときは､もう参加学生の3分の2近くが熱発

しまして､40度近い高熱を出しまして､もう本当にどうしようかと途方にくれたこともありました｡い

ま思い出してもゾッとします｡幸いなことに大きな事故や事件に巻き込まれることもなく､いまとなれ

ば当時の学生たちのおかげで､一番､楽しく充実していた日々でした｡自分たちのテーマで自分たちの

やりたいように､沖縄の将来を考えながら学生たちと時間を忘れて討論し勉強していたあの頃のことを､

私は決して忘れないでしょう｡

一番うれしかったことは､この沖縄自治研究会ができたことです｡昨年4月に沖縄自治研究会を立ち

上げるということで私も声をかけてもらいました｡琉大､沖縄国際大の若い先生方や自治体の若い職員

の方々､それからジャーナリストの方々､あるいは議員さん､NPO･NGOの方々､こういういろん

な立場の人が一緒になって､わいわいがやがやと沖縄の将来を考えながら自治基本条例をつくっていく

のは,とても楽しく､充実した作業でした｡作業や討議の最中に､ときどき熱気に満ちた昔の江上ゼミ

を思い出していました｡こうした活動をぜひ今後も続けて､さらに発展させていってほしいと心から願

っています｡

最後になりましたが､西原町出身でかつて県知事を務められた平良幸市さんを私はとても尊敬してい
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ます｡もう時間がなくなりましたので､私の結びの言葉に代えて､1976年5月に県知事選に出馬するに

あたって彼が述べた言葉を引用させていただきます｡

平良幸市さんはこう言ったんです｡｢地方自治は民主主義を確立するための基礎的な政治形態である｡

しかしながら､現実は中央集権化が進んで官僚主義が横行し､自治権は侵害されている｡私は､これら

をはねのけ､県民による県民本意の真の自治を確立し､拡大するために努力するものである｣と｡今か

ら30年近い昔の言葉でありますれけど､この言葉は今でも生命を保っているのではないかと私は思い

ます｡この西原町で話す機会を与えていただきましたので､この言葉を紹介して結びの言葉にさせてい

ただきます｡

民主主義､人権､平和などの政治学の基本的な考え方を､私はすべてこの沖縄で学びました｡学生た

ちから､先生方から､私が出会った多くの沖縄の方々から学んだものです｡その意味で沖縄は本当に私

にとって大恩人です｡心から感謝申し上げます｡本当にありがとうございました｡いずれまた沖縄に帰

りますので､別れの言葉は申しません｡ご清聴ありがとうございました｡

玉城デニー :(総合司会)

ありがとうございました｡

とりあえず東京に行かれる前に､沖縄で江上先生の最後の講演を聴かせていただけたことが本当にう

れしく思います｡そして､先生の講演の中にも今､私たちが目を向けていかなければならないことも､

しっかりと再確認できたなという気持ちでいっぱいでございます｡

どうぞ､今一度､江上先生に大きな拍手をお願いいたします｡先生､どうもありがとうございました｡

今後ともよろしくお願いいたします｡

( 拍 手 )

さて､こういうふうに私たちは沖縄自治研究会で自分たちで街づくりをしていこう､地域をつくって

いこう､国をつくっていこうと大きな志を持って､学ばせていただいているわけでございますが､じゃ

その沖縄自治研究会がどんなことをやっているのかなということを皆さんに報告をさせていただきたい

と思います｡

レジュメにいろいろと沖縄自治研究会の経緯というものをまとめてございますので､そのまとめと併

せて､江上先生の後輩でもいらっしゃいます､同じく琉球大学で助教授､行政学を担当していらっしゃ

います島袋純より､メンバーですのであえて敬称は略させていただきますが､島袋より皆様へその経緯

を報告させていただきたいと思います｡
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2､成果報告 ｢沖縄自治研究会 モデル自治基本条例素案 中間報告｣

島袋鈍 :

こんにちは｡

江上先生からも少しお話がありましたが､私と江上先生は片岡寛光先生と言う大学院の恩師を同じく

する立場でありまして､それで歳i油 分違うのですが､本当に古い時代からお互い知り合いまして､私

のほうが一方的に指導を受けるほうでしたが､江上先生には本当に公私共にいろいろなことで助けてい

ただきました｡

今回も､沖縄自治研究会の設立にあたりましては､多様なアイディアをいただき､それから実際にほ

とんど毎回出席していただき､この自治研究会がうまく軌道にのることに対して､非常にご尽力してい

ただきました｡ですから､今後も沖縄のほうに何度もできる限りお招きして､また､お力をお貸しいた

だければと思っております｡そして､今日の江上先生の早稲田に移られるというお話を､私たち研究会

の東京出張所が早稲田にできるという話に､勝手に解釈しまして､早稲田の江上研究室を沖縄自治研究

会東京事務所にさせていただくということを今､企画しています｡

では､本題の自治基本条例の話をしたいと思います｡

われわれの自治研究会､設立のきっかけについてです｡まず先ほど江上先生のお話がありましたよう

に､90年代の沖縄の県民の運動､そういった全国的な衝撃を与えた県民の住民主体の運動というものが､

実を言うと非常に中央に衝撃を与えました｡これは､地方自治法の大幅改正に影響を与えました｡特に､

機関委任事務の全廃ということに関しましては､私の考えでは直結していると思います｡それで､地方

分権一括法は新しい地方自治法を生み､住民主体の自治を正当化するような法的な根拠となっていくわ

けです｡

ところがもうーっ､中央では人権を制約するような､あるいは自治権を制約するような政府の動きと

いうものが顕著になっていきます｡それが､一括法にも含まれてしまった駐留軍用地特措法の改正､メ

ディア規制法ですとか､個人情報保護法ですとか､さらに最近では周辺事態整備法ですとか､有事立法

に関連する法案､そういったものが中央集権化の流れとしてあります｡集権化に関してもう一つは､財

政的な問題の地方へのしわ寄せという形での交付税の削減ですとか､様々な問題があると思います｡

こういった地方分権の力と､それから地方の権限を剥奪していくような流れが合い混ざっている状況

が今の現状ではないかと思います｡というのは､つまり､どういうことかというと､分権に至る､向か

っていく方向とそれから中央集権化する力が相括抗し､その中で嵐の中でもまれている状況です｡合併

をしかけて､合併で市町村の生き残りを図ろうという意図､あるいは､合併を国家財政再建に生かせた

いという中央政府のねらい､そういったものがありますが､様々な意図やねらいが飛び交う嵐の中で自

治体の生き残りをかけて再建していく時代ではないかというふうに考えますC

このような生き残りの時代に今､どういうことが必要かというと､住民自治の基本的な精神というも

のを確立し､そして意識革命を起こすということです｡そうすることによって､自治体が住民本位のも

のとなって､そしてより地方自治が活性化していくことによって生き残りを図ることが重要になると思

います｡そういう流れが､実を言うと､この90年代後半から2000年台､新しい世紀の初めにいろんな

自治体で表れてきました｡それが北海道ニセコ町であるとか､兵庫県生野町､それから三重県や長野県

など､先進的な改革に取り組んでいる自治体が､シビアな状況で自治基本条例､まちづくり基本条例､
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県の場合はくにづくり基本条例､そういう条例をつくり､自治体の改革に取り組んでいくという状況が

生じてきたと思います｡

沖縄の自治体は､沖縄の自治体で住民自治の活性化のもとに生き残ってほしい､そういう願いから､

沖縄に見合った自治基本条例をつくっていこう､まずモデル条例をつくり､各自治体は､それを参考に

自治基本条例をつくっていき､住民自治の住民の力を十分に発揮させた活性化のもとに生き残っていっ

てほしいという､そういう希望のもとに､沖縄自治研究会というものをつくりだそうという合意が得ら

れました｡

これは､配布資料の ｢沖縄自治研究会の経緯｣のほうで見ていただいたら分かるのですが､2001年の

8月頃から取り組みが開始しました｡8月頃から様々な自治体の職員を集め､それから実際に町長など

にもお会いし､この研究会の設立目的や仕組みをお話ししまして､それから沖縄の自治に関係するあら

ゆる研究者に声をおかけし､そして予算の獲得､様々な体制の整備､そういったことに取り組みました｡

それで実際に2002年1月5日､これは重要な日なのですが､ほとんどの参加者が集まりまして､ぜ

ひ重要なテーマなのでやっていこうということで合意が得られまして､発足が決まりました｡そのあと､

主な会合で合計28回､大体 28回の会合がありまして､その中で研究が続けられてきました｡その28

回の中で重要なのは､生涯学習講座の形をとりました研究定例会です｡前期に7回､後期に8回あるわ

けですが､それが研究定例会となりまして､合計 15回の研究定例会を中心に､この自治基本条例がま

とめられました｡

このようなモデル自治基本条例をつくる目的は､三つです｡一つは､もちろんモデル条例を作成する

こと｡沖縄の市町村への普及を念頭にモデル的な自治基本条例そのものを作成することが､沖縄自治研

究会､自治基本条例研究プロジェクトの重要な第1の目的ですが､次に､自治基本条例の理論を研究し､

その理論と全国のさまざまな実践を紹介し､それを皆さんにお伝えする､普及させるという目的です｡

理論と実践を紹介し普及することが第二の大きな目的です｡

第3番目ですが､住民参加を具体的に実践してみる､つまり､モデル条例の策定プロセスを徹底的に

公開し､一般参加の方を中心につくりだす､と方法に特徴があります｡｢自治基本条例｣という看板であ

るにもかかわらず､一般市民に開かれてないプロセスの中で自治基本条例をつくるということはできな

いわけです｡ですから､一般市民の方､だれでも参加できて､そして条例案がつくられていくという仕

組みを徹底して追求しました｡そのプロセス自体が一種のモデルとなって自治体に波及させようと､そ

ういうような目的がありました｡

ですから､方法としましては､先ほど言いましたように､生涯学習講座､琉球大学の生涯学習講座､

それに組み込みました｡そうすることによって､だれでも無料でその報告会を見､聞きに来ることがで

きるということですね｡

もちろん場所の制約はあります｡琉球大学は小さい生涯学習のホールしかありませんので､何百人も

何千人もというわけにはいかず､50名ということで､どうしても先着順という限定がありましたが､だ

れでも聴きに来ることができる､それでもし立ち見でよろしければ､ドアはいつでも開けていますので

来てくださいということを､常に言い続けていました｡そういった生涯学習講座を導入することによっ

て､情報と策定プロセスを万人に開くということです｡

それから､生涯学習講座の方式も､講師が一方的に報告するだけではなくて､必ず質疑応答､平等な

形で質疑応答をするという形にしました｡

2番目に重要なのは､ワークショップという新しい形態を導入したことです｡ワークショップの形態､
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これは今日､まさにこれから実践することになると思いますが､比嘉穂乃さんを中心にやっていただき

ますが､イメージは小学校の家庭科の授業かなという気がします｡小学校のとき､家庭科の授業､ある

いは理科の実験とか､グループごとに分かれてやるんですが､一番似ているのは､小学校のときに､家

庭科の授業で､グループごとに分かれてジャガイモの煮ころがLをみんなでつくったのですが､そうい

った作業に非常に似ています｡先生がテーマ設定と説明､つまりレシピを説明して､各グループでそれ

を理解して,そしてグループで味噌汁をつくっていく､あるいは煮ころがLを作ったのですが､そうい

うやり方です｡そのジャガイモの煮ころがLというものが自治基本条例の条文に取って代わるだけです

が､そういうイメージです｡一種のグループ学習の形態をとって､それで実際にモデル条例というもの

をつくりました｡

当初､モデル条例の素案をどう作っていくかという議論の最初に､例えば1人の専門の人がたたき台

を作るというやり方も考えられました｡前もって条文を全部一端つくって､会合の場で公表し､皆さん

どうですかという形でたたいてもらうというやり方も､可能性としてはありました｡

市町村での今までの普通の条例の場合は､大体事務局が条例のたたき台をつくって､用意して､それ

を委員会で皆さんに見せる｡その次は公聴会で見せるOみんな言いたい放題の意見をいって､合意が形

成されたか､されてないのかよく分からない状態のまま､議長預かり､委員長預かりという形態で引き

取って終わりというのが普通です｡

しかし､あえてそのワークショップに出す素材､たたき台のようなものはつくりませんでした｡つく

らずにまったくのゼロで､ゼロからそのグループ学習のほうに任せてしまうというやり方です｡ですか

ら､自治基本条例の素案といいますか､たたき台自体を､このワークショップでつくるという作業をや

りました｡これが､ワークショップでできたモデルの大きな特徴です｡

こういったワークショップの形態をとりますと､非常に粁余曲折があります｡実を言うと､私たちは

いろんな失敗をしました｡ワークショップ型でやることを最初に決めて､役割分担をしたことを､実を

言うと1回根底から大きく変えようとして､提案したこともあります｡その提案が通らなくて､また当

初計画されたやり方に戻ったりですとか､いろんな粁余曲折がありました｡これは非常に新しい試みで

したので､完全に計画どおりにスムーズにいったわけでもありません｡このような間違いを直したり､

それから軌道修正したりするのも､すべてワークショップでの合意のもとに行いました｡最初に計画し

たとおりに物事が順調に進んでいったわけではありませんが､最初は知らないもの同士が集まり､ワー

クショップの中で常に話し合いをし､価値を共有し合ってモデル条例をつくっていったということだけ

は言えると思います｡

最後になりますが､このワークショップでつくられたモデル自治基本条例素案の特徴を挙げておきた

いと思います｡

6ページに基本条例のモデル素案と書いてありますが､正確には､これはあくまで法律的な文章とい

うよりも､自治基本条例の基本的な考え方､どういう条文を載せたほうがいいという､考え方の文面で

す｡自治基本条例のモデル条例の､たたき台のようなものです｡そういった意味ととらえてくださった

ほうがいいと思います｡ですから､法律的な文章としては､非常に未熟な部分があると思います｡その

点をご了承ください｡

皆さんからのご意見も拝聴しつつ､来年度､ことしの4月からさらに法律的な､より法律的な文章へ

と変えていこうと思っています｡ですから､ここに初めてそのためのたたき台ができ上がったというこ

とです｡普通は行政なり議会なりの委員会ですと､このレベルか､それよりもっと完成度の高いものを
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たたき台として出すかもしれませんが､初めてたたき台がワークショップによってゼロからつくり出さ

れて､ここまで至ったということになります｡

その大きな特徴としましては何があるかと言いますと､まず､住民主権ということを非常に強調して

います｡住民主権の宣言というのは､多摩市の自治基本条例 (秦)におきましても､はかの自治基本条

例においても､一応の形であります｡｢私たちが主役です｣という言葉などでありますが､この自治基本

条例は特に自治体存立の基盤が住民にあるということを明確に打ち出しています｡

それから､2番目に､国際人権規約ですとか､国際的な自治や環境保護に関する規定ですとか､そう

いったものを念頭に置いた国際レベルの自治の水準､あるいは人権の水準を考慮して､基本的な考え方､

たたき台を出しているということです｡これは日本国憲法のみならず､最近では､様々なレベルで､自

治の世界的な憲章､条約ですとか､基本的人権に関する条約ができていますし､日本はこれをどんどん

批准していっていますので､ここの水準に合わせていこうということです｡

それから､第3番目に､沖縄の現状からくる住民と自治の権利ということです｡沖縄の現状を把握し

て､沖縄の現状からどうしても出てくるような自治の権利､住民の権利を明確化していこうということ

です｡

モデル条例素案の特徴を見ていただきたいのですが､まず最初に､｢平和的生存権｣｡これは簡単に言

えば､あるのだかないのだか分からない権利､日本の裁判所で具体性個別性がない権利ということで､

常に裁判基準にされていないんですが､｢平和的生存権｣を権利として明確に打ち出そうということで､

1節設けてあります｡

それから､｢環境権｣に関しましても､具体的･個別的な権利として､これは基本的に米軍の基地の中

にさえ立ち入って調査するような権利さえ考えました｡

それから､次の､｢基本的権利を守る権利｣Cこれは7ページにあります｡これは､玉野井芳郎先生の

沖縄自治憲章で ｢抵抗権｣として考えられていたところですが､基本的権利を守るために､｢基本的人権

を侵害するものが何であれ､議会と住民は自らが人権の砦となって住民を守らなければならない｣とい

う規定を設け､それを自治体の役割というふうに規定しました｡

それから､｢教育と学習の権利｣｡これも地域独自の文化を継承して守っていく権利として､明確にし

ています｡

それから､最後になりますがもう一つ､重要な権利として､現在､本土の他の自治体で自治基本条例

の中では実際に考えられていない権利としましては､｢対外関係を形づくる権利｣｡自治体の対外関係と

いうことで､10ページの一番下のほうにあるのですが､自治体が対外関係を構築する権利を持っている

ということです｡特徴的なのは3番目､｢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｣という文面にあります｡

これは､最初は ｢米軍基地に立入調査がある｣というような文言でしたが､住民の主権が､たとえ､

今､アメリカに基地を貸していようとも､住民の主権が自治体の地域内に及ぶのは当然じゃないかとい

う発想のもとに､こういう文言を設け､先の環境権あるいは平和的生存権と絡んで､住民の主権が自治

体の立ち入り調査権という具体的な形で基地の中にも及ぶのは当然ではないかという考えを打ち出して

います｡

それから､その下に､｢自治体は国際関係の主体であり､世界の平和と人類の全体の幸福に積極的に貢

献しなければなりません｡｣という文章をおきました｡自治体は自分たち住民を守るために､積極的に平

和外交を行っていく権利があるということです｡これを明言しました0
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こういった沖縄の実情からくる人権あるいは自治権の明確化ということを､この自治基本条例の大き

な特徴としています｡ちょっと話が長くなり､あちこち整理がうまくいかない部分もありましたが､自

治基本条例に関しましては､今のところこういうレベルの条例案たたき台となっております｡

それで､今後これをさらに皆さんのお力を借りてグレードアップしていきたいと考えています｡特に､

前文のほう､これは様々な自治体において最も自治体の特徴が出る､しかも最も自治の､私たちのまち

をどうしたいかという基本的な方向性が出る最も重要な部分というふうに言われています｡ですから､

今日はそこの部分に関して､会場のみなさまにさらなるお力をお借りしたいということで､このワーク

ショップを設定することになると思います｡

以上で､本研究会の研究経過報告と､それから提案されたモデル自治基本条例素案の特徴､これから

皆さんの議論を始めるにあたって､基本的な特徴を紹介いたしました0

どうもありがとうございます｡

(拍 手)

玉城デニー :(総合司会)

ありがとうございました｡

琉球大学助教授の島袋純より､これまでの経過をご報告させていただきました｡

さて､6ページからは自治基本条例のモデル素案がそれぞれ書いてございます｡これは考え方として

の文面ということで載せてありますが､そこに至る経緯については､2ページから5ページまで､沖縄

自治研究会の経緯というところで､みんなで実際に話し合ってきたことの経緯が載せらせておりますの

で､どうぞそちらのほうもご一読ください｡

補足の説明ありますか､島袋さん｡

それでは､ここまでのところで､とりあえず江上先生あるいは島袋先生にちょっと質問したいと､聞

いてみたいというふうなことがございましたら､しばらく 10分ほど質疑の時間にさせていただきたい

と思います｡

それでは､早速､真ん中のほうに､今､挙手をしていただいておりますので｡

申しわけございませんが,市町村とお名前をおっしゃってください｡よろしくお願いいたします0

質問者1:

那覇市の**といいます｡質問というより意見ですけれども､昨年の発足記念シンポジウムも､大変

関心があって出してもらいまして､僕の発言に対して､当時の基調講演をなさった辻山幸宣先生から､

沖縄に来て､本土の自治のいろんな問題とちょっと違うと｡どういうことか､簡単に言いましょう｡

民族主権がなくて､住民自治はないと｡重たい課題を背負ったと｡こういうふうにおっしゃいました｡

何でそういうことかといいますと､僕は沖縄問題を考えるときに､すべからく差別の問題がある｡日本

政府から､あるいはヤマトからの｡これをはねのける力を自分たちでつくらない限り､制度をいじくり

まわしたって､根本的な解決にはならないんじゃないかということがあります｡

それで､実は,日本という国は単一民族国家じゃないということを､アイヌの民族にもかわって､ウ
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チナ-ンチュが強く言っていかなければいけない｡こういう権利があるし､そういうことを今感じてお

ります｡

文化的に言っても､沖縄の文化は基層においてt渦 文文化なんであって､ヤマト文化じゃない｡だか

ら､単一民族国家となってくる天皇を中心にした日本の文化国家体制に､沖縄も組み込まれている｡こ

れは,拒否しなければいかん｡

多様な日本の民主主義､文化のありようを､この沖縄から主張していく｡そのために､自治もかなり

大変大事な問題だという認識をしておりますので､他府県と同じような､単に自治体で住民主体という

だけでは､沖縄は問題解決しないだろうと｡

僕が何でそういうことを言うかというと､長い間東京におりまして日本人やってましたけど､沖縄に

帰ってきて､人類館事件ということは沖縄の歴史を初めて勉強して､ふざけるんじゃないよと､こう思

った｡だから､あれ以来の､もっと遡るなら1609年の薩摩の侵攻以来､ヤマトから沖縄へ対する差別

は一貫して続いている｡基地の集中も､僕は差別行動だというふうに受け止めている｡たまたま状況的

に沖縄がいいから置いているということじゃない｡このへんの認識をウチナーンチュがちゃんと共有し

ない限り､自治を追及していくことは限界があるだろう｡そういう意味から､琉球諸島自治政府という

のは､この間も知事選で1人の知事候補がおっしゃっていましたけど､やっぱりそこに収赦されていく｡

さっき江上先生も言われた､比嘉幹郎先生も､そういうふうに復帰のときに言っておりますね｡

こういうことで､やっぱり地方主権という､分権と僕は違うと思う｡沖縄から主張していく｡こうい

う発想の転換が我々に必要だろうということを言っています｡

玉城デニー :(総合司会)

はい､ありがとうございます｡お時間の関係もございますので､ご意見途中ではございますが引き取

らせて下さい｡つまり､住民そのものというよりも､いわゆる民族としてこれまで沖縄が､琉球が培っ

てきたものと差別されてきたものというものを､いま一度掘り起こすべきであるという意見です｡先ほ

どの江上先生のお話の中にも､まさにその言葉がありましたとおりですが､島袋先生､そういうことへ

の議論も基本条例を考えるうえにおいてはつなげていくこともあるわけですか?

島袋純 :

今回､ここで報告したのは､沖縄の市町村レベルの､いわゆる ｢まちづくり基本条例｣と言われてい

るものを想定している自治基本条例素案です｡

今のような民族主権の理論､ようするに沖縄が主権をもつ人民に相当するのではないかという議論な

ど､それは沖縄の県レベルの自治基本条例､あるいは自治基本法を考えていく際には､ぜひとも必要に

なってくる議論だと思っております｡今後､来年度からは､県レベルの自治基本条例を研究していこう

ということを,今､相談をしていますので､その中では特に重要なテーマになっていくと思います｡民

族主権などの問題が省かれているのは､沖縄の基礎的自治体､市町村レベルを思い描いてつくった自治

基本条例であるということを念頭に置いていただければ､ご理解できるかと思います｡

玉城デニー :(総合司会)

ほかにご質問ございませんか｡時間が短いので､なるべく簡便に､どうぞ挙手をして,質問なさって
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ください｡

これまでの経過ですとか､あるいは今後のことについてでも結構ですし､素朴な疑問でももちろん構

いませんので､どうぞどなたかいらっしゃれば｡よろしくお願いします｡

ご自由にどうぞ｡別に民族の話ではなくてもいいと思いますので｡あっ二人手があがりました｡後ろ

の方もいらっしゃいますので､では順に前の方からどうぞ｡

質問者2:

私は県外の､東京から来ているのですけど､**と申します｡

モデル案を見せていただいて､すごく理想的な内容だと思うのですが､ここで想定している住民とい

うのは､住民票を持っている住民というのは当然入っていると思いますね｡それから､外国人登録をし

ている住民､それに限定されているのか､さらにもっと広いものを考えていらっしゃるのか｡つまり､

基本的人権､先ほど言われましたように､そうすると､かなり広くなるのではないでしょうか｡

島袋純 :

これは､実を言いますとかなり議論しました｡それで､仲地博先生には､特に ｢住民とは｣というテ

ーマで､一つ報告をしていただきまして学習しました.我々がここで ｢住民｣というときに､だれをも

って主権者の住民と規定するかということを､最後の最後まで議論しました｡それで､その住民の中に

は､例えば基地の中に､基地と言っても市町村の区域ですね｡市町村の中に住んでいるそのアメリカ兵

も入れるのかどうか､そういったことまで議論しました｡

基本的に､合意が得られたのは､住民というときには､なるべく広く考えようということです｡つま

り､どんなに狭くても国税調査で拾ってくるような､本当に住んでいる人ということを念頭に､広くと

らえたいということです｡したがって､例えば米兵､基地の中に住んでいる方々であっても､もし意見

を言いたいということであれば､住民としてまちづくりに参加する権利を保障しようということなどで

す｡

しかし､住民登録している人以外も広く考えよう､なるべく広く考えようという方向性だけを出して､

結局､細かく､例えば国税調査の対象で住民を規定するとか､そういった細かい規定を私たちの間でも

合意するということはできませんでした｡

方向性としては､住民というのは住んでいる人すべてということを定義していくことと､それから､

自治体が資格を与えるという発想ではなくて､住んでいる人みんなが最初から持っている資格を自治体

が安易に制限することを戒めるという発想を重視しました｡住民の資格を制限することに関しては､徹

底的に制限を気をつけてやろうということです｡

10ページの住民投票制度の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｡｣という形で､その各自治体で判断するしかないとは思う

んですが､選挙の実際の事務の費用の問題ですとか､いろんな問題ありますので｡

ただし､これは本当は住んでいる人みんなに権利があるのだけど､実際は合理的な理由で､何らかの

理由で制限しないといけないことになる｡その制限をできるだけ最小化しようという方向ですね｡それ

で､住民をどうにか規定しようという考えにしました｡

ですから､はっきり申し上げれば､｢住民｣の明確な規定は最後までできませんでしたが､できるだけ

住んでいるのに住民に入れないという制限を最小限にしていくという､逆転の発想で住民を規定してい
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こうという方向に話はまとまっています｡

玉城デニー :(総合司会)

今度は､後ろのほうに､先ほど手を挙げられた方ですね｡

質問者3:

浦添に住んでいます**といいます｡先週末と月曜日､那覇市のほうの主催で､NPOの草分け的存

在である瀬古-穂さんがいらっしゃいまして､この人は地方制度調査会のほうにもメンバーとして入ら

れておりますね｡そこで聞きました､住民と行政の関係というのが､非常に心を打ちまして､その人が

おっしゃることは､住民が公共の株主であると｡行政に委託しているだけであると｡行政はしたがって､

受託したから遂行責任､結果責任を持つものであるというふうな､行政と住民との関係というものを非

常にはっきりとらえているんです｡

この基本条例というものも､モデルも､そういう新しい度合いからつくっていければいいなと｡ちょ

うどタイミング的にも､非常にこれが合っているんじゃないかなと｡

ちょっと僕は聞き漏らしたかもしれないんですが､そのへんで住民と行政との関係は､どういう観点

からこのモデルづくり何かはなされたんでしょうか｡

島袋純 :

言葉を換えて言えば､ようするに､｢住民は自治体の株主｣､もっと端的な言葉で言いあらわせば､｢自

治体のオーナーは住民である｣という発想だと思います｡その発想は基本的に私たちも共有しています｡

これは明確に意識化しました｡

ですから､前文のほうにもこのことは書いています｡｢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｡｣

ここでは､｢主役｣という言葉を使っているんですが､重要なのは次ですね｡｢わたしたち住民は､住

民の総意として､総意に基づいて自治体が存在する････｣というとことです｡そして ｢自治体の主

権者として､私たちが自治体の最高法規である自治基本条例を制定します｣という宣言をしているわけ

です｡ですから､これは住民による自治体のオーナーとしての宣言という解釈でいいと思います.

それから､具体的に､特にこれが議題になったのは､評価の項目のときです｡政策評価に関しまして､

これは ｢まちづくりに関わる仕事の評価｣ということになったんですが､評価は何のためにあるのかが

まず議論されました｡自治体は､普通､企業がモニターシステムの消費者と､消費者モニターを使う､

その程度で自治体の住民をモニターとして使って､政策評価させるというレベルではなくて､住民はオ

ーナーですので､オーナーに経営情報を提供するという意味からも､当然にオーナーが経営を評価して､

次の判断をするわけです｡そのためにも､政策評価は充実したものでなければならないだろうという､

具体的な議論をしました｡

それから､もっと構造的な問題を言いますと､住民主権､住民総意というものが出てきますが､住民

は主権者であり､自治は住民の総意に基づいて行われなければならない､総意を具体化する､日常的に

具体化する機関として､議会を設定しているという構造になっています｡つまり､住民が自治体の株主 ･

オーナーであり､それからそのオーナーの総意に基づいて､自治体が存在し､それから､自治が行われ

ると｡そういう発想が､この自治基本条例のモデルの中には組み込まれていると考えて差し支えないと
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思います｡

玉城デニー :(総合司会)

というふうに､一つ一つその文章を追っていただきますと､いろいろと聞きたいことも出てくるかと

思いますが､あくまでもきょうは､自治基本条例のモデル､素案ですね｡ここまで私たちがいろいろと

議論をし､ワークショップを重ねる中でつくり上げてきた､そのモデル条例を皆様にご報告させていた

だいています｡

さて､このモデル素案の一番後ろのページなんですが､後ろの1枚に､この後､ワークショップでつ

くる予定になっている前文ですね｡例えば､憲法の前文､自治基本条例の前文､それぞれがその国づく

り､あるいはまちづくりの理念や方向性が記されている､その前文をこの後のワークショップで､皆さ

んで､わいわいとつくっていきたいのですが｡参考までに北海道ニセコ町の ｢まちづくり基本条例｣､兵

庫県生野町の ｢まちづくり基本条例｣の前文を載せてございます｡

ですが､この前文も短い長いということではなく､その前文に住民として織り込みたい希望､私たち

がこれからつくっていきたいまちの希望と､そして､そのために私たちは何をせねばいけないのか､住

民がオーナーとして何をしなくてはいけないのかというようなことも含めて､その前文の中に理念を織

り込んでいこうということで､この後､ワークショップでは､実際に皆さんにその前文づくりに関わっ

ていただきたいと思います｡

ということで､質疑応答は時間的に､この時間でよろしいですね｡

島袋さん､どうもありがとうございました｡

島袋純 :

どうもありがとうございました｡

( 拍 手 )

玉城デニー :(総合司会)

貴重なご意見､それからご質問いただき､ありがとうございました｡

なお､この自治基本条例づくり､ワークショップ等々は､原則としてホームページで掲載しておりま

す｡情報を公開しております｡ですから､お寄せいただいたご意見ですとか､それから答えさせていた

だいた今の先生の発言なども､ホームページでしっかりと広く皆さんに公開しようと､そういうことも

全部前向きに情報公開していこうという形になっております｡

なお､そのホームページは､この基本条例モデル素案の一番後ろ､先はどの前文の載っておりますそ

の一番後ろに､沖縄自治研究会のホームページのアドレスも併せて載っておりますので､どうぞ皆様に

も覗いていただきたいと思います｡

さて､ここからはしばらく会場のセッティングも含めてのワークショップですが､ただ人数の組み合

わせがございます｡大体5人～6人ぐらいの1グループになっていただかないといけないので､参加で

きる方､とりあえずどのぐらいいらっしゃるか､手を挙げていただいてよろしいですか｡それによって

大体どのぐらいつくろうかなというのがあると思いますので｡

ワークショップまで参加していただける方-･.･｡

(挙手する者あり)
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大体3分の1から､半分までいらっしゃいますか､3分の1ぐらいですか､はい､分かりました｡あ

りがとうございます｡

それでは､もしお時間がなく､帰られる方は､アンケート用紙に書き込んでいただいて､どうぞ受付

のほうにお出しください｡よろしくお願いします｡

それから､ワークショップに入る前に､大体こんなふうにしてやってますよというビデオも1回見て

いただいて､それからワークショップの具体的な方法､イモの煮っころがしをつくっていくやり方を先

生に教えていただきながら､みんなで煮っころがしをつくって､味見ができればいいなと思っておりま

すので､どうぞ気軽にご参加ください｡

それでは､申しわけございません､席の入れ替え等々ございますので､一度荷物を持っていただいて､

後ろの壁ぎわのほうに置いて､しばらくは会場のセッティングのために､トイレタイム､お茶の時間に

したいと思います｡とりあえず荷物は全部お持ちください｡よろしくお願いいたします｡

それでは､自治研究会のメンバー､どうぞ椅子のセッティングをよろしくお願いいたします｡5分ほ

どお時間を頂戴いたします｡よろしくお願いいたします｡

(休 憩 )

玉城デニー :(総合司会)

セッティングができましたので､あとでグループ分けしますが､どうぞ仮に､前のほうから詰めて座

っていてください｡実は､この後ビデオでこういう感じでやっているんですよというのを見ていただき

ますので｡グループ分けから､後ほど､ユニークな方法でグループ分けをいたします｡そのグループ分

けから､お芋の煮っころがしをユニークにつくっていこうという､そういう形になると思いますので､

とりあえずはなるべく前のほうから詰めて座ってください｡どこの席でも結構ですから､とりあえず座

ってください｡

3､ワークショップ (自治基本条例の前文について)

① ビデオを見ながら､ワークショップの概要説明

玉城デニー :

それでは､予定を15分､20分はどオーバーしていますが､これからパート2です｡

皆んなで考えてみようということで､｢これからのまちづくりの前文案｣をつくっていただく前に､沖縄

自治研究会がだいたいこういう感じで､ワークショップをやっているのですよということで､その一例

としてVTRをご覧いただきたいと思います｡それでは､前城さん､よろしくお願いします｡

(映像を見ながら)皆んななんとなくカメラを意識しているような雰囲気です｡自由に発言をしてい

る場面ですね｡自己紹介のときにはじめに市町村や名前を言って､自分は､どこどこの誰々ですと言い

ます｡これはカメラ笑顔ですね｡これもカメラ笑顔ですね｡こうやって､和気あいあいとですね､本当

に､みんなで意見交換しながら､自分の意見を条文に盛り込んでいくという､そういう具体的な作業を

34



します｡この教室が生涯学習センター､私たちが使わせていただいている琉球大学の教室ですね｡この

目は､｢抵抗権｣｢平和的生存権｣｢環境権｣について､それぞれのグループに分かれて､いろいろな意見

を交換しながら､ポストイットという紙､小さな紙がそうですね｡自分が考えたことをまずは書いて貼

っていって､そこで､それをどういうふうに分けていくのかという､具体的な話し合いを､それぞれの

グループでやっています｡自分の意見ですから､何を書いてもいいですよ｡言葉にならない人は､絵で

書いても､もちろんかまわないわけです｡

そうやって出てきた声を､グループの意見として模造紙に貼り付けていってそれから文章にしていき

ます｡全体的な､流れの考え方として､これはこことつながる､ここがあって､こことここに至る､と

いうそういう流れを､自分達のグループの中で､整理をいたしますO

全体の進行役を勤めるのは､ファシリティタと言って､そのグループの進行係です｡それに､記録補

助の係がついて作業がスムーズにいくような形でやります｡この映像は､この文章にいたった経緯です

ね､皆さんからでた意見を､これはこうじゃないか､こうじゃないかということを､また皆んなでまと

めるわけですね｡書いてみるわけです｡時 漢々字を書くのを忘れていると皆で教えあって｡というとこ

ろで映像が終わってしまいました｡こういう按配でですね､それぞれポストイットに書き込んでいただ

いて､模造紙に貼っていってお互いに､これは自分としてはこう思う,こういうつもりでこの文章を書

いたと､いうふうなことで､みんなで忌博のない意見をどんどん書き込んでいくわけです｡それを､全

体のグループで討議をする時間､それから､全体でまとめる時間､それを発表する時間と分け､さらに

今度はフロアーから意見を聞きながら､いろんな文言を書いたり､削ったり､考え方を集約したりして､

それを皆さんに見ていただいています｡素案という形で､ここまで作ってきたのですね｡こういうプロ

セスを経てみんなで話し合って､みんなで折りこんで作ってきた条例案なわけです｡

さて､ここからはですね､この条例案の前文を今のような形で､みんなで実際につくってみようと､

いうことで､実はその専門家がいらっしゃいます｡私たちも､この人なしでは､自治基本条例ワークシ

ョップ後期は､なかったであろうというすぼらしいこの方でございます｡沖絶県社会福祉協議会主事及

び沖縄市市民の比嘉穂乃さんです｡ここからは､穂乃さんが進行役､私はサポート役ということにさせ

ていただきたいと思います｡比嘉さんです､大きな拍手を是非お願いいたします｡

② ワークショップを休漁する

比嘉穂乃 :

それでは皆さん､こんにちは｡これからワークショップに入るわけなんですが､島袋純さんがですね､

説明すると､小学校の家庭科の時間ということでした｡私､はっと?させられてしまったのですけれど

も､お芋のにっころがしじゃありませんが､今日は前文をつくるということで､進めさせていただきた

いと思います｡それで､これからちょっと説明しましょうね｡

玉城デニー :

はい､お願いします｡あ､ボードね｡いきなりどこに行くのかと思いましたが｡
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比嘉穂乃 :

さて､家庭科の時間ということですが､本日のレシピ､いきたいと思います｡まず､今日､皆さんに

必要なものはですね､｢私自身｣ということで､それぞれお一人お一人の参加が､まず必要です｡そして､

皆さんが持っている ｢想い｣｡想いを今回､この場に出していただくということです｡それは､何かとい

うと､これまで感じてきたこと､気づいたこと､そういった想いをたくさん書いてください｡そしてそ

の中に入っている､｢知識｣や ｢知恵｣ですね｡それぞれがこれまでの経験や体験で培った知識や智恵を

持ち寄ってつくっていただきたいと思います｡

これまでワークショップの参加したことがある方､いらっしゃいますか｡

玉城デニー :

参加したことがある方｡(挙手)結構､半分くらいいらっしゃいますね｡

比嘉租乃 :

まだ､もしかしたら､参加したことがない方もいらっしゃると思いますので､簡単に､ワークショッ

プについて説明を｡ワークというのは､仕事とか､作業するという意味があります､もともと｡ショッ

プ､場所とか､工房とかいう意味があります｡今回､この場で使われるワークショップというのは､あ

るテーマに基づいて､参加するおひとりお一人が協働して作業する場､のことをワークショップという

ふうに使っています｡ですから､今回の形態がワークショップの全てではなくて､いろいろテーマに応

じて､やり方や参加の仕方が変わってきますが､ここで言えることは､作業する場でありますから､参

加するおひとりお一人が主体的に関わっていただくことが重要になります｡それで今回､ワークショッ

プをする上でのルールがありますから､ルール説明をします｡

それぞれの想い､知識や知恵をこの場に携えて参加していただきますけれども､一番､大切なのは､

｢肩書きとか､立場を捨てる｣｡どうもですね､最近よく住民参加とか､住民主体とか言われるのですが､

なかなか一同に集まったときに､どうしてもそれなりの肩書きでしゃべらないといけないという状況､

多いのですよね｡私も､いろいろなまちづくりのワークショップの場に参加するときに､どうしても役

場の職員は､役場の職員として､発言しなきゃいけないとか｡今日もね､議員さんとかいっぱい参加さ

れていますけれども､普段それをこう背負って仕事されているわけですから､いろいろな場に出るとき

に､役割や肩書きをどうしても意識される｡学校の先生とかもそうなのですよね｡いろいろ多分あると

思いますが､今日は､それを全部捨てて､個として参加してください｡それが一点目です｡そして､2

点目､まだですね､雰囲気硬いのですけれども､｢リラックス｣してくださいね｡あのテーマが ｢これか

らのまちづくり｣なのですが､自治研究会､研究会の名前自体が硬いですよね｡参加者の顔みてもそう

ですけれども､私もですね,最初に参加したときにですね､大丈夫かな､この人たちと思ってました｡

私みたいな人が入って大丈夫かしらとか思って､参加したのですが､これから場をつくっていきますが､

リラックスして､参加していただきたいなあと思います｡そして､3点目､｢積極的に楽しんでください｣｡

自治研の先ほどビデオをご覧になっていただきましたが､皆さんすごくリラックスして､楽しそうに､

参加してまSたね｡もちろんテーマによってはですね､楽しいでばかりもいられないのですが､まず､

住民主体とか､住民参加とかいった場合にですね､楽しくないとですね､なかなか他の人よってこない

のですよ｡難しいことばかり､話しているとですね｡また､このまちづくりの自治基本条例ということ､

いろんな人たちの参加によって作られなくてはいけないというのがありまして｡今日は､とりあえず楽
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しんで見ましょうねということですね､3点目｡そして､4点目ですね､想っていること､感じたこと､

今日はどんどん ｢伝えて｣ください｡お話をするということですね｡そしてそのためには､｢聴く｣｡耳

に､心を傾けるほうの聴くですね｡いろんな場でそうなのですが､発言する人が､発言して､聞く人は

聞きっぱなしとかいう状況があると思いますが､今日は話す人がいて､ちゃんと聴く人がいるというこ

とをしていただきたいと思います｡そして､最後なのですが､皆さんこのグループのスタイルを見て､

ご覧になって気付いたと思いますが､今日はグループで作業をしていただきたいと思いますので､｢協力

する｣という6つですね｡このルールを皆さんも念頭に置いて､お芋のにっころがしならぬ ｢前文｣を

つくっていただきたいと思います｡

今日はねらいが2つあります｡要項にもあったと思いますが､一つは､これまで沖縄自治研究会のほ

うでつくった素案がございます｡先ほど､説明がありました､2ページから､ございましたね｡これを

ですね､より充実した素案となるように､今日参加している皆さんから､いろいろなアイデアをもらう

というのがひとつです｡参加したお一人お一人から､意見をもらうということで､より充実した素案に

したいということが 1点目｡そして2点目は､今回この場の関わりを通して､住民主体とは何なのか､

ということを考えるきっかけになればいいなあと思っております｡

こういう一つ一つのプロセスが住民参加なのだということがですね､是非､皆さんに感じていられるよ

うな場になればいいなあ､と思ってます｡1時間30分くらいですかね､お付き合いのほうをよろしくお

願いします｡大丈夫ですか?まだまだ硬いですね｡

じゃ､この場を少しほぐしたいと思いますので､グループ分けの意味も込めてですね､アイス ･ブレ

イクをします｡

(アイス ･ブレイクについては､10月19日会議録参照)

比嘉抵乃 :

それで､前文作るというとちょっと難しいと感じるでしょうが､私たちのまちはということで､こん

なふうになりたい､もしくはこんなことを目指したい｡目指しているという感じのフレーズをつくって

いただきたいと思います､ポストイットに｡私たちのまちはこんなふうになりたい｡例えば､私たちの

まちは､平和を目指しているとか､私たちのまちは､人にやさしいまちを目指しているとか､なんでも

良いです｡ここにですね､こんなふうになりたい､こんなふうなことを目指しているのだという､こう

いった単純な文章か､もしくはキーワードでも構いません｡それは皆さん､それぞれアイデアをいただ

きたいと思います｡

玉城デニー :

元気とか､平和とか､連想的なキーワードでもかまわないですね?

比嘉稔乃 :

キーワードでも構わないです｡このポストイットにですね､まず書いていただきたいと思います｡わ

たしたちのまちは､まあ､私たちというのは､この辺を目指しているというような､この辺を変えても､

全然かまわないです｡いわゆるこういう形で､つくっていただきたいというのが､1つ｡で､もう一つ

は､そのためにという文章｡そのために私たちは､こんなことをする､という文章､2つをつくってい
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ただきたいと思います｡まず一つは､私たちのまちはこんなふうになりたいとか､私たちのまちは､こ

んなことを目指しているというのが､一つ｡で､そのために私たちは､こんなことをする｡つまり､平

和なまちを目指すために､私たち一人ひとりが､何をしなければならないかOこう例えば一人ひとりの

人権を大切にするとか､一人ひとりの生き方を尊重するとか､これをするために､私たち自身がしなけ

ればならないこと｡これ2つをセットにですね､考えていただきたいと思います｡

そのためにですね､まず､ポストイットにそれぞれ記入していってください｡各自ですね｡1枚に一

つの項目を､書いていただきたいと思います｡つまり､この文章を一つ作って､この文章を一つ作る｡

説明大丈夫ですか｡もし分からなかったら､質問のほうお願いします｡はい｡

参加者 1:

一人､何点でもかまわないのですか｡

比嘉穂乃 :

何点でもかまいません｡今日はですね､充実した素案となるために､皆さんから､アイデアと意見を

もらうというのがねらいなので､いっぱいいっぱいアイデアとか､意見とかをいただきたいと思います｡

よろしいでしょうか｡

玉城デニー :

途中でですね､もし分からないこと､質問などありましたら､手をあげて下さい｡質問を聞いて､皆

さんに対して答えるといいますか､進行で疑問があれば､そのつど､穂乃さんに答えていただきます｡

もうなんでも良いから､分からなくてとまるよりも､聞いて進めてください｡気軽に｡

比嘉能乃 :

よろしいでしょうか｡じゃまずは少し､文章でも､キーワードでもよろしいです｡書く時間を3分く

らいですね､きりましょうか｡3分くらい､静かに､黙ってですね､ちょっと､ご自分の思いを､この

ポストイットに載せていただきたいと思います｡特にですね､書くのが苦手な人がいたらですね､グル

ープの中でおっしゃってくださいね｡

比嘉稔乃 :

では､手も半分くらいとまったような感じもします｡まだまだ､考えが､想いがどんどん出てきてね,

書いている方もいらっしゃると思いますが､ちょっと次の作業の説明をさせていただきたいと思います｡

これからグループの皆さんで､私は､こんなふうに思ったのだよということをですね､共有する場を持

ちたいと思います｡グループの皆さんでですね｡で､一人づつが､その私は､こういうこと思いました

とかいうことを発表して､報告していただきますが､時間があと20分くらいしかないので､その合間

にですね､それぞれどういうふうな意見アイデアがあるのかということを､共有していただきます｡そ

れをちょっとスムーズに進めるために､どなたか自分の書いた紙を1枚読んでください｡読んでいただ

いて､それと同じようなことを書いたという人がいたら､私も実は､こういうことを書いたのよ｡私は､
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こういうようなことを書いたのよ､とですね､できれば同じようなことを書いた人から､その次に読ん

でいってください｡

玉城デニー :

模造紙が配られていますね｡それを例えば､どなたか一人が ｢私は､こういうふうな町にしたいです｣

ということで､ポストイットを書きました｡それに､ほぼ同じような意見なら､私も同じですと並べて

貼ります｡じゃ今度は平和について書きました｡｢平和なまちにしたい｣そしてまた誰かが ｢私も平和な

まちにしたいと思います｣というようにキーワードがいっしょになった人が､並べて貼り付けていく､

というふうに進めてください｡

比嘉租乃 :

貼り付けていくというよりも､読み上げていくということ｡私も､こんなふうに書きました｡とりあ

えず､書いたこと､想いをちゃんと読むということが大切なので､貼ったりと､いうよりは｡読み上げ

て､模造紙にそのまま置いていって､貼っていってください｡この作業をですね､大体､5時まで､押

しますが､5時までお願いしたいと思います｡それでは､お願いします｡

玉城デニー :(総合司会)

どんどん､意見を聞いて､書き足していってくださいね0人の話を聞いていると､自分の意見もどん

どん出てくるはずですから｡もう終わったグループがいる?まだ足りない?もっと書こう｡はい､どん

どん書き足して､いいですよ｡私たちのまちは､そばのおいしいまちになりたい｡そのためには､みん

なでそば粉をつくろう｡麦を､ひいて､農業を振興しよう｡どんな意見でも書いて下さい｡

玉城デニー :(総合司会)

さて､どんどん話が進んでいるのですが､穂乃さん､そちらの席のはうからはどういう話がでたの?

比嘉租乃 :

今ですね､もうすでに意見が出終わったところは､これをまとめていいのかというご意見がでたので

すね｡先ほど言ったように今日の狙いは､参加者よりいろいろなご意見やアイデアをもらうということ

ですので､これは是非､私たち持ち帰らせていただきますが､それが整理されていると非常に､見やす

いなというお話をしておりました｡一枚一枚､見るよりは､皆さんでいろんなこんな似たようなことを

言ってますよという感じでまとめたりだとか､それに､見出しなんかつけてもらえるとですね､非常に

みやすいですね｡

玉城デニー :(総合司会)

例えば､それぞれのシマをペンで囲ってつくって､で､ここは平和について書かれているシマだから､

｢平和｣というタイトルをつけるとか､それぞれのシマをつくってまとめてもらえるとありがたいです

ね｡
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比嘉穂乃 :

マジックやテープを使ってやったら､まとめやすいかと｡後ですね､是非､自治研がまとめた素案の

中には､出ていないキーワードとか､大切な部分とかあったら､それはもう二重丸とか､花丸きとかつ

けて､これは是非是非加えてくれとか､あればいいですよね｡

玉城デニー :(総合司会)

是非､これl調色対入れたいのは､個人的に花丸をつけてくださいね｡ある程度､シマでまとめていた

だいて､まとまった時点で､線で困っていただいてもいいですよ｡是非､タイトルをつけてくださいね｡

｢夢あるまち｣とかね､｢未来への子作り｣とかね｡｢人材つくり｣とかね｡

さて､みなさんに､ちょっとはかりたいのですが､今日は自治研のワークショップは､5時までの予

定なのですが､折角今､皆さんがまとめていますので､このまとめは､是非､沖縄自治研究会が持ち帰

って､前文ををつくるために反映させていただきたいと考えていますので､それを各グループで､だい

たい5時15分くらいまで､いかがでしょうか｡15分だけ延長ということでのお時間をいただきたいの

ですが､よろしいでしょうか｡

比嘉穂乃 :

ではなくてですね､全体で､どのような話し合いがされたか､共有の場をもちたいのですが､よろし

いでしょうか｡つまり､うちのグループでこういう話がでましたということを､みなさんの場で共有す

る場､を持ちたいと思います｡はじめ5時までのお約束でしたが､10分くらい延長してよろしいでしょ

うか｡もし､ご予定のある方は､5時になりましたら､お帰りになっても構わないのですが,もしよろ

しければ､お付き合いください｡

比嘉稔乃 :

それでは後3分くらいでまとめていただいて､発表をいただきたいと思います｡うちは､是非発表し

たいというところ､発表者を決めて発表につなげていただきたいと思います｡

比嘉穂乃 :

はい､それでは､そろそろ時間になりましたので､手をはやめていただいて､発表の時間に､う･つ･

り･た･い､なあ､とね? デニーさん｡

玉城デニー :(総合司会)

そうですねえ､穂乃さん｡そろそろいろんな意見が出たと思いますが､最終まとめということで､報

告をお願いいたします｡

比嘉敏乃 :

それではですね､-グループ2分以内でやりたいのですね｡タイムキーパーをですね､置いときまし

ょう｡ここにおられますのでね｡
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全体gループ発表

玉城デニー :(総合司会)

それでは､こちらの ｢沖絶スバグループ｣お願いします｡それから会場の皆さんは発表のときは､で

きるだけ発表する方へ注目してください｡

沖縄すぼグループのファシリティータ :

私たちは､｢沖縄すぼグループ｣です｡皆さん､ちぬぐちゅのちぬぐちは､いくつですか｡分からない

人が沢山いらっしゃると思いますけど､69です｡こういうふうにウチナワロで､ちゃんと数は､昔は､

数えていたわけです｡で､このこういうふうにちゃんと､地元の言葉を知る｡で､歴史を知るというこ

とは､まちづくりにも大変､大切なことだと思います｡私たちは､そのために､文化 ･平和 ･福祉 ･自

然という4項目をあげました｡まちづくりには､この4項目が大切だと､考えています｡少し､読み上

げます｡自然､例えば､わたしたちの村は､虫にも､鳥にも､野良猫にも､木も草も､共生するまちで

す､とあります｡いっしょに暮らしているのは､人間だけではありません｡野良猫も､大事にしましょ

う｡で､そのためには､例えば､自然と触れ合う事業所 ･学校で増やしてほしいですとか｡後､道にゴ

ミを捨てないですとか｡ゴミは､タバコの吸殻とか､タンを吐くというの､(テープ交換)

という意見がでました｡で､そのためには､例えば､ゆとりのある学校教育をします｡それから､お

年寄りや子どもさんに､やさしいまちづくりにします｡というものがあります｡平和は､やっぱり､基

地問題がでました｡じゃ､基地問題に対して､私たちがそういう不条理とは､闘うむらにします｡それ

から､おかしなことは､やはり話し合いを大切にしたいという意見がでました｡文化は､私たちの伝統

文化､それを誇りにして､そのためには､何があるか｡沢山でました､この文化から､自分達の特産を

大切にしたい､これを産業にしたい｡本物の三線の購入者には､村が補助金を出すというアイデアも出

ています｡それから､紅型や焼き物を､もっと活性化させるために､もっと値段安くしてはしい､一般

価格にしてはしいという意見も出ています｡小学校の授業を､方言でやってほしい､というのもありま

した｡こういうのが､私たちの出したまちづくりの全文の前文です｡ありがとうございました｡(拍手)

玉城デニー :(総合司会)

沖縄すぼグループでした｡ありがとうございました｡
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足てびちグループ･ファシリティタ :

足てびちグループ｡足てびちグループは､あそこにいますので､はじめさせていただきます｡自分達

は最初に､大切なものを紹介しあった時に､家族とか､ペットとか､自然環境とかですね､わりとこの

大きなイメージが､多かったものですから､そういう先はどの具体性があるものと比べると､崇高な感

じになったのですが､でも大事なことかなあと思っています｡で､やはり一番､多かったのはですね､

自然を大切に環境を考えたような､まちにしていきたいということで､中ではですね､景観のこともあ

るし､環境保全もあるし､その消費とかですね､後そのリサイクルとか､持続可能なモデルが出てくる

まちにしたいとか､花がいっぱいのまちにしたいとか､そういうのが大きかったです｡あと､これは､

参加者の考えもあるのでしょうけれども､住民が主人公になれるまち｡これは､意見がですね､ちゃん

と表明できると｡同時に､参加するということを､かなり多くの方が言っておられます｡それから､一

票ですけれど､やはり､伝統も忘れてはいけませんねということも､いわれております｡それから､こ

この2つは通い合うものがあると思うのですが､全ての人を大切にするまちと心を通い合うまちという

のは,住民一人一人ですね､知り合っていて､それの一人一人､意見の心通いあうまちにしたい｡と､

トウタルにですね､格調高い前文になると思いますけれども､全ての人と､自然を大切にするまちにし

たいということになりました｡よろしいでしょうか｡(拍手)
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･ファシリティータ:

東京から来て､ここまでやるようになるとは､思っていなかったのですが､やはり一番､中心であっ

たのは､住民が主人公であるということですね｡それとやはり､平和､人権の問題､それから環境の問

題､歴史文化の問題､後､まちとしての産業の問題｡今､失業をしている方も､多くいらっしゃるから､

やはり､まちの産業興しをやって､皆がちゃんと働けるまちにしたいという意見が出てきます｡で､そ

のためにどうしていくか､やっぱり､平和を守るようにしないといけない｡それから､一人一人の自覚

で､ゴミを減らしていかないといけない｡それから､まちづくりに､ちゃんと意見を言うことが必要だ｡

それから､子ども達のために､教育に力を入れることによって､子ども達の力を､エンパワーすること

で､意見を言える状況をつくるということです｡それと､人権を守るためには､住民の人権だけでなく

て､そのまちの中に一歩でも足を踏み込んだ人も､人権はちゃんと守れるような､まちづくりをしたい

と｡いうことが出てきています｡これは､僕､個人的なことを書いた､思い出を書いたのですが､その

十月にドイツに行ったのですが､路面電車を見て､お年寄りや子どもがすんなりのれるのを､見たので

すが､沖縄はすごく車が､発達していますが､お年寄りや子どもが､移動する自由というのは､保障し

ないといけないと思いますが､で､路面電車をつくったら､どうかなと思いました｡以上です｡

( 拍 手 )



ソーキそばグループ･ファシリティータ :

このメンバーから､そばだったら､ソーキが一番だよ､といわれたのでこうしました｡私たちのグル

ープでは､住民主権 ･文化 ･伝統を､平和 ･自然 ･教育と､4つグループができて､まあ､皆でも話を

していたのですけれども､この4つを実現させるためには､どうしたらいいのかというのは､全部､こ

ういうように､一つにまとまりました｡学生が､私と彼､2人いて､そうですね｡せっかく､マイクを､

マイクをいただいたので､私が､出した意見が､行動力のあるまちにしたいなという話をしていて､若

い人は､パワーを持っているけど､何をしたらよいのか分からない｡でも､その30代､40代の方とい

うのは､どういうふうにやったらいいのだよ､ということを､知ってる方がほとんどだと思うのですね｡

だから､そういう若い人と､そういう先輩と､交流する場があったら､こうどうなっている､ああだよ

というまちになるのではないかなあ､という話を､しました｡で､他には､どういう意見を出したかと

いうことを､ちょっと､マイクわたします｡

ソーキそばグループ･メンバー :

自分が､思ったことをただ書いただけなのですが､川がきれいなまちだとか､公園があってにぎやか

なまちだとか｡ただ､自分の気持ちで書いたので｡以上です｡(拍手)
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チームゴーヤ ･ファシリティータ:

皆さん､こんにちは､チームゴーヤ｡ですゴーヤチーム､最初は､1番目か2番目に大きいグループ

だったのですが､5人になってしまいました｡その5人で出した結果が､これです｡まず､平和なまち｡

平和なまちというのは､もう自治研究会の前文にもあったのですが､でも､その中に､視点として､足

りなかったのが､あの戦争を反省しなければいけないのではないか｡反省をした上で､その平和の心を

発信していく､そういったまちにしていきたいと思いました｡次に､自然ですね｡ほとんどのグループ

が話したことなのですが､自然は守って､次世代につなげていきたいと｡歴史 ･伝統 ･文化､それを大

切にしていきたい｡で､僕も方言をしゃべれない一人なのですけれども､学校では､英語ではなくて､

方言を｡ギターではなくて､三線を教えていくような､そういったプログラムをやっていいのではない

かなと思っています｡次に､福祉というものも､ありました｡やはり､健康に過ごしていきたいと｡お

じい､おばあが元気なまちにしていきたい｡そのために皆が助け合って､楽しいまちにしていくし､み

んなが気軽に､声をかけていくまちにしていきたい｡で､まちに住んでいる人だけでなくて､訪れる人

がですね､やあ､やあ､どこから来たのと､声をかけてですね､そう言った人たちも大切にしていきた

いと思っています｡で､いろんなことをやっていきたいという発言はいっぱいあったのですが､僕達は､

お金のかからないまちということもキーワードとして今､持っています｡やることも大切だと思います

が､やらないことも大切だと思います｡冷静に判断してですね､やらないことはやらない､無駄なこと

はしないようにしていきましょう｡

次に､ここは一番でなかったのですが､まず平等､みんな平等で個人を尊重しましょうとでました｡

したら､そしたら､そうするためにどうするのかと言いますと､皆で情報を共有しましょう｡自由な意

見､活発に言えるようにしましょうといったのですね｡そうするためにどうしたのかというと､一人一

人が明確な意思を持ちましょうですとか､ちゃんとダメなことは､ノーと言いましょう｡で､そのため

には､ちゃんと行動していきましょう｡だから､住民は主役ですということで､私たち､チームゴーヤ

は､締めくくりました｡終わります｡ありがとうございました｡
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トーフチャンプルー ･ファシリティタ:

チーム ･トーフチャンプルー紹介します｡私は､食べ物は､基本的に好き嫌いないのですが､たまた

まTさんが大きな声で言ったものですから､そこについていきました｡それでは紹介します｡私たちは､

こういうまちづくりをしたいと言うのは､まず始めにですね､市民がオーナーとして､参加するまちに

なりたいということであります｡今までは､行政が主にして､いろんな施策を市民にしてきたものを､

やはり共通してですね､｢緒に､作り上げていこうということであります｡そして､明るく住みやすい

まち､これはちょっと抽象的ですけれども､美しいこころとか､私たちのまちは､安心して豊かに住め

るまちにしたい｡私たちは､明るく､元気なまちにしたいということがあります｡そして､支えあう心

の共有としましてですね､やはり基本的に､いろいろな制度も大切なのですが､やはり制度を運用する

のは､その一人一人の心なのですね｡そういう意味で支えあう心ということを書きました｡その中に､

心のふれあいとか､支えあう心とか､あるいは､励ましあうまちづくりというのを､入れてあります｡

そして､もう一つ､個人の尊重と自立ということで､基本的な人権を保障する｡そして､個人の自立を

はかる｡そして､あらゆる人の立場の意見を尊重するですね｡いろんな人の意見を尊重しながら､やっ

ていこうということであります｡その結果として､どういうふうにやるのかということでありますけれ

ども､そのために住民 ･行政 ･事業者が協働として､まちづくりを推進する｡はたらく喜びを共有でき

るまちづくりを目指す｡そして､市民と行政と議会の協働ということで､市民の場で常に話し合える場

をもうけるということになっております｡私たちのグループは､以上でございます｡
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ナ-ベ-ラーウルシー ･ファシリティータ :

皆さん､こんにちは､チーム ･ナ-ベ-ラーウルシーの､発表をしたいと思います｡まず､私たちの

まちはこういったまちにしたいということで､始めにでた意見が基地のない､平和､安心して暮らせる

まちにしたいという意見と､それと元気で､活発なまちにしたい｡それと自然環境､緑の多いまちにし

たい｡という住民の意思や声が､弱者が生きやすいな声も反映できるようなまちにしたい｡後は､とな

りまちの文化や国際交流の盛んなまちにしたい｡他との平和共存が､はかられるまちにしたいという意

見がありました｡で､平和 ･安心に対して､私たちのまちは､爆音のないようなまちづくりにをする｡

または､平和なまちになるためには､犯罪の発生を防ぐ仕組みをつくる｡外灯を設置するなどの意見も

ありました｡また､活発､元気､健康であるためには､地域で介護をする仕組みをつくったり､元気で､

人生を楽しむまちづくりが必要ではないかという意見が出まして､ナ-ベ-ラーウルシにも関らず､か

なり盛りだくさんなチャンプルー的な､意見が沢山のりました｡仕上がりとしては､マイルドに､思い

やりのあるまちにしていくといった､まとめでいきたいと思います｡
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タコライス ･ファシリティータ :

こんにちは｡会場の平均年齢が高い中､僕達は､若い向こうのチームで､若い人たちの意見を集めま

した｡チーム名は､タコライス ･チームです｡若いですね｡僕達のトータルのイメージとしては､住み

よいまちづくりですね｡住みやすさナンバーワンのまちづくりというのをテーマにしてあげました｡で､

何が住みやすいかといいますと､環境ですね｡環境が住みやすい｡自然環境､そういったものがありま

すね｡あるいは､文化･伝統とか､そういったものが､充実している｡あるいは､コミュニケーション､

住民同士のコミュニケーションがしっかりしていたり､またそれと同時に､互いを理解するような､平

和をおもんじるようなまちづくり､あるいは､財政節約しようというようなまちづくり､というものが､

僕等の意見として挙がってきました｡その中で､どうするのかということについて､話し合ったことに

関しては､それぞれの立場を理解して尊重するということが一つですね｡それと同時に､住民が主役な

んだということで､主体的に取り組んでいけるようなまちづくりをしていくたいということですo

住みよいまちづくりで､すごく思ったことが､二十歳以上の選挙権を持っている人たちが決して､主

体ではないということ｡子ども達から､お年寄りまでが､全ての人たちがまちづくりに関わっていける

ような､仕組みというものが大切だと思いました｡で､そういった前文にも､選挙権がない子ども達､

あるいは寝たきりの人たちの意見もですね,反映していけるような前文になっていければと思って､思

った内容になっていると思います｡以上です｡(拍手)
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比嘉地乃 :

はい､ありがとうございます｡最後に､すぼらしいしめを､タコライスチームから､一番､若いチー

ムからいただけたのではないのかなあと思います｡お疲れさまでした｡皆さん､いかがだったでしょう

か｡かなり長丁場､時間を延長しておりましたが､これだけすごい､アイデアがですね､いっぱい出て

きました｡先はど出てきたのですが､数が多いことが､全然問題ではなくて､一枚しかないけれども､

すごく大切な､むしろ､皆が当たり前に思っていて､出ていなかった言葉とかが､この一枚に秘められ

ていたりするので､数が問題ではないです｡それも誰が発言したかが､問題ではなくて､この言葉が何

を意味するのかということを､私たちは､一つ一つ考えていかなければいけないのかなあというふうに

思います｡で､やはり､見ていると実現可能なものと､そうではないものがあって､今回､ただ何をや

りたいことなのかということだけを出してしまったので､これからやはり､それぞれのモデル条例をつ

くる時に､更に､推赦していく作業をしなければ､ならないのですから､やはり大変な作業ですよね｡

いろんな人の意見､人が集まると意見を散漫してしまうので､どうしてもまとめるというのは､大変な

のですが､最初に言っているように､それぞれを大切にしていくものが､違うので､価値観も多様なの

ですから｡でも､その中で､生活をしていかないといけない最低限のルールというものは､やはり､決

めなければいけない｡それをやはり､皆でつくっていきましょうというのが､モデル条例というか､基

本条例､これから､皆さんに､是非関わっていただきたいテーマになるのかなあと思います｡

今日の狙いがですね､充実した素案になるように､参加者に意見､アイデア沢山いただきましたので､

これを自治研究会の島袋純さんをはじめですね､皆さんがどう反映さしていただくのかということは､

楽しみなことなのですが､是非､これを機会にですね､｢住民主体とは何なのか｣今回､参加されていな

くても､非常にこのテーマに関心を持っていて､どんなかたちでもいいから関わりたいと思ってくださ

るとか､参加してくださっても､最後まで積極的になれなかった方､いろいろいらっしゃるかと思いま

す｡いろいろな参加の度合いがあってつくられていくと､思います｡本当に､皆さん､この場にいらっ

しゃる方一人ひとりがですね､これを含めて今後､住民主体とか､まちづくりに対して､また更なる､

意識の高揚とかがあって､この場が､そのきっかけになれば､成功かなあと思います｡で､この場をで

すね､盛り上げてくださいました､お一人お一人に､感謝とがんばりましたという想いをこめてですね､

ワークショップの場を､拍手で閉めたいと思います｡

(拍 手 )

玉城デニー :(総合司会)

ワークショップの進行役､比嘉穂乃さんにも大きな拍手を､お願いします｡ (拍 手 )

ありがとうございました｡私たちも初めて､ワークショップに参加したときは､こんなにも沢山の意

見がでて､こんなにも意見が言える場所があったのだということに､改めて､驚き､そして､喜びを感

じました｡実は､この喜びと驚きを感じる手ごたえこそが､本当の住民参加のまちづくりをつくってい

く､作り続けていく喜びなのですね｡ですから､ゴールではないのです｡条例をつくることが､ゴール

ではなく､ワークショップをすることがゴールではない｡それは一つの過程､プロセスということを経

て､私たちは､いつでも前向きに､そして､未来に向かって,まちづくりをしていくということの､参

加と､責任といろいろな思いを伝えていくという､それぞれのプロセスを､経ないといけないわけです

ね｡そのために今日は､パート1が基調講演､パート2が､実際に皆さんに参加していただいての､自

治基本条例前文つくりのアイデアを頂戴いたしました｡
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それでは､沖縄自治研究会の中間報告､基本条例案の素案の報告と､併せてのワークショップ､時間

も終了予定時間より30分超過いたしましたが､最後まで参加していただき､ありがとうございました｡

この ｢みんなで知ろう､みんなで考えよう｣の基調報告､ワークショップ､それから､これからの沖縄

自治研究会が､どういうふうなかたちで計画をしているのかということもあわせて､島袋純琉球大学助

教授に総括していただきたいと思います｡

4､閉会の挨拶

島袋純 :

この意見は､確実に吸収するようにします｡それで､研究会のメンバーの方､一つ一つの机にいらっ

しゃると思いますが､私のほうに､どういう意見が今までの前文や足りない部分として､新しくでたの

かということを､メールください｡

それから､言いたりなかったことは､自治研のメールで､自由に意見が言えるようになっていますし､

いい意見であれば､吸収できるようになっていますので､確実に自治研のメールで､掲示板を使ってで

すね､意見をください｡それで､今までいろいろな研究会､あるいはシンポジウムは､言いっぱなしで

終わってしまったのですが､これからは言いっぱなしで終わらずに､みなさんの意見が､我々のモデル

条例の案にも反映できるような仕組みをつくっていこうと､努力していますので､意見をどしどしお寄

せください｡

それで､今後は､今E]ワークショップのものも含めまして､前文をもう一度見直す､あるいは､もう

一つ､別の前文を今日の意見を集約してつくってみる､そのような作業をしてみたいと思っています｡

それを報告書にして､おそらく4月､3月の中旬になると思いますが､全市町村の首長 ･議会議長には

送ります｡それから､全沖純の公立図書館に送ります｡それから､次にですね来年の前期中に､もう一

度､自治研究会を､今度は､基本的な考え方というたたき台のレベルではなくて､条文化､つまり法律

の文章にしていくという作業をまた研究会でやります｡

是非とも参加したい方は､あるいは､自分の意見が言い足りなくて反映できなかったという認識を持

つような方は､是非､参加してください｡これもホームページあるいは新聞などで公募するようになる

と思います｡募集は､3月の後半から4月にかけてなると思いますが､是非参加するようにしてくださ

い｡

そして､来年度からは､来年度前期の計画は､そういった一般公募で参加を募って､最終的に来年の

7月の終わりあるいは8月の初めのころにですね､モデル条例として､原案を精査した粂例文をつくり

あげて､沖縄自治研究会のモデル条例という形で､世の中に出したいと思います｡是非､皆様のご協力､

必要ですので､よろしくお願いします｡今日は､本当に長い時間､ご苦労様でした｡ありがとうござい

ました｡ ( 拍 手 )

玉城デニー :(総合司会)

ありがとうございました｡沖縄自治研究会､自治基本条例モデル案の報告シンポジウムとワークショ

ップ ｢これからのまちづくり､みんなで知ろう･みんなで考えよう｣これにて､終了させていただきま

す｡本日は､本当にありがとうございました｡お疲れ様でした｡

( 拍 手 )
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