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lll 研究会の経緯 ･後期の企画会議

1､沖縄自治研究会の経緯

0､研究会立ち上げ準備 会合多数

2001年8月～12月にかけて研究会の核となるメンバーを開拓､研究支援体制の確立｡

1､2002年 1月5日 (第 1回研究会合)

02年1月5日､参加者がほぼ全員集まり､研究会の目的､構成､年次計画を検討し､また､4月か

ら使える助成金 (学術振興野村基金)50万という最低限の費用が確保されたことを受け､会実際の設

立と方向性が決定する

2､1月18日 テーマ :自治基本条例とは何か

報告 (徳田博人 琉球大学助教授)

報告 (島袋純 琉球大学助教授)

3､2月2日 テーマ :自治基本条例の必要性について

4､2月23日 テーマ:自治基本条例において必要な条項

立ち上げシンポジウム及び生涯学習講座について

5､3月30日 テーマ :①シンポジウムの内容最終決定

②生涯学習リカレント講座の内容決定

(参ホームページの立ち上げについて

沖縄自治研究会ホ-ムページの立ち上げhttp://jichiken.tripod.co.jp/

6､4月6日 (沖縄自治研究会 ･発足記念シンポジウム) (第6回研究会合)

トータルコーディネーター : 島袋純 (琉球大学助教授)

基調講演 : 辻山幸宜 (自治総合研究所理事兼主任研究員)

｢新しい自治体とこれからのまちづくり｣

報 告 :

パネル :｢まちづくり第一歩､

コーディネーター :

レポート:

翁長正貞 (西原町長) ｢西原町のこれまでとこれから｣

いま何が必要か｣

仲地博 (琉球大学教授)

il 能義 (琉球大学教授)

高良鉄美 (琉球大学教授)

前津箕健 (沖縄国際大学)
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コメント: 中根忍 (まちづくりNGO)

屋良朝博 (沖縄タイムス記者)

前城充 (南風原町職員)

7､5月11日 (前期第1回報告会)

テーマ :危機にある自治とその再生に向けて

① なぜ今､まちづくり基本条例が必要なのか く島袋 純 琉大肋教授)

② ニセコ町の取り組みとその意義について (前城 充 南風原町職員)

③ 基本条例とは何か､その可能性と限界について (徳田博人 琉大助教授)

8､5月25日 (前期第2回報告会)

テーマ :どうすれば人権は?一人権条項と最高法規性-

① 抵抗権と最高法規性

② 自衛権と平和的生存権

(参 国際条約から見た人権と自治権

9､6月8日 (前期第3回報告会)

テーマ :コミュニティと住民の自発的組織の役割

(D 住民自治組織の現状と課題

(多 住民主体のまちづくりの方法

(参 NGO･NPOとまちづくり

10､6月22日 (前期第4回報告会)

テーマ :自治体議会は何のためにあるのか?

① 住民主権と議会の役割

(仲地 博 琉大教授)

(高良鉄美 琉大教授)

(島袋 純 琉大助教授)

(前津渠健 沖国大教授)

(屋比久功 沖縄市職員)

(横山芳春 那覇市職員)

(照屋寛之 沖国大講師)

(参 議会の運営､このままでいいのか (又吉健太郎 浦添市議)

③ 議会と行政の役割分担一自治財政権を主に- (島袋 純 琉大助教授)

11､7月6日 (前期第5回報告会)

テーマ :行政の役割と行政への住民参画

(D 行政組織のあるべき姿

② 計画や政策決定への住民参画

③ 住民主権と行政評価

12､7月20日 (前期第6回報告会)

テーマ :まちづくりの担い手 :住民と情報共有

①

②

③

何のために情報は共有されるべきなのか

政策学習と住民投票制度

(;1 能義 琉大教授)

(徳田博人 琉大助教授)

(宗前清貞 琉大講師)

(前津柴健 沖国大教授)

(大域渡 名桜大学専任講師)

まちづくりの担い手 :住民を育てる自治の権利 (屋比久功 沖縄市職員)
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13､8月3日 (前期第7回報告会)

テーマ :新しい自治の権利とこれからの自治体

(D 自治の主権者 :住民とは

② 自治体の環境権

(参 新しい自治の権利とこれからの自治体

(仲地博 琉大教授)

(高良鉄美 琉大教授)

(島袋 純 琉大助教授)

14､8月10日 テーマ :後期研究定例会の形態とスケジュールについて

(D 後期定例会の目的

② スケジュール

⑨ ワークショップについて

15､9月14日 テーマ :前期研究定例会の総括と後期研究定例会の内容

16､10月19日 (後期第1回ワークショップ)

テーマ:ワークショップを体験する (比嘉穂乃 沖縄社会福祉協議会主事)

17､11月2日 (後期第2回ワークショップ)

テーマ :後期ワークショップの審議の進め方見直しについて (島袋純 琉大肋教授)

① 講座の目標

② 審議項目

③ wSの進め方

④ 事前学習 (ML･掲示板)

18､11月16日 (後期第3回ワークショップ)

テーマ :(D 教 育 権

② まちづくりの参加の権利

(参 コミュニティ･NPOの役割

19､11月21日 (研究報告会)

テーマ :(D ｢西尾私案｣についての報告会

地方自治学会での議論

自治学会での議論

(参 伊丹市 ･生野町調査報告

20､11月30日 (後期第4回ワークショップ)

テーマ :(D 議会のあるべき姿

② 市長のあるべき姿

③ 職員のあるべき姿
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(与那嶺武 西原町職員)

(島袋友一 西原町職員)

(堀井大 沖縄県庁職員)

(佐藤 学 沖縄国際大学教授)

(島袋 純 琉球大学肋教授)

(島袋 純 琉球大学肋教授)

(高里鈴代 那覇市議会議員)

(玉城デニー 沖縄市議会議員)

(比嘉俊雄 浦添市職員)



21､12月14日 (後期第5回ワークショップ)

テ-マ :(D 総合計画

(参 財政自主権

(参 政策評価

(知念弘聡 群計画)

(上見充寛 社会大衆党略員)

(島仲徳子 那覇市職員)

沖縄自治 研究会専用事務所 (会議室兼用)獲得､忘年会等開催

22､03年1月9日 (研究報告会)

テーマ :水俣視察報告

神野直彦 『地域再生の財政学』読書報告

23､1月11日 (後期第6回ワークショップ)

テーマ :① 情報共有

② 住民投票制度

③ 対外関係

24､1月25日 (後期第7回ワークショップ)

テーマ :① 前 文

(診 総 則

(卦 改正手続

25､1月30日 (研究報告会)

テーマ :兵庫県生野町のまちづくりと自治基本条例

26､2月8日 (後期第8回ワークショップ)

テーマ :① 環 境 権

(塾 平和的生存権

③ 抵 抗 権

27､2月11日 (後期ワークショップの総まとめ)

テーマ :自治基本条例のたたき台一条一句の再吟味と精査

(宗前 清貞 琉球大学講師)

(島袋 純 琉大助教授)

(佐藤学 沖縄国際大学教授)

(島袋友一 西原町職員)

(伊波洋一 沖縄県議会議員)

(仲村未央 沖縄市議会議員)

(前城 充 南風原町職員)

(島袋 純 琉球大学助教授)

(和田幸司 生野町職員)

(中嶋栄子 フリーライター)

(屋良朝博 沖縄タイムス記者)

(新崎盛事 沖縄市職員)

(まとめ役 :島袋 純)

28､2月15日 02年度研究成果報告シンポジウム&ワークショップ

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
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2､後期の企画会議

研究会議録 (会合14･8月 10日)

02･08･15 文責 島袋純

日 時 :2002年8月10日午前10時～12時30分

場 所 :琉球大学生涯学習教育研究センター301教室

参加者 :江上能義､島袋純､伊波洋一､高里鈴代､前城充､糸満匡司､堀井大､

難波田到吾､藤中寛之 (以上 10人)

概 要

8月10日は島袋提出資料をもとに､後期講座の内容の話し合いが行われました｡

ワークショップの持ち方の議論がなされ 島袋案からかなり修正される意見が出ました｡

キーワードは ｢もっと参加しやすく｣です｡

審議項目､具体的な議論ができませんでした｡次回はやります｡割り振りこれでいいのか検討くださ

い｡また､次回話し合いでは､前期講座の良かったこととかいぜんすべきことなど､みんなで評価しあ

う場を設けることになりました｡

仲地博先生にまず､感想をお願いするということで決まりました｡次回は仲地先生の都合によります

が,9月14日を想定しております｡シンポジウムは､9月10月にはやらない方向で､2月3月の成果

が出た時点でやるということが検討されました｡

謙事要旨

問題提起 1:

夏休み中に作業グループを作って､モデル条例のたたき台をつくるか講座そのものでたたき台を作る

べきかという議論は､どうなっているのか｡

結 論 :

島袋個人案は､講座そのものでモデル条例たたき台を作るということが内容された案｡たたき台を作

っておくか否かを含めて自由に案の提出をお願いしますとお知らせしてあったが､今日までにたたき台

を作っておくべきという案は出ていないので､事前に作らない､講座で作るということで了解していた

だけると思う｡
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問題提起2:

北海道では､ニセコ町での採用を念頭に案をつくったが､沖縄でもどこかの自治体を念頭に試案を作

ったほうが具体的で取り組みやすいのでは｡

議論の流れ1:

今の実際の自治体の状況を想定して､議論すると､直ちに時代に取り残される｡現状でも十年ぐらい

前では考えられない地方分権が進んでいて､我々が想定したターゲットは､すぐ乗り越えられる｡Lが

たって､我々が､どんな高いハードルをつくれるのかというのが健全な議論であり､前期の講座で､議

論されてきたそれぞれの高みを前提にして､それを自治基本条例策定に活かせたら､当面の目標になり

うる｡

議論の流れ2:

自治の現段階で考えられる理想モデルといっても､前期講座の議論は､現行地方自治法を前提にして､

既存の自治体を想定していたと思う｡地方自治法を越える範囲を考え出すと､話がおさまらなくなる｡

結 論 :

現行地方自治法を前提に､沖縄の基礎的自治体 (市町村)を想定するというだけにして､前期講座の

成果を活かす形でモデル条例たたき台を考え出す｡

問題提起3:

10名ずつ4グループ､すべてが同じテーマでやるのは負担が過剰では｡また､負担が大きい場合､参

加が極端に減るのでは｡島袋案は個人負担が大きすぎるので､できるだけ負担を少なくするという方向

を目指したほうがいいのでは｡

議論の流れ1:

わかりやすさのためには､(丑前期の会議録を報告書として作成し､教科書として全員に配布する｡②

会議録の要点整理をし､自治基本条例の文章比較一覧表に貼り付ける｡さらに最新の生野町の自治基本

条例も貼り付けて､全員に配布する｡この比較表をみれば､条例文の原案作成はやりやすくなる｡

参加者は､前期の講座の理解を必要とする観点から､前期受講者を最優先して､更に､プラスアルフ

ァで､自治基本条例に個人的に興味を持っている方を追加募集すると､やりかたを考えている｡ワーク

ショップは途中参加と中座が非常に困る｡10名チームに編成すれば､毎回6,7名は来ると思うので､

議論が成立するのでは｡

議論の流れ2:

グループごとにそれぞれ別の審議項目を検討させたほうがいい｡たとえば､1グループが前文､2グ

ループが最高法規性､という感じ｡すべてのグループ全部が前文をやるより､違うテーマを分担し､最

後にみんなで話し合う方式が良い｡グループ数も3にして3つの審議項目を扱うことにする｡1グルー

プ13人程度で､これで､ちょうど良い6､7人になるのでは｡
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議論の流れ3:

この教室でやることを前提に議論を組み立てなくても良いのでは､場所は優先順位として低い｡複数

の教室が借りられるところでやってもいいし､他のグループの議論が邪魔になる場合に備えて､別教室

が借りられることも考えても良いのでは｡

結論 :

できるだけ負担を少なくし､参加しやすくする点で合意｡比較一覧表の資料を再整備し配布｡前期講座

の議事録も配布｡グループわけを3にして､1グループ登録を13人程度､全体で40人程度とする.審

議項目をグループごとに分けて､分担させ､最後に全員で話し合いをして決定する｡場所に関してはワ

ークショップの具体的な内容が決まってから検討し変更可能としておく｡

問題提起4:

前期講座受講者優先というが､募集方法はどうするのか?

議論の流れ 1:

継鎗性があるので､前期講座受講生を最優先したい｡最終講座の際に､受講希望者の聞き取りを忘れ

たが､それを最大限に確保して.シンポジウムによる人集めはしないで済ませたい｡シンポジウム開催

は､人集めが主目的だった｡予算的にできて後一回なので､効果的に開催することを考えれば､たたき

台が出来上がった時点で､人集めではなく､成果報告という形でシンポジウムを打ったほうがいいので

は｡

議論の流れ2:

前期講座の受講生のいわゆる歩留まりを高める方法を考えるべき｡広く浅く募集してきてもらっても､

前期講座の議論を踏まえていないと議論に参加するのは大変｡

結論 :

前期受講者に関して､メイルと電話で勧誘し参加意向を確かめ､歩留まりを最大化する｡シンポジウ

ムは基本的にやらない｡9月にもう一度集まり､それまでに後期講座の参加者数を把握して､受講者募

集戦略を考える｡

問題提起 5:

前期講座は､非常に有意義であり､最後までこれほど受講者が残った琉大の講座は4年間通い続けて

はじめて｡前期講座を評価し､総括する機会を設けるべきでは｡

議論の流れ1:

次回の講座設定のための話し合いの前､少し時間を作って､評価 ･総括を行うのはどうか｡単に評価

や総括の時間を設けましただけでは､議論が拡散してしまうの､どなたか中心となって話始めてくれる

人に一言お願いしたはうがいい｡できるだけ早いほうがいい｡
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議論の流れ2:

8月は盆､9月7日は自治体の選挙で､人が集まらない｡14日がいい｡仲地博先生に ｢感想｣という

ことで､お願いしては｡

結 論 :

9月14日土曜日､前期講座の評価と総括 1時間半程度､仲地先生に ｢感想｣を20分～30分､仲地先

生が話しやすいように､話しやすい時間の長さで｡そのあと､前期講座参加者でざっくばらんに意見の

交換｡前期講座言判西･総括に1時間半程度｡後期講座のないよう設定にその後一時間程度｡

問題提起6:

ML･HPの活用法について

議論の流れ :

本格的MLを研究者グループで現在試行中､しかし､クリックによる登録ひとつさえしてくれない人

が多い中､現状では､Ml利用の意思決定は不可能｡結論なし引き続き検討｡

日程調整 :

11月9日の琉大祭は､不可能｡2週間空かないと議事録作成困難｡

-10月19日土曜日から一週間おき､12月後半から1月初頭は冬休み｡

1､2002年 10月 19日 (土曜日､以下すべて土曜)2､10月2日 3､11月16日

4､11月30日 5､12月4日 6､2003年 1月11日 7､1月25日 8､2月8日

次回の集まり:9月 14日午前 10時琉大生涯学習センターを想定

1､前期講座でよかったこと改善すべきこと

･仲地博先生の感想 ･皆さんの話し合い

2､後期講座の内容と運営方法について

･前期参加者で後期引き続き参加希望の方の人数について ･募集方法

･審議項目の再確認 ･ML等の利用 ･連絡方法等について

以下､8月 10日島袋提出資料

ワークショップ (製作共同作業)の企画たたき台 (島袋個人案) 02･08･09

文責 :島 袋 純

<募集人数>

40人募集し､4グループに分ける｡

<グループ分けの仕方>

10人の割り振りの仕方､研究者､学生､職員､議員等を分散して偏りがないように｡

グルー70m 中地博 徳田博人 職員､議員､その他
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グルーフ唱)前津柴健 照屋寛之

グルーフ唱)高良鉄美 大城 渡

グルー殉 江上能義 宗前清貞

<役職>

全体コーディネータ :1名 (サポータ-1名)

4グループそれぞれコーディネータ (話し合い促進係り)1名 :記録係 1名をおき､

グループコーディネータと記録係は､すべて一回ごとの持ちまわりにする｡

<グループ討議の方法>

1､②回から⑦回のテーマに関して､コーディネータを誰にするか､記録係りを誰にするか､第①回目

で決める｡

2､②回から⑦回は､その日までに､討議に割り当てられたテーマの条文をできる限り全員が原案を考

えて文書化してくる｡

3､その日の班コーディネータと記録係りは､必ず原案を用意すること｡

4､まず､ひとつの条文についておと-り方式で､全員に用意してきた案を発表させる｡

5､自分の案よりすぼらしい案と思うものをあげてもらい､議論スタート｡

6､意見がまとまれば､それを採択｡次の条文についてまた報告と議論｡30×3

7､模造紙にまとまった条文を書き出す｡

<講座の基本的なプロセス :②～⑦回>

10時開始 :最初の 10分全体コーディネータによる報告 ･説明等

10時 10分～11時40分の1時間30分 :グループごとの討論 (Gコーディネータ)

11時40分 :グループごと条文案を模造紙に書いてまとめ壁に貼る｡(記録係)｡

11時50分 :全体コーディネータにより自由討議開始､単一案へ統合

①その日の第 1項目について4グループの案をそれぞれの記録係りが発表

②第1項目について最もすぼらしいものはどれかを述べ議論開始｡

③20分でひと項目最終合意を目指す｡

④その日の第2審議項目に入り､同じ手順を繰り返し｡1項目20分×3

12時50分終了

<講座の日程表と審議事項案一覧>

日程 全体コーディネータ 審議項目

(910月26日 比嘉瑞乃 島袋純 ワークショップの運営方法､進行の説明

グループ分け

条例の項目仕分けの説明､

班ごと会合､自己紹介､班内役割分担

(前文､総則､改正手続の規定を各人が考えてくるという宿題)

②11月9日 高良鉄美 仲地博 前文､総則､改正手続 (次回3項目の宿題を課す)
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③11月23日 仲地 博 高良鉄美

④12月7日 佐藤 学 照屋寛之

(912月21 江上能義 宗前清貞

⑥1月 11日 宗前酒貞 江上能義

⑦1月25日 前津栄健 徳田博人

⑧2月8日 仲地博 江上能義

平和的生存権､環境権､教育権

まちづくりへ参加の権利､コミュニティの役割､議会の責務､

行政のあるべき姿､市長の責務､職員の責務､

総合計画､財政自主権､政策評価

情報共有と説明責任､個人情報保護､対外関係

追加､補完､全体的な意見の統一

以上8月 10日提出資料
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研究会議録 (会合15･9月14日)

02･09･21文責 島袋純

日 時 :2002年9月14日午前 10時～12時30分

場 所 :琉球大学生涯学習教育研究センター301教室にて｡

出席者 :島袋純､江上能義､高良鉄美､前城充､与那嶺武､照屋勉､

矢口雄三､難波田到吾､玉城デニー､仲村末央､伊波洋一､

屋良朝博､新崎盛事 (以上 13人)

議題と決定事項

1､生涯学習センターとの関わりについて

引き続き､主催者となってもらい､教室を利用｡

琉大の事務局に受付をお願いする｡

2､講座の名称について

沖縄自治ワークショップ (新しい自治体とこれからのまちづくりⅡ)

3､募集人員について

①40人とする｡琉球大学生涯学習係りに受付をお願いする｡

(前回のお電話は受付ではなく､単に参加者数の調査です｡)

(前回参加者も学習係りに申し込みお願いします｡)

②募集の段階で参加型のワークショップで自分で作業をしなければならないことを

伝える｡

4､役割分担について

①全体コーディネータを比嘉穂乃さんと屋比久功さん､もう一人ぐらいにお願いする｡

(塾グループ ･コーディネータ (フアシリテ一夕)とグループ記録係りは､すべて持ち回りで行う｡

ほとんどの人が一度は､フアシリテ一夕もしくは記録係りを勤めることとする｡

③第一回までにあらかじめ､各審議項目に関して誰が何の役をするか伺いを立てる｡そのために､

募集の時点で､どの審議事項に参加希望かという点と､どの審議事項のときにフアシリテ一夕､

記録係りをやりたいか､希望を募る｡
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5､話し合いの進め方

①その日のグループフアシリテ一夕と記録係りは最低でも自分の審議項目に関するたたき台の案を

捻出しておく｡審議項目は 18あるので､誰でもフアシリテ一夕一回､記録係り一回は逃れられ

ない｡

②全体的な流れは､屋比久さんの案を原型にする､全体コーディネータにある程度任せる｡

基本 :最初の 15分全体説明､その後グループ討論､一回中断して途中報告｡再開して､残りの

1時間で､各審議項目ごとに報告と討論20分ずつ｡

③グループごとにホワイトボードを用意する｡模造紙で発表｡

6､日程と審議項目について

日程 全体コーディネータ 審議項目

(910月 19日

②11月02日

③11月 16日

④11月30日

⑤12月14日

(萱カ1月 llEI

GX)1月25日

(蔓わ2月8日

比嘉穂乃 島袋純

屋比久功 ･平和的生存権 ･環境権 ･教育権

･まちづくりへ市民参加の権利 ･コミュニティの役割､

･議会の責務､

･行政のあるべき姿､･市長の責務 ･職員の責務､

･総合計画 ･財政自主権 ･政策評価

･情報共有と説明責任 ･個人情報保護 ･対外関係

･前文 ･総則 ･改正手続

追加､補完､全体的な意見の統一

日程はこれで確定､しかし､審議項目と役職は､仮のものとし､第一回目のワークショップのときに､

参加者の合意を得て最終的に確定｡

第一回目のワークショップは､比嘉穂乃さんが､全体コーディネータ､基本的に､次回以降のためのイ

ントロ､ワークショップを実際にやり楽しむ｡

7､その他

開始時間について-9時45分から開始｡1時には後片付けを含め終了｡

録音機器に関しては､玉城デニー氏より借用｡全体討論は､完全議事録を作成する｡

グループ討論は､要旨を作成｡

新聞でワークショップ開催を伝える｡

9月748台織に舟十てのNLにさる準備

沖縄自治研究会の皆様

9月14日会議の土台となった議論

02･08･29

9月 14日に後期研究会の持ち方の話し合いをします｡朝 10時生涯学習センター3f教室にて｡少し長

63



くなりますが､下の文章を一読すれば､次の論点が分かりますので､どうかご参加ください｡

論点は多岐にわたります｡島袋一人では (能力的にも体力的にも)発案に極めて限界があります｡どう

か､皆さんのお力添えをなにとぞお願いします｡

1､生涯学習センターとの関わりについて

屋比久さんより (下記メイル参照)センターが支援してくれないのであれば､

センター主催をはずしてもいいのではという提案がありました｡

①教室が複数必要な場合､法文学部や教育学部に移動しなければならず､大教室一つしかないセンター

の教室を借りる必然性はない｡

糸満さんから､グループ討論がメインになるのなら､グループによっては別の教室でやりたいとの希望

がでるかもしれないと話｡

②センターの最大メリットは､録画および録音設備の利用だが､人員 (職員も教員も土曜出勤を嫌がり

また予算もないとのこと)を避けられない

ということで､利用できそうになく､ほとんどメリットはない｡

2､講座の名称について

センターが関わらないのなら､生涯学習講座という看板は立てなくていいので､

単に沖縄自治研究会の定例会ということになります｡講座名称は考えなくて良くなります｡

追加募集が大々的に必要になった場合､すこしデメリットがあるかもしれません｡

3､募集人員について

現在､島袋研究室把握分 (自治体職員以外の前期参加者)で 18名が参加希望をしています｡

前城充と与那嶺武の両氏が自治体職員の参加意向を聞いてくれることになっていますが､返事をもらっ

ていません｡(早めにお願いします)

10人ぐらい確保できるとみこんで､28名ぐらいにはなると思います｡あと､15人ぐらい確保したい

ところです｡

4､役割分担について

全体コーディネータ､グループ･コーディネータ (フアシリテ一夕)の役割がまだ良く見えていません｡

とりあえず､大学の先生方を全体コーディネータに貼り付けていますが､これは､生涯学習リカレント

講座の募集要項を念頭に

作ったものです｡ぜんぜんこだわらずに再考してもいいと思います｡

5､話し合いの進め方

10日に出した島袋案です｡それ以前にメイルで出したのと少し変更しています｡

<基本的なプロセス :>

10時開始 :最初の10分全体コーディネータによる報告 ･説明等

10時 10分～11時40分の1時間30分 :グループごとの討論 (Gコーディネータ)
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11時40分 :グループごと条文案を模造紙に書いてまとめ壁に貼る｡(記録係)｡

11時50分 :全体コーディネータにより自由討議開始､単一案へ統合

①その日の第 1項目について4グループの案をそれぞれの記録係りが発表

②第1項目について最もすぼらしいものはどれかを述べ議論開始｡

(3Hz0分でひと項目最終合意を目指す｡

④その日の第2審議項目に入り､同じ手順を繰り返し｡1項目20分×3

12時 50分終了

屋比久さんの提案です｡

10時00分～10時 15分 (15分)*全体コーディネータによる報告及び方向づけ

10時 15分～10時20分 (5分)*グループ編成

10時20分～10時50分 (30分)*グループによる ｢案｣作成

10時50分～11時00分 (10分)*全体コーディネータによる中間確認 (質疑応答)

11時00分～11時30分 (30分)*グループによる ｢案｣作成

･- 休憩 10分

11時40分～12時00分 (20分)*各グループ ｢案｣の報告

12時00分～12時30分 (30分)*全体コーディネータの進行により全体単

一 ｢案｣へとまとめる

- ･事務連絡等 10分

･･･片づけ10分

ポイント:

*全体コーディネータの役割は重要で､方向づけの時間として 15分はとりたい｡

(目的 ･手法 ･方向性を明確にし､作業を時間内で効果的に進めるために)

*中間に1回､質疑応答の時間を設けて､作業途中でのゴール確認 ･軌道修正等の機

会をつくる｡

屋比久案と島袋案の違いは､(1)､全体コーディネータの役割 (屋案 :大､島案 :小)

(2)､グループ討論時間の長さ (屋案 :短､島案 :長)､(3)､全体まとめ討論時間の長さ (屋案 :短､島

莱 :長)

(4)､実際の運営に必要なその他の時間 (屋案 :十分に考えられている､島案 :何にも考えていない)

6､日程と審議項目について

島袋案に対する修正案 ･代替案は出ていません｡その日にどのグループがなんについて話し合うか､

さらに､そういう基本条例の校正となっていくかに関連するきわめて

重要なことなので､皆さんのお知恵を拝借願います｡8月 10時点で合意された日程で下に出しておきま

す｡

日程 全体コーディネータ 審議項目

(∋10月 19日 比嘉瑞乃 島袋純 ワークショップの運営方法､進行の説明
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グループ分け 条例の項目仕分けの説明､

班ごと会合､自己紹介､班内役割分担

②11月02日 高良鉄美 仲地博 ･前文 ･総則､

･改正手続 (次回3項目の宿題を課す)

③11月 16日 仲地 博 高良鉄美 ･平和的生存権 ･環境権 ･教育権

④11月30日 佐藤 学 照屋寛之 ･まちづくりへ参加の権利 ･コミュニティの役割 ･議会の責務

⑤12月 14日 江上能義 宗前清貞 ･行政のあるべき姿 ･市長の責務 ･職員の責務､

(6わ1月 11日 宗前清貞 江上能義 ･総合計画 ･財政自主権 ･政策評価

(…わ1月25目 前津栄健 徳田博人 ･情報共有と説明責任 ･個人情報保護 ･対外関係

(萱カ2月8日 仲地博 江上能義 追加､補完､全体的な意見の統一

大体ひとつの審議項目について､必ずしも条項ひとつが対応するのではなく､複数の条項が作られると

思います｡

10日の合意としては､三つのグループに一つの審議項目を割り振りして､各グループがそれぞれ､別の

審議項目を担当し､条項を提案してくることになります｡

前もって学習し案を捻出するために､グループは最初で固定､そして最初ですべての審議項目を割り振

りするというのが島袋の考えていたことですが､

屋比久さんから､そのつど､グループを再編成し､その場で与えられた審議項目をその場で考え出すの

もいいのではという案が出ましたO

｢参加しやすく｣というコンセプト上はいい案かもしれません｡

長くなりましたが､積極的な参加とご意見を切望しております｡

--島袋純 junshima@edu.u-ryukyu.ac.jp

9月74E)垂簾織のNL.にさるiiiEiiii

---･･- ･------緊急修正のお願い

沖縄自治研究会の皆様 02･09･24

8月 10日も9月 14日の会合においても､島袋提案の審議事項に関して､修正案が出ずに､そのまま､

これでどこの審議項目のグループに参加し､役職をやるか伺いを立てることになりましたが､重大なミ

スに気が付きました｡前期の審議をもとに審議項目の案を作成した気になっていましたが､‥｡

今日､先ほど14日の結果報告のメイルに添付したファイルを下記に修正しています｡

(一人で提案しているとこんなミスが頻発します｡皆様の積極的な関与と意見をお願い申し上げます｡)

★ ｢抵抗権｣と ｢住民投票制度｣を入れ､｢行政のあるべき姿｣と ｢個人情報保護｣を削りました｡

★行政のあるべき姿は､市長の責務と職員の責務に入るであろうし､個人情報保護は情報共有に入れら

れるかと思った次第です｡
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メイルで会議を開いて意思決定しないことが原則ですが､もう一度会議を開いている時間がないので､

メイルにて意見を伺いたいと思います｡

異論反論が多い場合､もう一度会合を早急に提案したいと思いますが､

それほどない場合､2,3回のメイルのやりとりで､募集の際の一覧表記載の事項を最終的に決めたい

と思います｡

(なお､この審議項目に関しましては､仮のものとして､ワークショップ開始後最終的な確定を行いま

す｡)

1 10月 19日

(比嘉穂乃)

ワークショップを体験する

2 11月02日

(屋比久功)

3 11月 16日

(比嘉穂乃)

4 11月30日

(屋比久功)

5 12月 14日

(屋比久功)

6 01月 11日

(比嘉穂乃)

7 01月25日

(比嘉穂乃)

8 02月8日

(∋抵抗権 ②平和的生存権 ③環境権

④教育権 ⑤まちづくりへ参加の権利 ⑥コミュニティ･NPOの役割

⑦議会の責務 ⑧市長の責務 ⑨職員の責務

⑩総合計画 ⑪財政自主権 ⑫政策評価

御者報共有 ⑭住民投票制度 ⑮対外関係

⑯前 文 ⑰総 則 ⑱改正手続

追加､補完､全体的な統一

(仲地 博)

---島袋純 junshima@edu.u-Ⅳukyu.ac.jp
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