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lV 研究会議事録

後期第 1回ワークショップ

テーマ

研究会議録 (会合16･10月19日)

① ワークショップを体験する

比嘉 穂乃 (沖縄県社会福祉協議会職員)

吉川 朝邦 (コミュニティおきなわ)
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島袋純 :( 要 約 )

- 沖縄自治研究会の目的 ･意義 ･組織の概要等について -

まず､沖縄に所在する市町村レベルの自治を念頭にモデル条例をつくるということです｡2003年度か

らは､県レベルでモデル条例を並行してつくります｡そして､2004年度までに一応この研究会は終わり

ます｡継続して続ける場合は､再度検討します｡

仲地博先生が代表である文部科学省の科学研究費から､助成を受けています｡研究分野

に関する仕事は島袋がしていますが､この研究会は､固定した事務局をおいていないので､一人一人が､

事務局､代表という意識でやってもらいたいと思います｡自分で､企画して､裏方ができるようでした

ら､どんどん､プロジェクトを提案してほしいと思います｡

今回取り組むのは､自治基本条例をいきなりつくるのは､難しいので､自分が､重要だと思っている

ことを､わかりやすい言葉で箇条書きにしてみるという作業です｡みなさんが､ゼロの段階から､自治

基本条例を作っていくということになります｡

また､ネットデモクラシーを実施します｡自治研肝 の詳細NEWをあければ､後期の項目と対応した前

期の会議録がわかるようになっています｡ネットのみで参加する人もいますし､そういった方でも審議

に参加できる仕組みを整えています｡連絡事項のために自治研の肌 をつくりました｡自治研肝の掲示

板を二つ設置し､企画 ･運営についての議論と審議項目についての議論ができるようにしてあります｡

今回も議事録をつくり､公開します｡校正ご協力､お願いいたします｡

これから､はじまるワ-クショップについては､前期から参加してくれている沖縄社会協議会の比嘉

穂乃さん､よろしくお願いします｡

比嘉穂乃 :

よろしくお願いします｡

それでは改めまして､皆さん､おはようございます｡今､ご紹介ありました私､本業は沖縄社会福祉協

議会で､ボランティアとかⅣ0に関する事業の方を担当しております｡一方で特定非営利活動法人､い

わゆるNPO法人のコミュニティおきなわに所属しております｡主にまちづくりに関する調査や人材育成

のための研修や講座を企画し､実施しているNPO法人で､地域に行って､まちづくりのお手伝いをさせ

ていただいております､比嘉穂乃と申します｡今日は､コミュニティおきなわの方から､私の相方です､

自己紹介できますか｡

吉川朝邦 :

どうも､はじめまして｡おはようございます｡吉川と言います｡私も､比嘉と一緒に､こういったワ

ークショップのフアシリテ一夕を休みの日などやっていますが､本業は銀行員です｡3年ぐらい前に､

商店街の活性化ということで､琉球新報さんと共同調査をやった時に､それが切っ掛けで､こういうNPO

活動に関わるようになったのですが､今日は､条例とか自治ということなので､ちょっと縁遠いかなと

思っていたのですが､勉強させていただく意味で､参加させていただきますので､よろしくお願いいた

します｡

比嘉稔乃 :

はい､それでは､今日は､ワークショップで､この ｢自治｣とか､ ｢まちの憲法｣というテーマにつ
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いて考えてみようということです｡前期の方は､主に､研究 ･学習という要素が強い感じの講座であり

ました｡いろんな抵抗権ですとか､教育権とか､そういうことに関して､具体的な情報の方の提供をい

ただきました｡後期につきましては､参加していただいたお一人お一人のいろんな意見とか､アイデア

とかを持ち寄って､それをもってモデル条例を作っていくということでですねoつくるやり方､ワーク

ショップでやろうというお話がございました｡普段､まちづくりの方のワークショップに関わっている

私の方にですね､島袋純さんの方から､あついメールをいただきまして､これは何か､できることがあ

れば､お手伝いしようということで参加しております｡今日は､若干､普段と違う雰囲気で､非常に緊

張しているところなのですが､皆さんご協力を､よろしくお願いしたいと思います｡

ではワークショップについて､説明のほうを簡単にさせていただきたいと思います｡ワークショップ

という言葉､聞いたことある人いますか?大体､皆､テーマがワークショップだから､聞いたことある

ということで､すみません｡ワークショップに参加したことある方､いらっしゃいますか?結構､いら

っしゃいますね｡ありがとうございます｡

ワークショップ結構､いろんなスタイル､あるんですよね｡元々は､演劇とか､芸術とかの世界の方

から､スタートしているようですね｡参加している方と､舞台の方が一体となって､その劇をつくりあ

げていくということで使われているようです｡そもそもワークショップという言葉は,作業場とか､工

房とかいう意味をもっているのですが､いわゆるこういうまちづくりとか､計画作りする場合､参加し

ている一人一人が一緒になって､自分の意見を出し合って､アイデアを出して､何かをつくりだしてい

く場となるので､私たちは ｢参加体験グループ学習｣と呼んでいます｡まず､皆さんこの場に参加して

いただきます｡そして､二つ目に､ただその場にいるだけじゃなくて､発言したりとか､体を使ったり､

こう五感を使って体験していただく､それをグループで学んでいくということです｡ワークショップに

はいろいろな形態があります｡今回､条例つくりということで､このスタイルをとっていますというこ

とで､理解いただけたらと思っております｡ワークショップをする時に､私たち､前に立って､こう進

行する役の人を､フアシリテ一夕-と呼んでいます｡英語で､racililateという言葉があると思います｡

促進するとか､促すということで､要は､皆さんが話しやすい場をつくったりだとか､急げ急げとかい

う形で､促進する役です｡その会議とかが進行Lやすいというか､それを助けるために､私がこう大体､

言ったことの要点を書いてですね｡これ面白いのは､会議とかだと皆それぞれメモ取りますよね｡メモ

取ったのを後で見合わせると分かると思いますが､それぞれ違うんですよね｡それぞれ､ポイント取る

ので､そうすると若干､私が､伝えたいことが伝わらなかったということがあるんですよね､それをこ

う皆さん一緒に聞いて､こちらを目にしているので､同じように情報を共有できる｡情報の共有量がで

すね､非常にこう深まっていくという､これファシリティーション･グラフィックです｡今後以降の､

記録係がありますけれども､できれば皆の前で書いて､それでもし､私が言っているの間違っているか

ら､直してというふうに､その場で直していくと､非常に進みがはやくなると思いますので｡是非､ご

活用いただけたら､いいかなあと思います｡

最初ちょっと私の話が長くなるのですが､ワークショップをする上での心がまえというのが､5つあ

ります｡まずこれからちょっと､アイデアとか､知恵とかいただくので､リラックスしてください｡前

期､少し硬かったかなあというのが､すみません､若干あったものですから､今日は､リラックスしま

しょう｡それが､一点目ですね｡

それから､二点目｡今日は積極的に､楽しんでください｡楽しむということです｡やはり､こういう

会議とか､講義とかも非常に硬くて､最後まで緊張して帰っていくとかいうのがあるので､積極的に楽
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しんでください｡

そして､三つ目｡今日､思ったことを皆さん､ちゃんと伝えてください｡お話する､伝えるというこ

とです｡

伝えるからには､四点目､きちんと聴いてください｡あの大体ですね､こういう会議とかでも､しゃ

べる人はしゃべる､聞く人は､聞くばかりという感じなのですが｡伝える､聴くというのをそれぞれ､

やっていただきたいと思います｡

五つ目､最後ですが､今日はグループ学習という形態をとりますので､協力してやってください｡こ

れも鉛筆もつ人は､鉛筆もって､話す人という役割分担も必要なのですが､皆さんがそれぞれ このグ

ループに集っている人たちが､場をつくりあげていく､一人ひとり責任がありますので､協力して是非

やっていただくことをお願いしたいと思います｡

では､早速ですが､これから本題に移る前にですね､グループ分けをしたいと思いますので､ペンを

置いて､起立してですね､移っていただけますか｡

( 移動 :机がない､空間に参加者全員が移動する

画像 1 (本講座のねらい等)

71



画像2(ワークショップの心がまえ等)

比嘉観乃 :

人間マトリックスというのをやろうと思います｡これから､質問することに､皆さんそれぞれ､答え

ていただきたいと思います｡まず､前回の講座に参加された方､こちらにちょっと集まっていただきた

いと思います｡参加していない方は､こちらに集まっていただきたいと思います｡回数は関係ありませ

ん｡一回でも参加になります｡そうですね､今回は､8割 ･7割くらいが参加者で､はじめての方はこち

ら｡はい､それでは,はじめての方を拍手で歓迎しましょうか｡

(拍手)

仲間入りしたということで｡じゃ､次いきましょうね｡そうですね､お住まいについて｡中部,北部､

あ､すみません｡私､中部なものですから､真っ先に出てきました｡北部の方､こちらで｡中部､南部､

まさか離島からはいませんよね｡で､分かれていただけますか｡

あ､北部から､遠いところから､お一人ですね｡後は､中部半分､南部半分｡5:4:1くらいですか

ね｡中部の方がわりと多いのですね､私もこっちのほうです｡

次いきます｡今朝､朝食､召し上がったかどうか｡しっかり､食べましたという方は､ここ｡コーヒー

とか､パン一枚で､少々食べた方はここ｡時間なくて､食べられなかった方はここ｡普段､食べられな

いのですか｡朝食抜きですね｡でも､わりとしっかり､食べられる方が多いですね｡私も､朝しっかり

食べないとエンジンかからないので､しっかりお腹いっぱいです｡

最後の質問いきます｡昨日､花金だったので､昨夜のアルコール量を聞きたいと思います｡全く飲むは
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ずないでしょう､自治研究会の前の日なのに､という方はこちら｡少々飲んだかな､という方はこちら｡

で､泥酔という方は､こちら｡あ､すごい､やっぱり､今回優秀ですね｡飲まれない方がいっぱいです

ね｡少々の量もそれぞれ違いますよね｡ビールジョッキ､何杯かは｡

今日はそういう感じの参加者の皆さんで､学習を進めるということになります｡簡単にグループが別れ

ればいいのですが､私が番号ふっていきますね｡三つでいいですね｡じゃ三つのグループ､番号ふりま

す｡こちらから､一二三で､座っていただきます｡いいですか｡一､一､一､ ､二､三､ (繰り返し)｡

移動の方､お願いします｡

比嘉租乃 :

はい､いちおう終わったのは､張り出しておいて､見えるようにしておくと､後から参加した人が見

て､今この段階にいるのだなあということが､確認できます｡

今､実はやったのは､ただグループ分けですが､アイスブレイクでもあります｡アイスブレイク聞い

たことありますか?アイス､氷をブレイクする､壊す｡アイスブレイクですね､やはり､いきなりリラ

ックスしろと言われても､リラックスなんかできないので､そう解すためにですね｡特に朝の一番はで

すと､昨日も出張帰りで､着替えもしていない心をリフレッシュするとかね｡そういう要素もあるので､

やってみました｡特に､まちづくりとかそうなんですけれども､いろんな職種とか､年齢層の方がいら

っしゃるので､それがなごむためにやりますOアイスブレイクもいろいろあるのですが､今回一般の方

が多かったものですから､テーマもアルコール量とか聞いてみました｡

これからですね､皆さんのテーブルの上に､いろんなグッツが､小道具が､ワークショップグッツが

入っていると思いますので､その中からですね､ポストイット｡このグリーンのポストイットを､一人

一枚ずつ､取っていただきます｡このグリーンの大きいやつですね｡

これですね､皆さん､付等紙の大きくなったやつです｡使い方､ご存知だと思うのですが､のりがつ

いているほうは､嚢です｡これは､上のほうです｡こうやって､貼ったり､はがしたりというすぐれも

のの商品です｡私は､この商品会社のものではありません｡で､貼ってはがせるので､こう意見集約し

たりするときに便利なので使ってます｡これを一枚取り出してですね､これから､そうですね｡こちら

行きましょうか､すみません､ご起立いただきましょうか｡お名前と誕生日を､言ってください｡

上見充寛 :

名前は､上見充寛といいます｡誕生日は､6月9日です｡

比嘉穂乃 :

上兄さん､誕生日､6月9日だそうです｡上兄さんの誕生日プレゼントを､これから皆さんに考えて

もらいたいと思います｡6月9日､生まれの上兄さん､どうぞご覧ください｡上兄さんの誕生日プレゼ

ントを皆で考えてはしいのですが､まず､上兄さん､ここに一つはしいものを書いてください｡言わな

いでくださいね｡そっと､あそこで書いていてもらえますか｡その書いている間に､上兄さんが､これ

はしいだろうと思うもの､もしくは､これを是非あげたいと思うものを､皆さん一つづつ､このポスト

イットに書いてみますか｡本当に､ほしいの書いてくださいね｡
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佐藤学 :

あげたいものか､ほしいものか､どっちでしょうか｡

比嘉穂乃 :

ほしいものです｡ようは,当てっこしてくださいということです｡彼が､何をほしがっているか｡

(愛がほしいじゃないかな｡- 爆笑 -)

これは､有形無形､結構ですので｡

はい､書きました｡皆さん､OKですか｡はい､では､こちらから､純さんの方から｡

島袋純 :

上等なかりゆしウェアー｡ちょうど､夏になりかけて､上等じゃないかなあと｡

比嘉穂乃 :

上等なかりゆしウェアー｡かりゆしウェアーと同じようなもの書いた人いますかOないですか｡シャ

ツとかでも､似たようなもの書いた人いませんか｡

これ､屋比久さん (コーディネーターの補助係り)､集めてくださいね｡こちらいきましょうかね｡

参加者 :

黄色のポロシャツ｡

比嘉穂乃 :

黄色のポロシャツ､似たようなものじゃないですか｡ちょっと､違いますよね｡あ､黄色が大事なん

ですね｡

(省略)

以下､参加者から､次の上見氏がほしいと思われる物が出された｡

自転車､現金､サーフィンボード､デジカメ､MDコンポ､ノートパソコン､腕時計

お食事券､子犬､旅行券､

比嘉穂乃 :

実際にはしいものは｡

上見充寛 :

実際にはしいものは､今日明日にも子どもが生まれるので､ベビー用品｡

(拍手)

比嘉稔乃 :

ベビー用品だったのですね｡ということで､今やってみましたのは,バースディープレゼントという

ゲームですけれども｡見ての通り､大体はしいもの当てるというのは､難しいのですね｡これだけの情
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報量でも大体10%以下くらいで当たったりする時も､あるんですけれども｡本当にはしいものは何と

いったときに､やっぱりこう違うんですよね｡ベビー用品でも､もしかしたら女の子生まれるかもしれ

ないのに､男ばかりのベビー用品だと､やっぱり自分のニーズと合わないということで｡本当にはしい

もの何か､ニーズは何かということを確認すると言った時に､私たちも結構､計画つくりとか調査に関

わっていると､多分､この地域の人々は､これ欲しているのかなと思って､気を使ってつくっているこ

と､多いですよね｡実際､市町村行ってあるものですから｡でも､実際にこの人たち､欲しているもの

は何か､ということというのは､結構当たらないものなんですよね｡だからこそ､地域の人を集めて､

いろんなこう意見をひろいながら､ほんとうにほしいものとか､ニーズを確認しながら､それを皆で共

有しながらやっていくこと､大切ですよということです｡後､これですね､カードの使い方もかねてな

のですが､ポストイットを書くときは､一枚に一つの項目､一つのことを書いていきます｡二つも､三

つも書くと分類ができないのですよね｡分類するためには､一つのカードに､一つの項目を善くという

こと｡同じ似たような項目を集める時に､最初に腕時計といって､腕時の人がパンパンパンと集まった

ら､すぐシマできちゃいますよね｡分類の仕方です｡

ということで､このゲーム使ってみたのですが､では上兄さん､せっかく皆さんが､プレゼントであ

げてもらいましたが､どんなのが中に入っていたか､覚えてらっしゃいますか?

上見充寛 :

え～と｡よろしいですか､腕時計､子犬､デジカメ､現金ですね､旅行券､自転車､サーフボード､

上等なかりゆしウェアー､黄色いポロシャツ､それぐらいまでですね0

比嘉穂乃 :

ノートパソコンとか､お食事券とか､MDコンボがありましたよね｡でも､すごいかなりの記憶力です｡

(拍手)

記憶力調査をしているわけではないのです｡皆さんがさっき上兄さんのために考えて出した品々です

が､人の記憶ってこんなものです｡ (笑い)なので､書く｡ただ言いっぱなしにするのではなくて､記

録に残しましょうということです｡ただ言うだけじゃなくて､メモをとっていただいたり､それをまと

めたり｡何回か､繰り返していただきます｡結構ですね､飲み会の席で､いい案とかでるじゃないです

か｡飲み会ばっかしですね､私も飲んでばかりのような気がするのですが｡それって､あの時言ったあ

の言葉とか､何気なく発した言葉で､すごく良いアイデアとか､きっかけや突破口になるような､いろ

んなアイデアとか､言葉とかがきちんと記憶されていると｡後でまた役に立ちますので､それで書いて

いただきます｡

では､そろそろグループでの学習に移りたいと思います｡皆さんも､カードの使い方､バッチりです

ね｡かごの中に､A4の用紙が入っていると思いますので､それをそれぞれ一枚づつ取っていただいてよ

ろしいですか｡

四つにこう折って下さい｡そうそう､今日は､時計とかも､バッチリ｡しゃべりすぎないように､と

か入っています｡すごいですね｡あ､この小道具の準備は､全部､藤中さん (裏方準備 ･録音係り)に

してもらいましたので｡

後で､グッツはご覧になってくださいね｡ここに番号打ってください｡1,2,3,4｡どっちでも

いいですよ｡これから､私のいう質問に､それぞれ答えを書いていただきたいと思います｡よろしいで
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しょうか｡まず一番目ですね｡率直に思ったことを書いてください｡今の気持ち､いきなり､今の気持

ちですね｡まだ､アルコール抜けてないとか､ちょっと複雑とか､なんでもいいです｡今の気持ちを一

言で｡ (笑い)一つですね｡

いいですか｡二番目いきます｡何でここに来たか｡何で来たか｡

江上能義 :

なんできたか｡手段ですか｡ (笑い)

比嘉穂乃 :

いや､違います｡なぜ｡Ⅵ1yAreyouhere?ということですね｡あ､二番目のところに､枠の方に｡

やっぱり､沖縄の自治を考えるのに､私がいないとダメでしょう､とか｡でもいいですし､結構､公民

館の講座ですと､自治会長さんから電話でよばれたからねえ､とか (笑う)の人たちがいっぱいのグル

ープとかね､いたりするんですけれども｡なぜ､ここに来たか､あんまり難しく考えないで､思ったこ

とを､取りあえず学びたいんだよ､でもよろしいかと思います｡

三つ目いきますね｡好きな色､一つですね､高校生くらいまでは､好きな色とかなるのですが｡

(省略)

四つ目､皆さんが大切なもの｡ゆう形無形どちらでもいいです｡

(省略)

今日はですね､自治についてという目標もありますが､それから離れて､ワークショップそのものに

ついて､学ぶという目標もありますので｡皆さん､自己紹介もかねて､今言った質問も共有したいと思

います｡

グーループで､ちょっとジャンケンしてもらいますか｡

勝った方が､今日のグループのフアシリテ一夕-です｡これがいい役なんですよ､今日やるフアシリ

テ一夕-の役割としては､順番決めたりとか､あんた書きなさいよ､という指示係りです｡どんどんふ

ってくださいね｡その方の指示のもとに皆さん､動くことになります｡

これから時間を与えますから､グループ内で自己紹介をしていただきたいのですが､まず､お一人づ

つお名前を言っていただいて､一番目の ｢今の気持ち｣を言っていただきます｡例えば､比嘉穂乃です｡

今の気持ちは､まだやっぱり､緊張しています｡言った後に拍手してもらいます｡名前と一番目の質問

が終わったら､次は､二番目の質問に対して､答えを読んでいただきます｡ただし､書いてあるもの以

外は､読まないでください｡ですから､簡潔に､ぽんぽんぽんぽんといきます｡その後は､必ず拍手を

してあげてください｡

(省略一一色と大切なものについては､理由も述べる｡10分間で､順番どおり､時計回りでやる一一〕
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画像3 (アイスブレイク等)
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比嘉穂乃 :

はい､時間になりましたので､こちらのはう向いていただきたいと思います｡どうですか､10分間の

時間ですけれども､こういう自己紹介の仕方だと時間もかなり圧縮というか､縮小できて､なおかつ､

今日のグループのそれぞれいろんな考えとか､価値観とかがみえて､よりいっそう身近な人に思えてき

て､愛しくてしょうがないってなってきません｡こういう講座では､ないのですが､結構なれそうかな

あと思ってくる｡

4つ質問の方させていただいたのですが､例えば､今の気持ちとか､こうなんでここに来たかあとい

う質問をあえてしたのは､もう一度､この場に皆さん､参加しているだよ､という確認だけではなく､

大体いやいやながら来た人とか､仕方なくいらっしゃった方､この場にいること自体が何か滑稽に感じ

たりとか､不安を感じたりとか､すごく多いんです｡私､この場にいていいのかしら､しかもこんな自

治研究会､題材がですね､すごくとっつきにくいような､もしくは､身近に感じるかどうか､それぞれ

いろいろなパターンの方がいらっしゃって｡今の気持ちをちょっと吐き出すと､自分自身楽になるのと､

同じように､おなかすいたとか､眠いとかいう人がいると､安心しますよね｡あの人も､おなかすいて

いたんだ､という､ですね｡今の気持ちとか､何でここにきたかとかですね､いろいろなワークショッ

プとかでもやるのですが､後､最初いやいやながら参加した人の表情も､参加しないといけないんだわ

ね､とかという気になるので｡好きな色とか､大切にしてるものとか､文字通り､その人の価値観とか､

考え方とか､結構凝縮されているのですね｡この人が大切にしている価値判断の基準とかが分かると､
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やっぱりいきなりですね､グループ学習しなさいといわれても､どこの誰だか分からないし､けっこう

ね今の世の中ですね､これを言ったら､相手がもし､反対派だったらどうしようとかですね｡ (笑い)

ちょっとあったりするじゃないですか｡それで､お互いけん制し､お互い､全然､核心触れないまま､

本題終わっているとかいうことがある中でね､少しそういうの取っ払って､自身がどういうものが好き

か､とか､何を大切にしているのかということからはじめます｡肩書きとか､いろんなものを捨ててい

ただきながらですね､関わっていただくということで､自分自身をちょっとさらけだす｡だから､人に

よって､苦手でしょうし､もしくは､抵抗を示すような感じになる｡この場､このグループの中でこれ

を共有していただき､場に参加していただく主体性ということがですね､ぐっと高まる｡10分くらいの

短い時間なのですけれども､かなりグループ学習しやすい雰囲気になっているのかなあと思います｡

そろそろ本題にいきます｡この辺で､お遊びは､おしまいにして｡今日のテーマですが､この A4の

用紙は､持ち帰ってください｡もしくは､お隣の方と交換して､今日の記念に (笑う)｡今日はですね､

これから､第8回までの講座が行われます｡条例のモデルつくりということでですね､島袋純さんがお

っしゃっていたのですが､たたき台なしのゼロから､つくりあげていくのだという｡で､その意思決定

の過程を皆で共有する｡民主的な代替案､出していきましょうという.一番最初､皆さん､お話あった

と思いますし､前期の講座はずっと､それをメッセージの一つとして伝えていたんじゃないかなと思い

ます｡これから自治基本条例､作るのですが､その 『自治て､何に?』というところでですね｡実は､

今回新聞の連載の方､屋比久さんと､私と､純さん､新報の方でですね､書かせていただいて､私､主

にワークショップということで､書かせていただいたのですけれどもOやっぱり､私自身でも､自治て

何なんだろう?と考え直して､すごくこう混乱して､ ｢新聞はやめてくれ｣て思ったくらいですね｡こ

の混乱した自治という言葉についてですね､今回これからすすめていく中で､自治という､基本的な言

葉が共有できていないと､すごく引っかかってくるのではないかなあということで､ 『自治とは､何な

にである』という文章をですね､皆さん､それぞれの言葉で､できれば､わかりやすく､他の人が分か

るような言葉で､『自治とは』ということを､このポストイットに書いていただきたいと思います｡『自

治とは､00である』皆さん､一人4､5枚づつとっていただければ､多分いいのかなあ｡ようは､文

章をいっぱい作ってください｡ 『自治とは00である』 『自治とは00である』という感じでですね､

一人4､5枚づつ､作っていただきたいと思います｡ 『自治とは00である』､10くらいある人は､

それだけ書いて､構いませんが､一人4,5枚つくれれば｡できるだけわかりやすい言葉で､具体的に､

00を5つ､そうそうそう｡少なくともですから｡

比嘉穂乃 :

それでは手が止まってきたような感じがします｡また､思い出したらですね､追加して､カードは思

い出したときに書いてください｡次は､グループの皆さんと共有したいと思いますので､ちょっと､テ

ーブルの上を少しだけ､こう整理していただいて､カゴにですね.

ここから､フアシリテタ-さんの進行で進めて行きたいと思います｡よろしいですか｡やり方はです

ね､先はどのバースディープレゼントを思い出してくださいね｡あの一人の方が､まずその文章を読ん

でいただきます｡ ｢自治とは､000である｣｡もし､これと同じような意味内容を書いた人が次に読

んでください｡それでなかったら､次に進んでください｡別の方が今度は発表します｡自分は､自治と
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はこういうものである｡それで､これと同じような意味内容書いている人がいたら､私もこういうこと

書きました｡で､ただ､置くのではなく､必ず読んでください｡自分はこんなふうに書きました｡もし､

若干､意味内容､違うのでしたら､思いっきり違うと否定していいですから｡意味内容違なら､カード

｢緒にする必要はありません｡その時､そのまま､模造紙に貼ってもよいのですが,A4の用紙がありま

すので､これにですね､似たようなもの貼ってという使い方ですね｡これに見出しを付けると､これは､

こうゆうこといってますよ､とかになります｡よろしいですか､フアシリテ一夕-さん｡それで､書い

たもので意味が通じないのであれば､どういう意味で言っているのかを聞いてください｡若干言葉足り

ないものは､説明で｡後でもし､思い出したら､ポストイットにどんどん書いてくださいね｡これから

ですね､15分くらい､お願いします｡

比嘉穂乃 :

今､皆さん､それぞれ発表して､それぞれ出していただいて､意味内容似ているもので分類されたか

と思いますが､カードは必ず｢緒にすることがいいことではないというか､ちょっと意味が違うって場

合は,はずしちゃってかまわないです｡逆に､いっぱいに､｢緒にひっくるめたために､大切な要素を

抜かしてしまう可能性があるので､意味内容､ニュアンス違うという場合は､積極的に分けてください｡

だから､もう一回､見回して､特に5,6枚とか､ちょっと疑ってもいいかもしれない｡疑って､少し

分けていただく作業をしていただいた後にですね､それぞれまとまりごとに､見出しというか､どうい

うことを言っているのですよということを文章で､上のほうに書いていただきたいと思います｡その時

にですね､一つ､中学生でも分かるような言葉で､今ちょっと大人の言葉が多いかなあと､分かりずら

いよなあというところでですね､捉え方が全然違うと思いますから､中学生でも分かるような｡小学生

と言ったら､ちょっときついかもしれないので､中学生くらいでも分かるような言葉でまとめていただ

きたいと思います｡これを15分くらいで､お願いしたいと思います｡

比嘉観乃 :

では､ですね､また､まだ文章のほう作れていないところは､またその続きをしていただいて､でき

たところは､この模造紙一枚に､うちの吉川いませんね｡すみません､いないなあやっぱり｡紙一枚に､

意見をまとめていきたいと思います｡A4の用紙が何校か､6枚か､8枚かくらいですかね｡それぞれ出

ていると思います｡一枚のやつは､一枚で全然かまわないですから､それを模造紙いっぱいに､レイア

ウトしていただきたいと思います｡いわゆる関係性ですね､近い関係､例えば､こういうことがあって,

次にこう進むとか､これとこれは､同じような位置関係にあるとか､その書いてある紙ですね､で関係

性ができると思います｡これが中心になってこう上に上がっていくとか｡そもそも一番大切で､下にく

だっていくとか｡いろんな関係性ができると思いますので､それを並べていただきたいと思います｡そ

れで､紙のあまっているのは､なんかこれで切ったりすると紙もスマートになりますから､切っちゃっ

てそれで､整理してですね｡それで関係性をその模造紙につけていただきますが､模造紙のできれば､

横向きに使っていただきたいと思います｡で､はさみとか､マジックとかが箱の中に入っていますので､
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それを使われてください｡一番上のほうに線を引いていただいて､ここから､下のほうを使って並べ替

え､していただきたいと思います｡関係性を､これから15分くらいでまとめて､その後､皆さんの前

で発表していただきます｡ので､発表者まで決めていただきたいと思います｡

画像4 (グループ発表のガイドライン)
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比嘉能乃 :

皆さん､こちらの方を向いていただいて､見えづらい方は､イスのほうをどかしていただいて｡皆さ

ん､この発表をするときにも､ルールがあります｡発表の時間は3分間です｡後ろに､皆さん見てくだ

さい,屋比久さんが､1分前は､後1分､30秒前の表示｡ ｢おしまい｣と出たら､言いたくてもやめる

という､3分で｡だから､発表のプレゼンティーションカも問われるということなんですが｡

はい､ではこちらから｡お願いします｡

仲村未央 :

では､第二グループの発表をいたします｡メンバーは､島袋友一さん､上兄さん､仲村､島袋純さん､

比嘉さん､堀井さん､照屋さんの7人です｡ワークショップの手法でそれぞれが意見を言った結果､｢プ
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ロセス｣と ｢目標｣に､カードを分けることができました｡

まず､プロセスというのは何かを説明していきますと､たとえば､自治とは難しい､分かりにくいとい

うもの｡それから､単純に､1人ではなりたたない､複数いないとなりたたないというもの｡そして､

複数いるということは､互いに認め合うことが必要であり､その認め合う中から､一人ひとりが自分の

意思を持って､決定に参加するという行為が生まれる｡その上で､いろいろな意見が出されたら､それ

を調整する共同作業が必要になる｡そして､さらに共同作業をして､何かを作り上げたときに､その皆

で決めたことを確かめ合う｡確かめ合うということは､ただ､決まったことを確認しておしまいという

ことじゃなくて､またさらにそこから､これじゃあよくないということも含めて､改善をすることも要

する｡その改善までの作業を含め､一連の流れがプロセスとして､浮かび上がってきました｡

次に目標ということですが､つまり､自治という状態がどういうものであるかを表す言葉なんだろうと

思います｡まず､一方的な支配がないこと｡そして､治められるものが､治める者となること｡そして､

住民のものであること｡自ら治めること､などです｡

このような状態が､さきほどのプロセスを通して成り立っていって､それが生活の基礎となれば､す

ごくいいのではないかということで､結論を生活の基礎に置いて､タイトルの ｢自治とは何か｣につな

ぎました｡

上見充寛:

中学生に分かるということで､難しい感じということが皆さんあると思うのですが､さっきからこの

過程を経て､最終的な目標を持つことで､最初に自治に関わる人にも､分かりやすい説明ができるので

はないかなあと思いました｡以上です｡

(拍手)

画像5(自治とは生活の基礎である)



比嘉穂乃 :

はい､ありがとうございました｡やはり､中学生でも分かりやすい言葉だと､意味がすごく理解でき

ますよね｡次のグループいきましょうか｡これは､向こうに貼ってかまわないでしょうかね｡

次は､はい､こちらお願いします｡

玉城デニー :

それじゃ､第三グループの話し合って決めたことを説明いたします｡ちょっと見ただけでは分かりづ

らいかもしれないのですが､こういうことです｡まず､いろいろな意見を分けていって､自分たちが根

幹に置こうかなと思ったことは､住む人々の理念というか考え方ですね｡ ｢こうであることが一番うれ

しいのではないか｣,ということを中心にしようと出てきたのが ｢住む人々の平和と幸福のためのもの

である｣という意見です｡まず ｢自治とは｣という言葉に

続けて､ ｢住む人々の平和と幸福のためのものである｣というのが最初に上がったのです｡その平和

と幸福を守るために､どういうふうに考えられるだろうか､と分けていったらですね､まずは個人が､

自分が考えることと､皆で考えることをちょっと分けてみようかというふうに分類してみました｡そう

したら､住む人々の平和と幸福のためには､どうするのがいいかということですが､まず最初に ｢自分

たち自身が考えること｣｡自分たちが､まずその平和と幸福のために考えること｡まちのことを考える

こと｡それが､次に ｢住む人々が自分たちで決めることができる｣｡自己決定ですね｡

自分たちが考えて､決めようと｡よし､じゃ決めたなら､その一人一人が ｢自ら動こう｣となりまし

た｡

｢平和と幸福のために､行動しよう｣ということを一人一人がやろうということですね｡そして､生

かすにはどうすればいいか｡ ｢自分たちでルールを決める｣｡決まりのある暮らしOその決めたルール

を､守ろうじゃないかということで､ ｢考え､決め､行動し､そのルールを守ることによって､皆で歩

んでいこう｣ということを､目的は ｢平和と幸福のため｣というふうに､まずはひとつのチャートの流

れで考えてみたのですね｡じゃ､これとは別に考えてみようということで､いろいろ出されたこの他の

意見の筋立てをしてみたら､ ｢住む人びとの幸福と平和のためのもの｣は､ ｢住む人々の意見が尊重さ

れることである｣ということになったのですね｡皆の意見が､反映されること､尊重されること｡そし

て､そこに､住んでいる人々の権利､意見が尊重され､ ｢権利が守られること｣に繋がってゆきます｡

住民の意思が守られることを大切にしよう｡自分たちの意見が尊重され､守られることによって､自分

たちの住んでいるまちでお互いに ｢自助努力｣して､ ｢自立していこう｣というチャートをつくったも

のが､もう一つのこの流れ､考え方なのですが､実はそれぞれの一つ一つの意見そのものが､ ｢平和で

幸福のためのものである｣というように､実は一つ一つが全部 ｢基本理念につながって｣いて､それを

組み替えることによって､ ｢このまちの方向性が見えてくる｣ということなのです｡

結論として ｢このまちの形｣は ｢住む人々の平和と幸福のため｣に､ ｢いろんなリンクで｣また ｢いろ

いろな方向性が生まれてくる｣ということが ､私たちの研究で分かったという発表です｡

(拍手)
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画像6 (自治とは住む人々の平和と幸福のためのものである)

再 17′ `_'t一 %蒙る結わ 頚鴫 ･jて･･(..甘･㌻
箱抑伽よのT･･勿rJか止-

i.･:1--{ ミ̀?,読 了 -ェ丸 さ･_I-i,/捕 .ll I

凍略さぬ t
一

Ll>LT-:-.･-.

-i:.-弓-●㌔■l･
F-ほL･詣

↓ヽ

■

■i→

●

JヽH

～ヽ.･●･～耽'(>海綿冷凍'...汁,(

与.･▲-主セナ恥 _n

-～ ∴ .
1/'tぎ今

-l

･ . __ L " ~ C _ .- .細 工 i･､.

了~~~~~｢<ThJIr_J■L_{上･,.し
r{J.i-!t･ ､ 一一‥:I.≠
.sこと ､∴

二二 し _メ

+:Li _ー__.i∴.礼 _.._.._._…_… .
】L<F- j

'~1

L 一一- 一一一 _

1

j'< Y i

;I/.｣ ,

.一~̀~1 --

lJI:-1･-･-_･:I-_ノ∴̀空し∴ 二･ こき
E
~ ･::I+

比嘉穂乃 :

次のグループ､お願いします｡

みや里京子 :

皆さん､一秒だけ､目を閉じてください｡眠ってください｡はい､目を覚まして ･･目も覚めるよう

なビックリする､見出しです｡それでは私の方でメンバー紹介いたします｡敬省略します｡高良､江上､

みや里､潮平､伊波､佐藤の6名でたくさん意見がでました｡それについて｡ (笑い)

伊波洋一 :

それでは発表します｡私たちの結論は､ ｢自治とは､人間愛である｣ということになりました｡

メンバーの皆さんがいろいろと書いたものを整理をしますと､やはり､住民が主人公､自治は住民が主

人公であるということです｡住民が主人公であるという意味は､自分たちで決めて､責任を持っておこ

なうということです｡当然､地域の協力を得ながら､おこなうということですが､その目標はやはり人

間らしい暮らしを守っていくことです｡それで､自治は住民の砦ですよ､ということになります｡その

ことが､しっかりするならば､自治という砦は人々が世界に向かう土台にもなるのです｡そこで共通な

のは､自治は人間である住民を一番大事にするわけで､ヒューマニズム､人間愛であるということにた

どり着くわけです｡なんか､ずいぶん高みからの表現になりましたけれども､でも人間愛であるという
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ところで終わるのではなく､人間愛であるということからスタートして､｢住民が主人公であるという｣

ことにいつも戻れるような自治でありたい､あらねばならない､というのがこの結論なのです｡私達の

グループは､大学の先生とか､ちょっと硬そうな人たちが多くいたのですが､いろいろと個々に細かく

書かれていることは難しいものもあったのですが､まとめは ｢自治とは､人間愛である｣とスウッと心

にしみるようなものになりました｡結論ではなくて､前文じゃないのかという意見もあり､これを前に

するという議論もあったのですが､結論から言いますと,この二つは循環しているのです｡｢自治とは､

人間愛である｣という結論に達したところから ｢住民が主人公である｣ということを始めようというこ

とです｡

どうぞ､ご意見を下さい｡

みや里京子 :

いっぱい､ということでしたので､後期､勉強も､お互い =愛"でがんばっていきたいと思います｡

これで終わりです｡

(拍手)

画像7 (自治とは人間愛である)
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比嘉穂乃 :

何か､すぼらしいですね｡自治とは､というテーマでですね､一時間くらいですかね､皆さんにワー

クしていただいた完成品､成果物がこれになります｡改めてですがね､自治ということ､皆さん自身で

問い直すというか､あえてカードを使ったのは､紙に書き落とすという作業をする前に､自分自身で考

えますよね｡それで人に見られますので､とりあえず分かりやすいような言葉で書こうとする｡まずそ

れが大切になるんですね｡言葉だけだと､結構､言いっぱなしなので､わりとこう無責任な意見という

か､そういう言葉もでるのですが､紙に書き落とすという作業をすることで､皆さん考えたりまとめた

り｡後もうーっ､こんないっぱいの参加者で何か作ろうとする時に､意見言わない人がどうしても出て

くるのですよ｡すごい思いは､持っているのですが､恥ずかしがり屋さんや､私の意見､大丈夫かしら

と｡そういう人にも平等に､場を与えることができる｡順番に読んでいきますよね｡そうすると一人一

人に発言権が保証されるということでですね｡いろいろな要素がこめられているのですが､一番基本的

にですね､自治ということを､皆さんで考えていただきました｡いろいろ意見出していただきました｡

この上の言葉でまとめられていますが､自治､ ｢生活の基礎となるもの｣ということで､ ｢支配がない｣

｢自ら治める､治められる者が自ら治める｣ ｢生活の基礎となる｣ということがでていました｡自治と

は､住んでいる人の平和と幸福のためであるということであると､だからこそ､自分たち自身で考え､

決めて行動し､決めたルールを守る｡だから一緒に歩むことだよねえ､という流れが出ていました｡そ

のために住む人の意見が尊重されたり､住んでいる人の権利は守られる｡住んでいるまちが自立してい

ることというのが､中にあるのだろうなあ｡最後､あのグループから､あんなかわいらしいハートマー

クが､という､私もですね､グループ分けてまずったと､最初思ったのですが｡先生こっち移ってくだ

さいと言ったら､また雰囲気壊すなあとそのままでいたのですが｡なんか､盛り上がりがあって､この

異様な盛り上がりは､なんなんだろう､という感じがしましたが｡ ｢自治とは､人間愛である｣という

ことでですね､自分たちで決めて責任をもっこと､これが中心にきているのでしょうかね｡で､主人公

である､住民が主人公､で地域の協力がある｡人間らしい暮らしを守る住民の砦であるということで､

最後､人間愛であるというしめがでてきました｡やはり､自治ということばだけでも､いろんな要素と

かがあり､捉え方があり､それぞれの感じ方､それぞれのスタンスというのがあって､これから皆さん

モデル条例というのが､作られていく｡それぞれいろいろな価値観を持って集まっているので､やはり､

参加している人の意見とか､思いとかいうのを､きちんとこう発したりだとか､それを聴いたりだとか

することを経て､モデル条例をですね､これから形を作っていただきたいなあと思います｡

この後は､純さんの方につないでですね,この後はまとめの方に入っていくのですが､最後のプレゼン

ティーションの3分間､前回も1分間で質問しきれなかったのですが､強引にやはり､止めた方がいい

ですね｡時間限られているので､時間内に自分が考えたことを伝えるというのも､自治するというか､

非常に大切な要素ですよね｡時間は､皆に平等に与えられているものですから､そのことについて皆さ

んが共通に認識持つということがまたとても大切だと思います｡では､お願いします｡

島袋純 :

比嘉穂乃さん､ありがとうございました｡穂乃さんに拍手を｡

(拍手)

次回以降の審議項目に関してですが､仮に決めておいてあったのですが､次回以降われわれの中で柔

軟に話し合って､決めていくということにしたいと思います｡それでよろしいでしょうか｡では､そう
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いうことにしましょう｡

次回の全体コーディネータに関してですが､屋比久さんの方から提案ありますか｡

屋比久功 :

経験者にこだわらなくて､沖縄自治研究会の独自のやり方があると思いますので､どなたがやっても

いいと思います｡

島袋純 :

どなたか希望者はいらっしゃいますか｡困りました｡では､ここは呼びかけ人として責任をとって来

週のコーディネータは､私が勤めたいと思います｡

それでよろしいでしょうか｡ (賛同)

自治基本条例は､我々が今､出したような価値観を､どう位置づけるのかというこ

とであると､ご理解いただきたいと思います｡

屋比久功 :

今日は全体フアシリテ一夕一役の穂乃さんのお手伝いということで､足巨離をおいて皆さんの共同作業

を見させて頂いて､楽しかったです｡皆さんの活き活きとした表情の変化や最後の結論にすごく興奮し

ました｡僕なりに感じたことをお伝えしたいと思います｡

Bグループ (仲村未央さん進行)は､ラディカルに哲学的に自治とは何かを追求していました｡最終

的には､ ｢自治とは生活の基礎である｣というところに落ちついたのですが､自治を根本から考えてい

くこと自体が大事だと感 じました｡

Cグループは ｢自治とは平和と幸福をつくることである｣ということで､地域づくりという角度から

自治を考えていま した｡玉城デニーさんがリード役になって､皆で楽しく､こんなまちにしようぜ !と

いうような実践的な迫力を感じました｡

Aグループの ｢自治とは人間愛である｣､これは極めつけですよね｡今まで政治とか行政とかまちづ

くりの世界では愛という言葉はある意味でタブーだったじゃないですか｡

学者や記者や県議が入っているグループから愛というのが出たというのは､実に意外でしたが､非常に

ロマンチックだし､ドラマチック｡本当は皆､心の中でそう思っていると思うんですね｡人間愛を堂々

と提示したことで､沖縄の自治の新しい歴史の第一歩を開いたと思います｡実はこの原動力は､Aグル

ープの紅一点､みや里京子さんがムードメーカーになったからじゃないかなアと｡

以上です｡
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画像8 (まとめ方等)
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島袋純 :

ありがとうございます｡非常に､すぼらしいまとめ方だったと思います｡

僕が,これ生活の基礎だと思ったのが､物理的な条件の基盤に見えるし､これ 平和とか､福祉とか､

今の状態､求める状態で､これその我々が目指すべき､本当に宗教的な目標ということで､三つに並べ

られるのではないかなと思います｡ほんとうに､すぼらしい｡これを追求するために､自治基本条例を

つくりましょう｡

以上で､今日は､屋比久さんにしめてもらって終わりにします｡

(運営上の連絡等)
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後期第2回ワークショップ

研究会議録 (11月2日)

テーマ

① 講座の目標

② 審議項目

WSの進め方

④ 事前学習 (ML･掲示板)
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はじめに

第 2回ワークショップ (11月2日)は､全体コーディネーターの島袋純氏と14名の参加者､及び､

録音 ･裏方係りの私 (藤中)の計16名で実施した｡ここでは､まず会議録の要旨として､①講座の目

標､②審議項目､③wsの進め方､④事前学習 (ML･掲示板)の4つの項目を立てて議論の流れを整

理する｡

次に､島袋氏が指摘する本会議の重要な結論を述べる｡ただし､この結論は､メール等で意見を伺っ

ている段階であり､確定していない｡

(ワークショップの略語として､WSを使用する)

議論の流れ

(∋講座の目標
(wsという方法をもちいて自治基本条例のモデル条例をつくる本講座の目標)

議論の流れ :1

wSのモデル条例は､法案レベルまでというよりは､わかりやすい文体でつくれるレベルでよい｡(島

袋純)

18の審議項目は､2月の段階で決めたものであり､その項目の中で､何を話し合うのかという優先

順位も､グループの中で決めてもらいたかった｡(島袋純)

議論の流れ :2

目標として､18項目設定して､成果を重視する考え方｡もう一つは､成果を重視せずに､プロセス

を重視する考え方がある｡理想としては､どちらも重視したいのだが､時間の制約上 (2月8日最終)､

無理なので､どちらに優先順位をおくのか､決めなければならない｡前期の学習の成果を前提にするな

らば､成果の重視ができる｡しかし､考え方の共有を前提にしても､前期の学習の成果がないと､議論

をするための素材がないと思う｡だから､どちらも前期の講座､重要であり､継承すべき｡

だから､前者の18項目は､前期に対応しているので､成果がでやすいのに対して､後者の重要審議

項目をたてて､優先順位を決定して､12項目､10項目ぐらいに分ける｡そして､毎回､その中の 1

つの同一テーマについて各グループが､議論するやり方は､最終的にどのような成果がでるのか､分か

らない｡こういう大問題がある｡

来年の前期中に､本当のたたき台をつくりたいという目標がある｡(島袋純)

議論の過程を残さないといけない｡決めたことを､積み上げることが重要｡(Ⅰ)
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前期の成果を踏まえることを前提に､自治基本条例で､どのような価値が必要か､ということを明確

化できればよいと思った｡あまり､たくさんの下準備､学習を要求しても無理｡(S)

考えがしっかりしていれば､条文をつくることは難しくない｡例えば､環境権について議論をし､水

俣等の先進地ではこんな条例や行動をやっているけれども､わが県においてはどうだろうね､という話

をした上で､あえて載せないという選択肢もあるだろう｡また､書いていることは結果として同じなの

だが､それに至る議論としてはこうで､こういう要素は必要だとか､罰則規定は設けないとまずいとい

う議論を今年度中にやる｡その上で､来年､具体的に成果品としての条例を考えていくというイメージ

ですか｡(S)

多摩市では､｢～のこと｡｣という住民の価値を､言葉で表している｡そのレベルをたたき台として出

したい｡プロセスを重視するやり方を採用して､2月8日に､尻切れトンボでおわってしまうのは､も

ったいない｡(島袋純)

WSは､技術だから､それの技術で出てきた価値を､法律の専門家が､内閣法制局のように､条文化

すればよいのではないか｡(Y)

② 審議項目

議論の流れ :1

前回､提案した審議項目案は､全部で 18項目｡2回から7回まで､毎回3つづつ各グループが､そ

れぞれ別の項目を話あうことになっていた｡しかし､毎回1つづつの項目を話し合うようにしてはどう

か｡(島袋純)

前回のワークショップ (ws)は､自分の意見を発表し､皆の意見を聞くという気づきという意味で

は有効だが､この講座の目的はWSを体験することではなく､自治基本条例をつくることである｡前回

のようなWSの手法だけで､その目的が達成できるのか疑問｡また､毎回､参加者が変動するので､ペ

ーパーで記録を残す必要があるのではないか｡(Ⅰ)

WSで決まったことは､後戻りしないようにすればよいのではなかろうか｡自治基本条例は､先進事

例を参照することで､つくることができると思われるが､重要な点は､どういう経緯でつくったのかと

いう過程である｡(S)

今日､配布された資料の20頁では､起草委員がつくった素案に対して､異議ありという形でWSし

ている｡WSは､あらゆることについて､有効とはいえない｡だから､枠組みをつくってみて､このこ

とについては､WSでつくってみよう､というふうにやるのか｡または､別の手法でやるのかは､選択

すべし｡
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今､重要なのは､いつまでにしあげるのか､というターゲットを明確化することである｡18項目と､

水曜日にでた10項目を比べて､重要なのをピックアップすべし｡審議項目には､権利や責務等､まと

められる｡そのためのWSをやるべきだと思う｡

項目ごとに､出席者を選定すべし｡(Y)

現状のグループ分け等もしてある 18項目を､後戻りしないという前提のもとに､ある程度審議して

いけば､たたき台できるようになっている｡

それに対して､この話し合いの中で､重要審議項目をたてて､優先順位を決定して､12項目､10項

目ぐらいに分ける｡そして､毎回､その中の1つの同一テーマについて各グループが､議論するやり方

を提案する｡(島袋純)

議論の流れ :2

後戻りではなく､前回の議論を深めるという視点で､もう一度やるという柔軟性はあってよいので

はないか｡(T)

時間の問題はあるが全ての項目にコミットしたいという希望がある｡(T)

議論の流れ :3

ファシリティタ-は､一人の人に集中しないように､多くの人に分散した｡その担当の人が休んだ

ら､左から､記録係､その次の人という感じで､逐次､昇格するように､役割分担表を作成した｡(島袋

純)

同じものをやるのであれば､事前のグループ分けは必要ないのでは｡しかし､2グループは､違う意

見を出すために､必要｡

グループ分けは､WS当Elやってもいいのではないか｡ただし､ファシリティタ-と記録係りは決め

ておく｡で､もし､この担当になった人がこれない場合は､責任を持って自分で､他の人に代役をお願

いするべきではないか｡

原案通り､グループ分け､ファシリティタ-はやって､当日の参加具合を考慮して､2または3のグ

ループを編成すればよい｡毎回､この原案で3人の担当者が決まっているのだから､最低､代役を含め

て､2人はきてもらうようにしたらよい｡(Ⅰ)

はじめから､2つにわけて､担当者を固定するという意見もあるが､実際には､参加者は変動する

ので難しいのではないか｡(S)

原案は､申し込み用紙の段階で､審議項目の希望を取っているので､新たに､希望を取るのは大変｡

(島袋純)

グループ分けは､当日の参加者数を見て柔軟にしつつ､テーマはそのまま活かせばよい｡(I)
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③ wsの進め方

議論の流れ :1

今日､テーマとなっている ｢抵抗権｣について､まず､｢抵抗権｣の概念を明確化して共有し､それを

条文化するにはどういう表現がよいのか､という議論をしたかった｡そのためには､目標を設置しない

といけないのでは｡(A)

ファシリティータや記録係りを決める方法は､担当の人が､来られないといってきて､機能しないの

ではないかと思ったが､仏)案でうまくいくのではないか｡(♂)

ファシリティタと記録係りの役割を明確化してほしい｡3時間の使い方 ･ねらいの共通理解をしてほ

しい｡(S)

議論の流れ :2

抵抗権や平和的生存権は､住民の権利でまとめれることができる｡住民主権とまちづくりの権利でま

とめてあった｡それから7,8,9は自治体の機構の責務｡10,11,12は政策の住民主導のプロ

セスでまとまるし｡住民共有､対外関係､実を言うと､住民との関係､横との関係ですね｡それから､

外国との関係も含めると､何かしら一つにまとめて｡前文 ･総則 ･改正とかは､最高法規性を担保する

重要な手段です｡いわれてみれば､これ偶然なのですが､まとまってます､偶然に｡だから､もう一度

テーマを考えてみて｡一応､分担はするけれども､住民の権利ということで､共通性はあるので､他の

ことに関しても皆さん､意見を求めて出し合ってやるということで､やっていって､とりあえず､18

項目を活かしながら､それでやっていくという｡どうですか｡

一つのグループが抵抗権で発表するのなら､抵抗権の言葉をだす｡ところが､他の言葉についても､

文言を出すということにしますか｡それとも､ポストイットに書くだけで､意見を出さないようにしま

すか｡

ちょっと､難しいですが､意見言ったほうがいいかもしれませんね03つのグループが3つのテーマ

に関して､それぞれ出すと｡一応､グループ分けして､その担当項目に重点を置いてもらうが､その日

の3つの項目全てについて､考えていてもらう｡ということであれば､かなり共有性は担保できるので､

この仕組みがいいですか?(島袋純)

参加者の問題意識､意欲に応じて柔軟に審議項目への関わり方をかえることができるこの方法はよい｡

しかし､前回は､穂乃さんの全体コーディネーターがよかったから､うまくいったのであって､いつも

うまくいくとは限らない｡(Ⅰ)

経験者のように､素人はうまくいくわけはない｡前回の穂乃さんがやったWSにとらわれたら､毎回

うまくいかなかったということになってしまう｡だから､それにとらわれるのではなく､大切なことは､

いかにして､多様な意見を引き出し､皆で関連付けられたか､ということだ｡

私は､網羅的にやるよりは､凸凹ができても良いと思う｡
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一つのテーマについて､家で､ポストイットをある程度書いてきたら､WSでの時間を有効に使える

のではないか｡(S)

事前学習が必要だということですね｡

以前､合意をえていた進め方は､テーマごとに各グループがバラバラに審議し､20分づつ全体で議

論をすることになっていた｡抵抗権20分､平和的生存権20分､環境権20分という具合に｡

しかし､今､言っているのは､それぞれのグループが､3つのテーマについて､いっぺんに議論した

ほうがよいということになりますね｡そうなると､集約が大変ですね｡切り張りをやらないといけない

ですね｡最後に､皆で､似たようなものをまとめていく必要があるのではないか｡(島袋純)

それは､いいのだが､集約する際､どうしていらないのか､という根拠を明確に書いておかないと､

また議論を蒸し返すことになる｡その記録そのものは､基本的な考え方の構成要素となるので､重要で

ある｡(S)

その点は､WSの多様性を残し､次のステップにつながればよいと思う｡(Ⅰ)

議論の流れ :3

ファシリティタ-は､その審議項目の専門的知識が必要であると言うわけではなくて､あくまでも､

運営を円滑にするための役割である｡だから､その原案を活かしてよいと思う｡(I)

穂乃さんに､タイムキーパーのやり方等を含むファシリティータ-のマニュアルをつくってもらう必

要があるのではないだろうか｡コーディネーターがはたすべき､審議項目ではない､作業の仕方のガイ

ドがあれば､誰が担当してもうまくいくのではないか｡(Ⅰ)

全体的なコーディネータについては､穂乃さん屋比久さんが､スーパーアドバイザーになって､次回

のファシリティータ一 ･記録係と､打ち合わせをすればよいのではないか｡(T)

④ 事前学習 (ML･掲示板)

議論の流れ :1

メールは､提案の場であって､最終的な決定は､もう一度､皆が集まった場所でやる｡運営に関して

も､皆がいる場で時間をとって決めたいのだが､現実には難しいので､メールとHPの伝言板を併用し

てやりたい｡(島袋純)

文章だけのやり取りは､きつくとらえられがちになるので､掲示板だけに頼るのは問題 (S)
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議論の流れ :2

スレッドを立てて､WSなりホームページなりで､議論をする､とすると来週はこれとするのではな

くて､当初から全部について立てていたほうがよいのではないか｡(Ⅰ)

来週までに､この18の審議項目について､スレッド立てて､最初の話の切り口をおいておけばよい

と思う｡例えば､多摩市ではこうでしたのように｡なにか､置いておけば､反論も出てくるだろうと思

ったのだが｡(島袋純)

2週間に一度､この講座でやるだけでは､こころもとない｡しかし､Mlや掲示板の活用しようと言

っても､しっかり利用されるだろうか｡掲示板は不特定多数の人々が見ることができるという点もある｡

(S)

掲示板は､議論が閉じられないようにするために必要｡MLは､何の議論しているのか､分からなく

なる｡(島袋純)

皆が掲示板を利用していなくても､一部の人が議論を共有していれば､ws当日の議論が､よりよい

観点からスタートすることができる｡それで､いいのではないか｡(Ⅰ)

議論の流れ :3

ML･掲示板は､各審議項目について､関心のある人が入れておけばよいのではないか｡ファシリテ

ィタ-は､タイムキーパー等の作業のウエイトが結構あるのではないか｡(Ⅰ)

ファシリティタ-は､言いだしっぺとして､WSの前の二週間中に､一回は掲示板に書くようにする

ようにしたら良いのではないか｡(S)

私 (島袋純)の方から､ファシリティタ-と､穂乃さんと屋比久さんに連絡をとって､それから､穂

乃さん屋比久さんの方から､ファシリティタ一に連絡がいくようにします｡それで､次回は､第1回目､

住民の権利となるのでしょうか､そういう共通のテーマで､全員で全ての項目を｢緒に話し合うと｡

島袋純氏が指摘する会議における重要な結論

(ただし､この結論は､メール等で意見を伺っている段階であり､確定していない｡)

①基本的なグループ分けとグループ役割は､講座募集時に希望をとり決定したとおりとする｡

②審議項目とその項目を取り上げる日時は､原案通りとして､11月2日に予定していた審議項目を1

月25日に､1月25日に予定していた項目を2月8日に行う｡
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(診グループフアシリテ一夕も原案のとおりとして､事前の準備に力点を置くo島袋から連絡を密にする｡

責任を持ってもらう｡

④一日で三つの審議項目をばらばらに各グループが話し合って､個々の審議項目を発表するのではなく､

三つのグループがそのE]の三つの審議項目をいっぺんに話し合い､最後にまとめて､三つのグループ

が三つの審議項目を発表し､全員で三ついっぺんにたたくことにする｡

G)三つのグループが作れない場合､その場で二つのグループに再編成する｡

⑥全体コーディネータとフアシリテ一夕の事前連絡を密にしてもらう｡フアシリテ一夕の役割を明示し

てもらい､メイルで送付する｡

⑦フアシリテ一夕が議論促進に取り掛かりやすいようにするため､掲示板に18の審議項目とそれぞれ

の基本的な考えを貼り付けておく｡
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