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後期第3回ワークショップ

研究会議録 (会合18･11月16日)

テーマ

(か まちづくりの市民参加の権利

島袋 友一 (西原町政員)

② コミュニティ･NPOの役割

堀井 大 (沖縄県庁職員)

③ 教育権

与那嶺 武 (西原町職員)
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はじめに

比嘉穂乃 :

それでは､皆さん､おはようございます｡最初の日は､約一ケ月前の10月19日でした｡後期の講座

ではモデル条例をつくるために､ワークショップの手法をもちいるということで､前回､ワークショッ

プそのものを知っていただくという主旨の講座を担当させていただきました比嘉穂乃です｡そのワーク

ショップについて､前回､衝撃というか､ショックを与えてしまったようで､うれしい反面､しまった

かなあということを内ノL感 じていました｡というのも､ワークショップというのは､場そのもののこと

なんですよね｡やり方や進め方も､目的を達成するために､参加する人たちで､様々な意見や知恵とか､

考えを出しながら､つくっていく場そのもののことを言うものです｡-回目は､そういう意味では､楽

しく､わきあいあいと過ごせて､どっかちょっと､もしかしたら本題とズレているのではと感じたこと

もあるのかと､少々懸念していました｡それで､二回目ですね､ちょっと参加しなくてよく分からなか

ったのですが…｡1回目参加された方､手を挙げてください｡2回目参加された方､あ､ほとんど参加

されてますね｡確認のために､2回目､どのような話し合いがされたのか､2回目参加されていない方

にも分かるように､掲示板でも議論されていましたが､この中でも共通して押さえておくべきところと

いうことを､発言いただけますか?これは､あくまで確認という意味ですからね､これで話を蒸し返す

という意味ではなくて｡普通､連続のワークショップとかする時には､話し合った経過とか､なるべく

見えるように壁に張っておいたりするんですよ｡皆さん､今ペーパーの上に､落とされていると思いま

すので､掻い摘んで論点だけ説明していただけたらと思うのですが｡

どなたか､よろしいですか｡

前回の話し合いで決まったことについて

島袋純 :

前回の話し合いの争点は一点､ ワークショップにおいて､プロセス重視するか､成果を重視するかに

ついて基本的な認識のための話し合いであり､私が出した案というのは､成果は後からついてくるもの

という発想のものとに､プロセス重視にどうにか持っていきたいということで､変更の伺いを皆さんに

打診したのですが､やはり､どうしても成果を出すことに意義がある､と意見も強く､これをどのよう

に調和させようかということで､議論が進展して､どうにかできる範囲で､プロセスと成果を両方､追

及していこうということになったと｡これが基本的な流れだったと思います｡

屋比久功 :

プロセスと成果のどちらを重視するかという問題は､具体的なレベルが見えていないと､人それぞれ

のイメージがあって､一概に言えない部分もあるのではないかと思いますが､前回の会議では流れとし

て結局､どちらに落ち着いたのですか

97



比嘉穂乃 :

と､いうことで､当初､決めた三つのテーマで､今回やってみるということでいいですか｡

島袋純 :

私が始めに提起したのは､極めて成果重視型｡そして､比嘉穂乃さんが最初にやってくれたのは､極

めてプロセス重視型｡正直言ってそれにショックを受け､成果は､プロセス重視のワークショップの結

果に過ぎないと考えて変更案を出したのですが､やはり､全体の意見として成果も重要ということで､

妥協案というのですか､折衷案というのですか､それがでてきたということだと思います｡

画像 1(前回の確認)

アイスブレイク (自己紹介等)

比嘉穂乃 :

はい､そういう理解になります｡oKです｡事前に今日の進行は､提案されているので､私は､これ

に沿って､今回は進めていくということでですね｡特に､大きな遊びをするわけではないのですが､あ､

ちょっと人数が増えましたね｡もう一人､来たら3グループにしましょう｡あ､来られたので､3グル

ープにしましょう｡

では､今日は､各テーブルで､3つのテーマそれぞれを取り扱うということで､進めさせていただき

ます｡グループ分けの一覧に基づいて､分かれてみましょう｡
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比嘉穂乃 :

では､マジックを皆さん持っていただいて､A4の紙に､今の皆さんの気持ちを漢字一字で表してみ

ましょう｡はい､A4の紙､一枚に大きくです｡漢字が思いあたらない方は､絵でもOKです｡

～作業中～

比嘉穂乃 :

はい､これをもとに話を進めていきますが､ファシリティータの方を中心に､自己紹介も兼ねてです

が､今の気持ち漢字見せてですね､その説明と名前で､アイスブレイク兼ねた自己紹介をしていただき

ます｡では､ファシリティータさんお願いします｡

～作業中～

- グループ紹介-

担当:コミュニティ･NPOの役割

堀井大 (フア)､知念弘聡 (記録)､比嘉俊雄､潮平芳和､照屋勉

担当:教育権

与那嶺武 (フア)､新崎盛事 (記録)､矢口雄三､江上能義

担当:まちづくりの市民参加の権利

島袋友一 (フア)､難波田到吾 (記録)､島仲徳子､佐久川光由､島袋純

全体コーディネーター :比嘉穂乃､ 全体記録係 :屋比久功 録音 :藤中寛之

各グループでワークショップ

比嘉穂乃 :

はい､大体よろしいですか｡自己紹介､簡単にできたと思います｡これから本題に入っていただきま

す｡｢教育権｣と ｢まちづくりの市民参加の権利｣それから ｢コミュニティ･NPOの役割｣3つのテー

マで､それぞれ各テーブルでテーマを持つのではなくて､3つのテーマについてお話をされるというこ

とになっていると思います｡これから､大体､一時間くらいですね｡11時 10分を目途にしましょうか｡

時間配分は､フアシリテ一夕-の方にお任せします｡2回目の話し合いで､各テーブルが一つづつやる

のではなく､全部 (3つ)やるというふうに決まったようなので､今日は､その方法でやらせていただ

こうと思います｡時間一時間､それをやった後で､どのような話をされたのか､全体での発表をしてい

ただいき､全体での共有､共通認識をしていきます｡グループそれぞれで､フアシリテ一夕-の方が､

タイムスケジュールをしていただきながら､進めていただきたいと思います｡3つのテーマの順番は､

グループで決めてください｡皆さんが､一番関心があるものから､スタートしていただいて､1時間を､
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20分､20分と取っていくやり方もありますが､関心なくてアイデアがでないものに20分かけてもしょ

うがないので｡ただし､いっぱいやるものがあるのは､60分の範囲の中でですね､その各グループで､

時間は､割り振って話す内容の時間のほうも､決めてもらいたいと思います｡

どなたか､記録をお願いします｡話の内容､ホワイトボ-ドか､模造紙か､A4の用紙に書いていた

だきたいです｡模造紙かこちらのホワイトボードも使ってよろしいので｡ホワイトボードに､進行のあ

り方を書きながら進めるやり方と､A4の用紙で進めるやり方､どちらでもかまわないです｡それぞれ

の流れを記録するやり方をとっていきたいと思います｡

もう一度いきますね､これからやるべきことは､3つのテーマについて､それぞれグループで､議論

していただきます｡その内容についてまとめていただいて､その後､一時間後に､各グループから､報

告をいただきます｡よろしいでしょうか｡大丈夫ですね｡それでは､よろしくお願いします｡

～ 作 業 ～

各グループの発表と､全体でワークショップ

①まちづくりの市民参加の権利

比嘉敏乃 :

3つのテーマの中で､途中のものもあるかもしれませんが､今日は､この3つのテーマについて､そ

れぞれですね､全体としてのまとめみたいなものを出すことが､目標の一つとしてありますので､その

作業に入っていきたいと思います｡前のほうに3つ､今日のテーマに基づいてですね､つくったものが

あります｡皆さんから発表を受けたものを､私たち､一端､こっちの方に書きます｡文字として見なが

ら､全体で共有していきたいと思います｡発表の方､できたものから､いただきたいのですが､じゃ､

赤組さん､お願いします｡

佐久川光由:

赤グループから｡まちづくりの市民参加の権利ということで､1番目は､まちは住民のものであると

位置づけてあります｡これは､住民は自治体のオーナーであるということで､株主的な感覚で､まちは

住民が所有して､将来とか､統廃合とか､住民の方が決めていく権利がある｡そういうふうに位置づけ

ています｡二番目は､まちに住み､はたらき学ぶ全ての人が､様々な方法で､参加する権利があるとい

うことで､これは､住んでいるだけではなくて､働きに来ている､大学に来ているなど､すべての人が､

形態を問わず参加する権利があるということで､2番目に持ってきてあります｡次に､3番目､市民参

加は､自由な意思に基づくということで､自由な意思に基づいて､住民は強制させるのではなくまちづ

くりに参加していく｡それは､最初は､きっかけというのは､無責任でもよいと｡あるいは､積極的に

参加していくとか､そういうことも含めて､積極的に参加していくとを3番目に持ってきています｡そ

れから､その自由な意志に基づいて参加した上で､4番目として､責任を伴うものである｡ただ､言い

っぱなしとか､そういうことではなくて､責任を伴い､行動･発言､全てにおいて責任を伴っていくと｡
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5番目に､まちづくりの全ての段階において､住民は参加する権利がある｡これは評価､計画の段階だ

けでなく､計画の段階で参加し､更に評価の段階でも参加する､ということで､すべての段階で参加す

る権利がある｡最後､6番目に､自治体は､住民が自治体のまちづくりに参加できるようにしなければ

ならないということで､これは､自治体が､住民が主体的に参加できるように､保障しなければならな

いということで｡あるいは､年齢とかで､そういったことで､差別とかはしない｡あるいは､参加する

ことの不利益とかも､そういったことも被らない｡そういったことで､1,2,3,4,5までの段階

を､自治体が全て保障するようにならなければならないということで､6番目に持ってきています｡以

上です｡

画像2 (島袋T｢市民参加の権利｣)

比嘉穂乃 :

じゃ､次は､縁組さんでしょうか｡

与刃臓 武 :

こんにちは｡3つ取り合えずやらないといけないということで､時間的に制約がありましたので､細か

い条文というよりも､その中に入れる内容ということで､皆で意見を出してみました｡まずは､住民主

権ということなのですが､ホームページの書き込みも我々参考に､いろいろやってきました｡まず住民
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主権ということで､住民が主体､その辺を明確に出していこうということで､住民主権であるというこ

とを､まず最初に持ってきたいと思います｡住民が主体であるということをですね､大きく明記しなが

ら､また､自主的､自立的に住民が関っていくのだということを､出していきたいと思います｡また､

参加感という中でですね､例えば､多摩市のほうで楽しくまちづくりをという条項がありますけれども､

そのように夢と希望を持ってというような参加感を打ち出したらという意見がありました｡後､日常性

というのは､一定期間ということではなくて､常に住民は参加する権利があるということを条文の中に

入れてもいいのではないかということがありました｡後､平等性ですね｡参加する上で､また取り扱い

についてもですね､平等性を明記する必要があるのではないか､という要望がありました｡また､権利

を主張する以上ですね､発言と行動に関しては､責任を持つべきであるということと､また､積極的な

参加でない不参加のときにもですね､それで不利益を受けないという条項も入れるべきではないかとい

う意見が出ました｡これはニセコ町でも多摩市でも入っていますけれども､これは大事なことではない

かということです｡後､情報の公開は､まちづくりの参加というか､過程においてですね､必要ではな

いのかということ､このようなまちづくりを進めていく上で､情報の公開性､必要性という意見が出ま

した｡それから､行政のまちづくりを支援する義務ですね､これを明記することが大切という意見があ

りました｡以上です｡

画像3(与那嶺T｢市民参加の権利｣)
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堀井大 :

青チームなのですが､まず､参加は平等というのがありまして､まちづくりの参加に対して､平等な

権利を要する権利｡また行政に提案する権利と､それに対する説明を求める権利を有する｡誰でもまち

づくりに参加することが保障されています｡次に､原案計画策定前の参加として､まちづくりの様々な

場面に参加したり､積極的に地域住民への説明､協議が可能な条件整備がす｡

されに住民にも義務と責任というのがあります｡それは横とのつながりを大切にし､自らの発言と行

動に責任を持つことです｡これらをまとめると､あらゆるまちづくりの政策決定の場において､具体的､

かつ平等な参加を保障されるものとなります｡以上です｡

画像4 (堀井T ｢市民参加の権利｣)

比嘉敏乃 :

こういう感じで出てきました｡

まちづくりへの市民参加の権利ということで､まず､｢まちは住民のものである｡｣｢まちに住み､働き､

学ぶ､全ての人が様々な方法で参加する権利｣､｢自由な意思に基づく｣､｢責任に基づく｣､｢まちづくり

の全ての段階において参加する権利がある｣､｢自治体は､住民のまちづくりの参加を保障する｣､｢住民

103



主権｣､｢住民主体｣､｢日常性｣､｢責任を持つ｣､｢不利益を受けない｣｡これは確か､｢まちづくりに参加

しないことで不利益を受けないということ｣ですよね､書いておきましょうね｡(穂乃さんが､書き込む)

で､｢まちづくりへの参加､平等｣､｢提案する権利｣｡｢原案策定前からの参加｣､｢住民にも義務と責任

があって､あらゆるまちづくりの政策決定の場に主体性､かつ平等に参加を保障される｣｡これは､この

一文でまとめられたということになります｡

そこでこの中でも､似たようなもの､例えば､｢まちは住民のものである｣を aとした場合､これと

似たような文章､ございますか｡｢まちは住民のものである｣､どうですか､まとめられますか｡｢住民主

権｣､｢住民主体｣､他､どうでしょうか｡

次､いきます｡｢全ての人々が様々な方法で､参加する権利｣｡これを､bとした場合､｢平等性｣､は

い｡

次いきましょうね｡この ｢自由な意思に基づく｣という､特にないですかね｡

次､｢責任を伴うものである｣ということを､dとしましょうか｡これですね｡

次｡｢全ての段階において参加する権利がある｣｡あ､そのこっちですね｡はい｡｢日常性｣はちょっと､

違いますかね｡

｢保障し､サポート､支援する｣､最後､e､f.gですね｡後､こちらもですかね､g｡｢参加しないけ

ど､不利益を受けない｣｡(穂乃さんが､模造紙に書き込みながら)

今大体､8つの項目ぐらいに､その中でも分けられるというような形になりますね｡この後やりたいの

は､aをまた､もう少しまとめて言葉にする｡また､bについてまとめて言葉にするなかで､文章とし

てすっきりするものは､｢緒にするという作業を､しばらくやっていただこうと思いまが､これは一端､

ここで終わっていいですか､それともまとめる作業しますか｡どうでしょうか｡

今,aについて答えだしてみましょうか｡ちょっと､aの文章だけ､皆さん､読んでいただいて､｢住

民は､まちづくりの主体である｣｡はい､他に｡

島袋純 :

最初､オーナーであると書いたのですが､オーナーでは､中学生には分からないだろうということで,

主体ということばを所有者という意味で使いました｡一般的には､自治体そのものは､住民の意思によ

って､どうにでもできるのだということです｡

比嘉穂乃 :

どうでしょう｡逆に､主役というと､どういうニュアンスになりますか｡

島袋鈍 :

主役というの､場を設定したり､いろいろなのがあるのですが､いろんな要素があって中心の役割を

果たすというイメージなのですが､これは所有者なので､その違いです｡所有者と主権者は､ここでは

おおよそ同じです｡

比嘉能乃 :

他どうですか｡主役とする｡
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島袋純 :

主権という言葉､使ったほうがよいかもしれませんね｡

比嘉観乃 :

主権者である｡もし､この言葉に違和感があるのでしたら､どんどん｡もしくは､主体がいいですと

かね｡主人公｡主権者である｡

江上能義 :

主役とか､主人公とかはよく使われて､どちらかと言えば､形ばかり祭り上げられている感じがする｡

もっと､インパクト､オーナーに近いようなインパクト与えるのだったら､思い切って､主権者とかな

んとか使ったほうがいいのではないかという気がするのですが｡

比嘉穂乃 :

さあ､他に意見をどうぞ｡例えば､逆に､本当にオーナーが何でもできるのか､とか｡

島袋純 :

まちがいいのかなあ｡まちと自治体､｢まちづくりの主権は国民にある｣と､国民主権の概念を使って､

｢まちづくりの主権は住民にある｣という言葉は､どんなですかね｡

新崎盛事 :

主役とか､主人公とかは､演劇の主役とか､主人公をイメージしてしまいます｡主人公 ･主役とは､

その演劇づくりに対して意志を反映できないですよね｡そこに､意志を反映させる意味では､主権者み

たいな感じがよいのではないかなあ､と思います｡

比嘉穂乃 :

いかがでしょうか｡ここで私が､中学生でもわかるようにというと混乱するのでしょうね (笑)｡自治

体の主権は､住民にある｡はい｡

与刃臓i武 :

やはり､中学生でもわかる言葉を考えていたのですが､主権くらいだったら､憲法のなかでも出てく

るので､中学生でも理解できるかなということと｡主権を言葉で使うのは､より強めにというのですか､

そういうのを表現したいということなので､主権使っても､中学生ぐらいまで大丈夫かな､と思います｡

比嘉稔乃 :

aは,まちづくりと自治体の主権は､住民にあるという言葉で､いかがでしょうか｡

江上能義 :

自治体の主権者というのは前の項目なんかで､普通､詣わない｡これ自体が､そうなの､前文のとこ

ろなの｡じゃ､一応入れといて､後で､調整する｡
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比嘉稔乃 :

入れますか｡違和感あったら､抜きましょう｡

はい､次は､bの方､皆さん､目をうつしていただきたいと思います｡｢まちに住み働き､学ぶ全ての

人が,様々な方法で参加する権利｣｡で､｢平等性｣も､そういう感じのニュアンスですか｡

島袋鈍 :

仲地博さんの前期の報告を念頭において､それをうまく中学生にわかる表現がないかということで､

考えたら､フアシリテ一夕の友一さんの方から､この言葉どうかということで出されたものです｡仲地

さんの概念を､一応念頭においた言葉使いです｡

比嘉能乃 :

こちらもですね､｢まちづくりの参加は､平等｣｡これも同じような意味合いで使っているのですかね｡

いろんな形で参加する権利があるということにポイントが置かれるということですね｡とすると､bは､

様々な方法で､どなたか｡声を｡そのまま､bいかしていいですか｡

江上能義 :

様々な方法で､というとどういうふうに参加するのだろうか｡ちゃんとここで､意見が出ていますか

らね｡様々な方法で､て､平等でということですよね｡

前のほうに戻りますが､aの住民主体とか､自立的とか､自主的にとかね｡それで､平等にかつ､自

立的にとかね｡それに参加すると｡そして､しかし､後の方で､参加しないことで､不利益をうけるこ

とはないと｡そんな文言にしたら､まとまるのではないか｡

比嘉穂乃 :

漢字がいっぱい続いたので‥.｡これは全ての人が､で入っていいのですか｡この辺が､そういうのは

抜きに､｢いろんな方法｣､｢平等｣に､｢自立的｣に｡前の方､これを活かすわけですね｡

島袋純 :

様々な方法は､というのは､多様なチャンネルを通してという意味があるのですよ｡

比嘉穂乃 :

もう少し､具体的に説明もらえますか｡

島袋純 :

先はど例が出ましたが､たとえば昼ご飯､食べるときに､ランチミーティングをするとか､いろんな

ときと場所で参加しやすい多様な形態｡いろんな形で､日常性ともからんで､実際に参加できないと意

味がないので｡多様なチャンネルを通してというところですね｡
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江上能義 :

全ての人が､日常的に､平等に､自主的に､それから今､島袋純さんが言った意味からするならば､

その後に､平等に自立的に､かつ､様々な方法で参加する権利を有する｡という感じになるのかな｡

比嘉観乃 :

はい｡｢日常的に｣､｢平等に｣､｢自主的に参加する権利を有する｣｡なんか､わかりやすそうで､わか

りにくいですね｡

島袋純 :

日常的ないろいろな方法で｡

比嘉穂乃 :

書いてくださいね｡後で､消せばいいわけですから｡

どうですか｡中に､入れる｡平等にという言葉をかえるということですか｡｢全ての人は､日常的に､

いろいろな方法で､参加する権利を有する｡｣

江上能義 :

非日常的な､て､どんなかな｡

島袋純 :

審議会とか懇話会とか､これまで普通と考えられ参加手法､いろいろあるじゃないですか｡今の参加

の形態は､やはり非日常的だと思います｡一般住民が参加することは0

新崎盛事 :

日常的にと出したのは､今､住民が参加する場合には､行政が設置した諮問機関などにしか､住民は

お招きされないので､そうじゃなくて､積極的に住民が､行政の中に足を踏み込んで､企画段階から､

参加するという日常性を出したかったのですよ｡

江上能義 :

非日常的なのは､当たり前だと｡別に､誼う必要はないと､従来やられている｡それに､今､言われ

たことを加えると､日常的ないろんな方法でと加えると｡だから､日常的ないろいろな方法で､平等に

自主的に参加する権利を有する､ということですよね｡

比嘉穂乃 :

じゃ､これはよろしいですか｡｢日常的ないろいろな方法で､平等に自主的に､参加する権利を有する｡｣

日常的というのが､なんですかね｡わかりにくいですね｡

島袋純 :

日常的な方法を含め､様々な方法で｡
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比嘉穂乃 :

ここで､一番､重要視される言葉は､何ですか?

｢日常的｣という言葉が､重要視されたいのか｡｢いろんな方法｣､この段階では､｢市民参加をする権

利｣として､どこに重きをおいたほうが｡別でもいいわけですよね｡

島袋純 :

おそらく､多様な形態という多くのチャンネルという意見が､こちらでは重視された｡平等とか､自

発的には､他のところであるので､それは当然のことではあるのですが､いろいろなまちに関わる広義

の意味での住民というのが､多様なチャンネルを通して､まちづくりに関わっていくというこの二つの

ことですね｡主語と述語のほう､こっちのグループの中心の話でした｡

比嘉穂乃 :

ここでいっしょにしたのが､ちょっといけなかったのですかね｡レベルがちょっと違っていたのです

ね｡

島袋純 :

というか､全ての人々ということで､これですでに平等性､確保している｡自発性とか､他のところ

ありますので｡

比嘉稔乃 :

このあたりは､はずしちゃいましょうか｡一緒に､分けたものの､実は､一緒じゃなかったて､こと

ですね｡｢いろいろな方法がある｣ということが､という方向でいいですか｡

いかような方法､形態｡

それじゃ､これちょっとこれはずしちやいましょうね｡fghにしましょうか｡じゃ次､ Cですね｡

これ､1個ですね｡｢自由な意志に基づく｣｡これについては､他のものと一緒にしたほうがもしいいと

いうものがあれば｡

｢自由な意思に基づく｣｡

はい､｢多様な意思そのものが､自由な意志を含んでいる｣という考え方がありますが｡

島仲徳子 :

これは､上とか､周囲とかから､強制されてはいけないという意味です｡

比嘉穂乃 :

とすると､ニュアンスが違ってきますね｡こちらの方ですか､｢参加しないことで､不利益を受けない｣｡

まず､一つは,しなくてもいいし､やってもよい｡ということですかね､一つにしましょうか､もし､

不都合があれば言ってください｡

今､Cとhを｢緒にしようかという話があるのですが､よろしいですか｡まとめてどうしましょうか｡

今の､その ｢自分の意志で､(他から)強制されない｣｡あくまで､｢自分の意思に基づく｣ということと､
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また､｢参加しないことで不利益を受けない｣ということを｢緒にしますが､どんな感じになりますか｡

はい､｢自由な意思｣に､つなげればよいですか｡｢まちづくりの参加は､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｡｣

さあ､3つ出来上がりました｡そして､ C消えました｡消えたの､消しときましょうね｡あ､これは

hが残っていますね｡で､次は､｢まちづくりの全ての段階において､参加する権利がある｣｡Eですね｡

｢提案する権利｣,｢計画策定以前の説明｣｡

ごめんなさい､dが先ですね､｢責任を伴うものである｣｡｢責任を持つ｣｡住民にも､義務と責任がある

ということですかね｡この責任を伴うというのは､まちづくりの参加自体が責任を伴うということです

か｡それとも言ったことに対して､責任を伴うということですか｡発言に対して､責任を持つ｡他､ど

うでしょうか｡

島袋純 :

参加は､義務ではないと思います｡具体的に責任を取るのは､個々の住民の行動と発言ですよね｡個

別的な行動と発言に対して､責任を持つ｡無責任な発言はしない｡参加するのは自由だが､行動と発言

をするのなら､責任を持つと｡

比嘉観乃 :

｢まちづくりに関する発言と行動｣ということでよろしいですか｡

江上能義 :

まちづくりの､まちづくりに関する発言と行動に責任を持つというのは､bの後にきたほうが座りが

よくないですかね｡並びがね｡最後にね｡

比嘉穂乃 :

はい､並びは後で代えましょうね｡まず､bは､それでしたら､じゃ､まちづくりへの､まちづくり

に対する､まちづくりにおける､すいません｡(穂乃さん書き込む)｢まちづくりにおける行動には､責

任を伴う｣､これは ｢責任を伴う｣､伴う?､｢責任を持つ｣｡｢持つ｣の方がやわらかい｡｢責任がある｣｡

｢責任伴う｣というと､なにかやめたくなりますね｡(爆笑)大丈夫かなあとか思って､

島袋純 :

責任があるでいいのでは｡

比嘉能乃 :

はい､｢責任がある｣｡言葉って難しいですね｡はい｡何か､皆さん､すごい上手になってきましたね｡

次､e行きましょうかね｡d､eですね｡｢まちづくりの全ての段階において､参加する権利がある｣｡｢提

案する権利｣､｢計画策定以前の説明｣､多分このへんですね｡｢あらゆる政策決定の場面に､参加する権

利がある｣｡さあ｡

これは､このまま総括しちゃってよろしいですか｡それともやはり､少し ｢全ての段階｣ということ

で､いろんなこうレベルが入っていると思うのですが､こう ｢計画策定以前｣とか､｢政策決定｣とか､
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個別の文言が入るか､という感じになるかと思いますが､はい､どうでしょうか｡b､う～ん｡

島袋純 :

bの方で､様々なチャンネルとか言ったのですが､いろんな本当に､多様な形態があって､例えば､

本当に､昼ご飯時のミーティングでもいいし､本当にそれから､ニセコでやっていたように､住民が 5

人集まれば､担当の係りの職員が､どこでもいいから､行くというチャンネルもあるし､いろんなチャ

ンネルがあるわけですよね｡ですから､ここでイメージしていたのは､いろいろな形態の審議会とか､

政策評価の委員会とか､そんなことではなくて､ささいな集まりでいいから､いろいろな意思疎通のチ

ャンネルという意味ですよね｡もう一つの方は､いろいろな段階というのは､基本的には､公式的な意

思決定のプロセスというのを念頭に置いています｡いろいろな段階というのは､その順番的に､白紙の

段階から､原案作成､計画段階､それから実施の段階､それから政策評価の段階｡その公式的な政策の

プロセスを意識しているということです｡ したがって､全ての段階の中で､更にいろいろな方法でと｡

全ての段階､全てのプロセスにおいて参加し､さらにいろいろな方法で参加するということで､ダブル

であれば､非常に質的に過程的に､質と過程の問題ですね｡基本的に過程というのは､公式的なプロセ

スというのを前提にしているので､それに加え参加の種類というか､ルートというか､また､いろいろ

な方法､考えないといけないでしょうという｡

最初の方が､bがということですよ｡こちらは､公式的な仕組みを前提にしていますよね｡プロセス

においても多用であるべきだし､参加の方法も多用であるべきだと思います｡ただし､政策評価かとか､

政策実施の段階で参加するという時に､5人くらいの段階で参加するというのは､難しいですよね｡様々

な形態､チャンネルを通して参加するのは､おそらく最初の段階が中心になると思います｡また､実施

の初期の段階で個別具体的な事例に関して､家の前のドブの作り方､おかしいから直せとかで､意見を

行政に反映させつつ､つくることできると思うのですが､そう言った最初の段階､イメージしています

よね｡個別具体的な日常的な参加ということに関しては｡

計画策定段階の評価の説明､このあたりを強化してから､書き直した方がよいのではないでしょうか｡

要するに今の大方の仕組みは､公式的に枠が決まって､大体､住民は参加というよりも､動員させられ

ていますよね｡計画策定以前の段階で説明を受ける権利があって､それから全ての段階で､多様な形態

でというふうに､こっちのほうに､あれをもう一度､繰り返していいので､多様な形態でと入れれば､

非常に充実した文章にならないですか｡全ての段階で､まず､政策策定の段階から､政策策定以前の段

階から､説明を受け､更に以前の段階から､全ての段階で参加する権利を有し､そして､多様な形態を

通して参加する権利がある｡3つくらいの文章を､一挙に1つにまとめたら､どうですか｡

江上能義 :

余談ですが､私は､人騒がせな豊見城に住んでいますが､市役所の企画部長さんとかと話す機会があ

るのですが､今度､新しく豊見城は､都市計画をつくるに当たって､一般､基礎から意見をくみ上げる

努力をしているのですよ｡一つ一つの自治会では､広すぎて無理だから､校区ごとに行政の担当者が行

って､意見を吸収する努力は､し始めているのですね｡でもね､住民が来ない｡(笑う)というのがあり

ますから､努力は､行政の方もし始めている､要するに出発点からね0
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島袋純 :

策定する以前の段階から､説明する義務があり､というような文を入れたら良いのではないですか｡

照屋勉 :

逆側からすると､行政に義務を課すという考え方､どうですかね｡これは､住民側に権利があると言

っていますよね｡逆に､行政側には､義務があるとする｡

島袋純 :

権利があり､最後に､自治体には､それを保障する義務があると｡そうすれば､問題ないのではない

でしょうか｡

参加者 :

最近､県内でも出ている｡審議会の報告を保障するような､そういうのがでている条項になると思う

ので､それを少し意識した言葉を使ったらよいのかなあと思います｡

島袋純 :

まとめるとしたら､住民には､計画策定以前の段階から､説明を受ける権利があり､まちづくりの全

ての段階において､まちづくりの全ての段階で､多様な形態で参加する権利があり､自治体にはそれを

保障する義務があると｡これで､まとまらないですか｡

比嘉穂乃 :

なるほど､これくっつけたような感じがしないでもないですが｡(笑い)

新崎盛事 :

全ての段階のプロセスというのを､大まかに分けたら､計画 ･策定､実施､評価と､3段階に分かれ

ると思うので､計画 ･策定､実施､ 評価全ての段階において､参加する権利があり､行政は､それを保

障する義務があるというのはどうでしょうか｡

比嘉穂乃 :

今のいかがでしょうか｡よろしいですか｡｢まちづくりの計画･策定､実施､評価における全ての段階

において｣｡

島袋純 :

以前という言葉､入れたほうがよいと思います｡

比嘉稔乃 :

｢計画策定以前｣という言葉を,入れたい｡
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屋比久功 :

自治体の義務でこれを位置づけたらよいのでは｡

比嘉観乃 :

行政を扱う｡

じゃ､ちょっと頭を代えて､fくらいにいきましょうか｡これ保留しましょうか｡また､見直したと

きに､良いアイデアが出てくるかもしれません｡次､rですね｡｢自治体が､住民の参加のまちづくりへ

の参加を支援する｣というのは､これは､｢自治体の役割｣ということで､これを入れ込むということで

すか｡これは､保留というか､次に活かす文章として､残しましょう｡いいですか｡

江上能義 :

行政担当者の意見も聞く必要があると思うのですが､全ての段階て､策定から評価までの段階で､本

当に､住民が､関わることが好ましい｡でしょうけれども､現実に全ての段階で､これが可能ですかね｡

書いてあると､本当にやらなくちゃいけなくなりますよね｡実質的に､全てで住民が関わる権利がある

となると､やらなくちやならなくなりますね｡これは行政側に､大変な作業になりませんか｡

与那嶺武 :

全ての段階で､と考えればですね､例えば､総合計画とか､策定の以前にですね｡インターネットで

意見の集約をするとか､または､アンケートをとるとか､そういうのをひろげて､やり方によっては､

できると思いますね｡ただ､島袋先生のさっきの話があったのですが､担当職員が､5名くらい集まっ

たとこに､いつ､どこにもいけるかというと､制限はある程度､あるかもしれないですけれども｡方法

によっては､全ての段階でというのは､あると思います｡この間題に閑しましては､総合計画に関する

条文の検討が後の日程にありましたよね｡先に策定した自治体の総合計画の他の条文がありますので､

そのとき検討していければいいと思いますね｡

方法によって､全ての段階で関わることは可能だと思います｡

島仲徳子 :

私も可能だと思います｡私は､那覇市の職員ですけれども､那覇市は､今の ｢第3次総合計画｣を作

るときに､市内の小学校区を中心に､｢ゆんたく広場｣､というしくみを作り､そこで､市のまちづくり

についての住民の皆さんのご意見を聴いて､計画の土台をつくりました｡これは､当時､新聞でも報道

されました｡それと､実施の段階ですけれども､これも末吉公園で､NPO の皆さんが､管理にかかわ

っています｡まだやっていないのは､事業実施後の政策評価の段階ですね｡ 今､那覇市では､この

政策評価について､始まったところですけれども､した｡将来的には､それをホームページで､公開を

して､市民の意見を聞くという考えも検討されているようです｡

つまり市民の参加は､政策評価の段階においても可能性は十分にあるし､また､大きな流れとして､

その方向に､向かっているのではという気がいたします｡
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島袋友一 :

私も､自治体職員ですけれども､本音で言えば､まだ自信がないですね｡僕らは､こういう言葉を､

ちょっと斜めから見ると､住民の皆さんに､丸投げしちゃう危険性がある｡我々自治体職員は､本来､

ある程度信託を受けた部分が大きいと思います｡この言葉によって､私たちが逃げてしまわないのかと

いうのが､古い考えなのか､ちょっと残っていますので､一部は可能､一部は育っていないという感じ

ですね｡ちょうど､豊見城市の説明会に住民が来ない､これはどういうことか､この狭間というか､な

にか感じています｡

潮平芳和 :

前期､配られた資料の中に､三鷹市の事例がありました｡私は､計画策定前というとき､三鷹市の実

践事例を念頭においた｡実は､5月に､三鷹市の担当者職員やNPOの方に会う機会があったのですが､

400人近く公募で集まった市民が喧々諾々やって､白紙､原案策定前からの市民参加という形で ｢みた

か市民プラン21｣という提案報告書をつくった｡相当分厚い中身の濃い報告書ですが､それを市に投

げて､市はそれから次の総合計画の策定を始めるという形を取っていた｡テーマ別に十の分科会に分か

れ､それこそ何十回という会合を重ねた｡この域に達するのは大変だろうけれども､これからの地方自

治を考える場合には非常にモデルケースかなあという思いがあります｡そこで､さっき､その策定前の

提案というのを､やりました｡その気になれば､沖縄でもやってやれないものではないかなと思う｡

新崎盛事 :

僕も自治体に勤めているのですが､できるかどうかというよりも､計画段階でいくら住民が､参加し

てもですね｡実施段階で､やはり行政オンリーだったら､行政の都合がよいかたちで､実施されていく

という現実があると思うんですよ｡やはり補助金の絡みですとかね､やりながらどうも時間がないとか､

現状にそぐわないとか､行政の論理で､実施される部分があるので､そこには､常に住民が参加して､

実施しながらも､フィードバックは必要だと思います｡

比嘉稔乃 :

｢すべての段階において｣というところは､やりようによっては､できるという大方の意見があるの

でしょうか｡やる自信とか､その後､本当に実施段階でそれが実施されるかどうかということ､だと思

うのですが｡

島袋純 :

現実に､どうというよりも､目指すべき目標としてという部分があるので｡

江上能義 :

自治体の憲法なのだから､守らなければ､罰せられるということはない｡努力目標だ｡

比嘉穂乃 :

ということで､こちらの方に来たのですかね｡こちらのeの文章は､｢まちづくりの全ての段階におい

て､｣
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島袋純 :

新崎さんから提案されたように､政策 ･策定､実施､評価という3つの言葉を段階の前に入れたほう

が良いという意見が､皆さんの納得いただいたと思うのですが｡

比嘉穂乃 :

よろしいですか｡それに､｢計画策定､実施､評価のすべての段階において､参加する権利がある｣と

いう文章でよろしいでしょうか?

それでは屋比久さんの方で､A～Eまでの文章を読み上げてください｡

屋比久功 :(全体記録係)

では､まちづくりの市民参加ということで項目がまとまりましたので､

読み上げてみます｡

｢aまちづくりと自治体の主権は住民にある｣

｢bまちに住み働く全ての人は多様な方法で参加する権利を有する｣

｢Cまちづくり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｣

｢dまちづくりにおける発言と行動には責任がある｣

｢eまちづくりの計画策定 ･実施 ･ 評価の全ての段階において参加する権利がある｣

以上です｡

比嘉能乃 :

はい､ありがとうございました｡こういう形ですが､もれがある､もしくは､追加したほうがいい､

はぶいちゃったほうがいい､一緒にしてもいい､という部分ですが､いかがでしょうか｡

島袋純 :

気になるのは､自治体の義務について､別立てでいいから､この全ての事柄､abcde､までに関して､

自治体には､それを保障する義務があるという文章を最後に､一つ必要な気がしますね｡

比嘉稔乃 :

そのまま､abcdeのあとに､｢自治体には､それを保障する義務がある｣という文章を追加してみます

ね｡

島袋純 :

いいですね｡

新崎盛事 :

aの ｢まちづくりと自治体の主権は､住民にある｣の部分で､｢まちづくりの主権は住民にあり｣､と

して､｢自治体は､それを保障する義務がある｣としてはどうでしょうか｡
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比嘉稔乃 :

自治体が､｢自治体は､それを保障する義務がある｣｡順番､さきほど江上さん何かおっしゃっていま

したね｡｢全ての人は､多様な方法で､参加する権利を有する｣､そしてeに移るのですかね｡｢まちづく

りの計画 ･策定､実施､評価全ての段階で､参加する権利を有する｣｡そして ｢まちづくりの参加は､自

由な意思に基づいて､参加しないことで不利益を受けない｣｡｢まちづくりにおける発言と行動には､責

任がある｡｣

(拍手)

全体コーディネーター比嘉穂乃さんによる ｢まちづくりへの市民参加の権利｣

ワークショップの画像

画像5
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画像8

に〇

号 Y一一一一一一 確 - 弓∴芸,L 右さ
(漆 十 弓 再 製葺き

鰍 濠 鉦 瀞 勲 賓

伽 悪再 喪潮 摘Z

l
tHHuヽ

-こ.･{f･･-Ti･･･-itj,.･

② コミュニティ･NPOの役割

比嘉稔乃 :

と､いうことで､あっという間に､12時30分になってしまいましたOあの､予定､大幅にくるっち

やたのですが…｡皆さんが､まとめられたものだけは､ちょっと確認しときましょうね｡

コミュニティ･NPOの役割で､まとめられたのお願いします｡どちらからいきますか｡もうそろそ

ろ､頭が､むちゃくちゃになってきたかな｡これ､もう善くのやめましょうね｡(屋比久さんに対して)

堀井大 :

コミュニティ･NPOの役割｡

必要性として､コミュニティ再生のために必要である｡自治会をどう位置づけるかがポイント｡

1つ目として､地縁 ･血縁の自治会を､目的意識を持った NPOとして､捉えなおし､再構築する必

要がある｡

2つ目､血縁がなくても目的意識を持って､活き活き活動している新興住宅地もあり､良いまちづく

りのための機運が高まればよい｡住民とコミュニティの役割としては､一つ目として､個人の尊厳を守

ること｡

内容としては､支えあったり､助け合ったり､また共同体を通して､人格の形成やお互いに､触発し

あうこと｡

3つ目の安らぎある環境をつくること｡内容としては､地域環境の整備 ･住民のニーズを集約する｡
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4つ目､地域のアイデンティティの承継をすること｡内容として､伝統文化の継承､創造､まちづく

りの地域おこしの担い手を育てる｡されに他地域との積極的な関りに勤めること｡地域の参加者は､自

立的 ･自主的な活動を通して､地域内外の多様な主体と､多様性のつながりをもつ必要がある｡

最後に､行政の関わりとして､コミュニティが､そこの役割とその目的を達成できるよう支援すること

です｡

画像 9 (堀井Tコミュニティ･NPOの役割)
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比嘉穂乃 :

次､お願いします｡

与那嶺武 :

コミュニティに関してはですね｡ホームページの書き込みのほうにも､結構いろいろな意見があった

ので､それも踏まえながら考えてみました｡一応､ニセコ町でも多摩市のほうでも､まずコミュニティ

の概念についての説明の条文がありましたが､我々も入れたほうが良いのではないかと｡ただ､その内

容については､ちょっと時間がなかったので､中で深くは議論しませんでした｡皆の発表のときのです

ね､討論の中で考えていこうということで､まず､コミュニティの概念を明確にするべきではないのか

という意見がでました｡

また､コミュニティという表現は､取っ付きにくいというか､感じがわかりにくいという意見があり､
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だから､シマとか､沖縄的な､沖縄の人たちがわかりやすい用語とかで表現してもいいのではないかと

いう意見もでました｡

あと,住民の自主的な参加ということの明記ですね｡これは､例えば､自治会も､強制的にさせられ

るというか､そういうことも若干あるというような意見がホームページの書き込みもありましたので､

自主的な参加ということを明記するべきではないか､という意見ですね｡

また､コミュニティ自体のですね,自主性､自立性､そのへんについても条文化する必要があるのでは

ないかという意見がでました｡

さらにNPOの存在意義､独立性､尊重について明記すべきじゃないかということと､コミュニティ･

NPO を守り育てる行政 ･住民の責任明記という意見がでました｡また､コミュニティの情報公開性で

すね｡明確に､オープンにすべきじゃないかという意見がでました｡あと､コミュニティのネットワー

クつくりの必要性についてですね､これも必要じゃないかなという意見があります｡

また､行政のコミュニティへの支援ですね｡そのへんの意見がでました｡以上

です｡

画像10 (与那嶺Tコミュニティ･NPOの役割)
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比嘉稔乃:

あ､こちらはやっていないのですね｡とりあえず､書いたものを発表していただきたいです｡じゃ､

教育のほうを､こっちからいきましょうかね｡はい､いいですか､続けて｡
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伊佐川光由:

教育権なんですが､これをですね､自治体側からは､教育をする権利｡住民の側から言うと学習をす

る権利と捉えなおして､学習及び教育の権利と捉えなおしました｡自治体は､住民を育てる権利と責任

があるということで､より良い自治を行うために､住民の教育をおこなう､そして､それに責任がある

ということで､まとめました｡住民のほうとしては､住民が､まちづくりの主体者として､学んでいく

権利があると｡で､もう一つ､町に住み通う全ての人々が､学習し､自己変革していく権利｡これも住

民の側､あるいは､学んでいる人､仕事をしている人､そう言った人がそこで､広い意味でですね､自

治だけでなく広い意味で､自己変革していく権利があると｡自治体は､教育の機会を保障しなければな

らない｡これは､条件面とか､施設､あるいは､自治体のほうは教育をしていく｡そいうチャンスを保

障していかなければいけない｡後､もう一つ､子供から教えてもらう仕組みをつくるという意見もでま

した｡

島袋純 :

おそらくこれは､どこにもないのですね｡これは､子どもからの情報､子どもからの知恵とか､いろ

いろなのを発信してくるのを受け取って､ちゃんと活かす仕組みということでもありました｡これは､

面白いですね｡

画像 11 (島袋T ｢教育権｣)

比嘉租乃 :

ありがとうございます｡はい､お願いします｡
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与刃随i武 :

教育権は､一応､最初､我々の班のテーマだったのですが､難しいかなと思ったわりには､わりと意

見がでました｡まず､ホームページの中にありましたけれども､子どもに関することだけじゃなくて､

大人まで含めた枠内で捉えていけたらというのがありましたけれども､そういうのも検討しながらです

ね､子どもも含む､住民が学習し､成長する権利ですね｡生涯学習､全ての世代において学習する権利､

生涯学習の権利を保障するという条項を入れるということですね｡あと､子どもの視点に立って､子ど

もが育つ権利というのは､後で､新崎さんに補足していただきますけれども､母親が子どもを育てる権

利とか､そういうものの主張の反対の視点で､子どもの視点に立って､子どもがですね､育つための環

境を整備してもらうための権利と言いますかね｡そういうようなものを保障するという､そういうもの

があっていいのではないのか､という意見ですね｡新崎さんにもうちょっと後で､補足してもらいまし

ょうね｡先はどのグループの発表にありましたが､子どもが､教えてもらう仕組みをつくるというのに､

ちょっと関連するかなとも､自分では思っています｡

子どものまちづくりに参加する権利という関連では､ニセコ町とか､多摩市にあるような参加する権

利と､ほぼ同じです｡

また､これは独自性があるようでいいなと思っているのですが､地域文化をですね､学習 して､これを

子どもに伝える｡という意見ですね｡これは､子供だけじゃなくて大人も含めて考えてもいいのではな

いかという意見もありましたが､特に行政がすべきとか､そういうとこまで､議論を深められなかった

のですが､地域文化を学習し伝える責任という意見がありました｡後は､行政の支援責任ですね｡また､

教育機関の開放と言う事で､教育機関は自分たちの組織とか､機関をですね｡開放するべきじゃないか､

という意見です｡

支援､責任､義務などという表現まで深く議論はできなかったですが｡前のグループの発表での自治

体が教育の機会を保障しなければならないとか､ちょっと

関連するかもしれませんが､教育機関の開放という意見がありました｡

後､子どもが育つ権利については､新崎さんにお願いします｡

新崎盛事 :

よく母親が､子どもを育てる権利を主張しますけれども､大人が子どもを育てる権利じゃなくて､そ

の重なるかもしれませんけれども､子どもが自分が育つ権利を整えてもらう､衆境を整えてもらう｡そ

う言った子どもの視点に立った子どもの権利条約といったニュアンスの発想です｡
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画像 12 (与那嶺T ｢教育権｣)

1-や.'･.1･}:.Tc･_. ff外 '-
'{
.I

了j

｢
頓

･(
,∴

(.-
-

1

-.

J

･I
:.

●
l

.ヽ/JA.:;一ヽ-I
･･.fi節.′(.｢

.
ヽ
.I.,/

禦 滞 葦 鵠 き

†声&.I

敬∴

′

∴
∴･_

.

j

J

1
-･･･-J T･･･11上･: .:･;I.日二.こ･･､.i"TIp.:･T･

..L･･】-I
'.てL･こ:

良_･l･'ヽ′

比嘉穂乃 :

はい､ありがとうございました｡教育権についてやコミュニティ･NPOの役割についても､全体で

共有したり､少し議論深めなければいけないと思いますが｡多分､今､出てきたそれぞれ､皆さんが表

現方法のレベルが,各グループバラバラになっているので､これをうまく何か､まとめたりするとかえ

って､おかしなことになると思います｡ということで､今日は､発表だけに留まらせていただくことが､

良いのではないかなあというふうに思います｡

比嘉稔乃 :

いかがでしょうか､今日の進行の進め方といいますか､3つの項目､1つのグループでそれぞれ3

つのテーマについて､話し合って全体で共有する場を持つという進行そのものですが｡単純に､時間的

に無理があるなあということですよね｡その中で､あえて3つのテーマをそれぞれのテーブルで議論す

る必要があるのか､ということもあるでしょうし､やはり､当初のように､1つのテーマを各テーブル

が別の議論をするという方法も､1つあります｡後､全体で共有することが､どうかということですね｡

もし､この点について､ご提案とかあれば､次回以降､もっとスムーズに進行のほう活かせると思いま

すので､どうでしょうか｡

以上､11月 16日の審議項目についてのワークショップ
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今後の審議の進め方について

比嘉稔乃 :

いかがですかね､今日の進行の進め方といいますか､3つの項目､1つのグループでそれぞれ3つの

テーマについて､ちょっと話し合って全体で共有する場を持つというしんこうそのものですね｡単純に､

時間的に無理があるなあということですよね｡その中で､あえて3つのテーマをそれぞれのテーブルで

議論する必要があるのか､ということもあるでしょうし､やはり､当初のように､1つのテーマを各テ

ーブルが別の議論をするという方法も､1つあります｡後､全体で共有することが､どうかということ

ですね｡もし､この点について､ご提案とかあれば､次回以降､もっとスムーズに進行のほういかせれ

ると思いますので､どうでしょうか｡

島袋鈍氏が提示する重要な審議内容 (決定ではありません)

三つの審議項目､まず､グループ討論で､1時間 15分はど使いましたが､どのグループも十分に議論

することはできませんでした｡

全体討論も､一つの審議項目しかこなすことができませんでした｡市民参加の権利だけが､みなさん

でまともに話し合いができ結果が出せました｡

教育権もコミュニティもあとは､まったく時間的に話し合い不可能で､手をつけられませんでした｡

(残りはネットで議論することになりました)

で､運営方法について話し合いを持ちました｡

いろいろ議論があったのですが､沖縄市の新崎さんの ｢試行錯誤はとても重要な経験でありそれをま

た､そのまま見せていくことが重要｣との発言に感勤し､また救われた島袋です｡

さて､次回 11月30日は､また､少しの運営上の変更が合意されました｡

合意事項は､

①基本的にグループ討論 1時間､全体討論2時間ぐらいの割合にする｡

②その日の審議項目全部について､参加者は事前にポストイットに書いて､もってくる｡

(自分でポストイット用意してください)

③各審議項目担当のグループは､ポストイットに書き込む時間を節約して､お皿にのっける作業から直

ちに始める｡

⑳ 寺間があれば､他の審議項目について議論してかまわないが､最低､グループに割り当てられた一つ

の審議項目については､責任をもって､模造紙に発表できるようにする｡

⑤各審議項目のグループのフアシリテ一夕は､その審議項目についての全体討論のコーディネータを担

う｡グループの記録係りは､全体討論の記録係りをする｡

となると､9時45分からはじめて､10時45分は､グループ討論をきっちり終え､すぐに各審議項目
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の発表と全体討論に取り掛かり､第-番の審議項目をまず､11時25分､第二番目の審議項目を12時

12時05分､最後のものを12時45分までに終えるということになります｡

まとめ方の間違いや私の勘違いがあれば､ご意見お願いします｡

今度は､話し合いが途中でもそのままやめてしまうようにして､時間配分を徹底的に厳守してやって

見ましょうか?
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