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後期第4回ワークショップ

研究会議録 (会合20･11月30日)

テーマ

① 職員の責務

比嘉 俊雄 (浦添市職員)

② 首長の責務

玉城 デニー (沖縄市議会議員)

③ 議会の責務

高里 鈴与 (那覇市議会議員)
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はじめに

島袋純 :

今日は､少し時間がありません｡｢とりあえず3項目やってみる､できる限り3つやってみましょう｣

ということで､前回合意があったのですが､3つやるために､こういった時間割が必要になってくると

思います｡

(板書一 時間配分)

9:45-10:45 グループws(各担当審議項目についてのみ)

10:45-ll:25 全体wS(職員の責務)(》比嘉俊雄さん

ll:25-12:05 全体wS(首長の責務)②玉城デニーさん

12:05-12:45 全体wS(議会の責務)③高里鈴代さん

これは目標なので､もしかしたら2番目の項目くらいで､終わってしまうかもしれません｡全体討論

を各45分ずつ設定していますが､前回､全体討論でひと項目1時間ちょっとかかりましたから､この

ように組む以外はこなすことができないのではないでしょうか｡それで､グループ討論は､各グループ

が必ず責任を持って､割り当てられた一つの項目の案を出してください｡それで､可能なら､他の項目

もやってください｡この前は､与那嶺武グループは､3つも出しました｡私の所属していたグループは､

2つしかできなかったのですが､あの時､1時間20分ほどかかりましたかね｡1時間しかありませんの

で､議論を早速はじめてですね､もう自己紹介とか,アイス･プレイキング一切省きましょう｡(会場か

ら､｢必要･重要｣という声)重要ですか｡では､自己紹介から始めてですね､アイス･プレイキングし

て､それで､今日は､漢字にしますか｡何にしますか｡順繰りで今日の気持ちを告白してですね､みな

さんの拍手必要です｡穂乃さんによると､必ず拍手が必要です｡

各自が､宿題をやってきてくださっているなら､もしかしたら3つできるかもしれません｡今､ポス

トイットに書き込みながらでは､難しいということです｡では､早速､ファシリティータの方にお願い

しますので､議論を始めてください｡自己紹介､今日の気持ち､それから､拍手､お願いします｡

全体ワークショップ (ws)

島袋純 :

やりかたとしては､各グループのファシリティータに全体の討論を､全体の討論のコーディネートを

やってもらいます｡こっちにですね､基本的な考え方､これを書いてもらって､そして､修正していく

ということです｡この前と同じやり方ですね｡板書係りを､お願いしたいのですが､島仲さんお願いし

ます｡そういうやり方ですね,いいですか｡ファシリティータが､コーディネータをお願いしますo前

回と同じやり方をするので､経験者の島仲さん､お願いします｡
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① 職員の責務

比嘉俊雄 :(報告)

では､皆さん､こんにちは｡｢職員の責務｣部会のファシリティータをしています､比嘉俊雄と申しま

す｡よろしくお願いします｡私達のほうでは､出席者5名ですね｡その中で､こういう討議がなされま

した｡それで､｢職員の責務｣ですが､まず第一に､公平･公正な行政を運営することで､清く･正しく･

美しくあるという責務があるのではないか｡それで､その中には､全ての公正 ･平等に､住民と対話す

る｡市民に信頼される職員｡行政サービスの提供者としての自覚を｡それから､公共の福祉のため､職

務に忠実であるという責任がありますよ｡それをそうまとめにして､清く･正しく･美しくあるべきだ

と､職員はですね｡それで､そういう心がまえでですね､直接､また住民に接するわけですけれども､

住民意識を持つということと､情報の説明責任を持つということと､住民ニーズの把握に努めなさい｡

で､住民と協働する責務がありますよということなんですね｡それと､同時に､適正に職務を執行する｡

こういう市民との､住民との協働の中にあってですね､それから､職務については､適正に執行する責

務があります｡そして､地方分権時代にですね､的確に対応するとか､使命を自覚する責任､効率的に

仕事をする責任､目標を達成する責任｡改善 ･改革のためにチャレンジする責任､高品質の行政サービ

スを提供する､ITなど､情報をうまく活用する､というようにですね､適正に職務を遂行する責務があ

ります｡で､その適正に職務を執行する場合に､その自ら職務能力を向上させる責務がありますよ｡自

己啓発をおこなう｡部下育成に努める｡仕事に必要な能力を､育てる責務｡それと同時に､コミュニケ

ーション能力を備えるとか｡政策形成能力を備えるとか､政策法務能力を身につける｡それから､マネ

ージメント能力を身につけるという職員としてのですね､自己啓発｡いわゆる職務能力を向上させる責

務がありますよ｡いう4つのほうに､分類できました｡で､補足説明は､書記のほうから (いいです｡)

では､以上です｡

島袋純 :

他のグループで､この項目についてポストイットに書き込みをやってきた方｡もしくは､他のグルー

プで話し合われたことがありましたら､それを聞いていただきたいのですが｡

比嘉俊雄 :

これにですね､どうしてもこれについては､付け加えたいとか｡ありましたら､お願いします｡先生､

ありますか｡

島袋純 :

首長との関係を書いたほうがいいのでは｡職員は､首長の補佐機関であって､法的には行政は､執行

機関は､首長だけである｡そのことを､書くべきでは｡

島仲徳子 :

ポストイットででました｡例えば､施政方針に忠実であるとか､首長の考え方に忠実である｡これは､

どこの項目にいれるのかということですが､別立てのほうがよろしいですか｡それとも､ここの ｢清く､
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正しく､美しく｣の中の ｢正しい｣にいれたほうがよいでしょうか｡首長が､まちがっても忠実でなけ

ればいけないのでしょうか｡

島袋純 :

それは､違います｡

高里鈴代 :

基本的には､首長の下にいるわけですが､首長がまちがったことをやろうとするときは､職員は市民

意識で､それに抵抗するというか､チェックする役目もあると思う｡流れされていくのではなくて｡だ

から､その両方が､責務としてあるのではないでしょうか｡だから､職員であり､市民でもあるという

意識も必要です｡

照屋寛之 :

私は､職員の立場から､市長との関係をつくって､首長が間違ったことをした場合は､職員からでは

なく､住民から意見が出せるような首長と住民の関係をシステム化できればいいですね｡いろいろなリコ

ールとかありますよね｡そういうような事が､もっとできるようなシステムがあればいいですね｡今､

憲法上はりコール制度があるけれども､実質的には無いに等しいですよね｡例えば､約 3000人の首長

がいますが､どこでリコールされたか､めったに聞いたことないですしね｡住民の意に反しているとい

いながらも､粛々と職務を執行していると｡だから､それを職員の側ではなく､住民の側から､首長に

対して､物申せるような､首長と住民の関係ではないかなと思います｡

島仲徳子 :

職員は､首長の補助機関なので､今の法律では､首長の命令に従わないといけないというふうになっ

ていると思いますO先ほど､おっしゃったのは､住民と協働する上で､住民と同じような意識を持つと

いうことで｡やはり､項目としては､別かなあと｡今､おっしゃった､首長の方針に忠実であるという

のが､どこかに入れられないのかなあという感じがします｡どこに入れましょうか｡

島袋純 :

補助というのは､ただ単に､手足として働くというのではなく､頭脳として､住民は､こういう視野

を持って意見を持っているという､首長の判断に対して助言をする役割というのもあるのですね｡です

から､その助言に対して､決定権限を持っているのは首長だけなので､首長が最終的に判断して､意思

決定した後は､首長の言うこと聞かないといけないということだと思います｡助言の役割を認識すれば､

首長と職員の関係は､より活性的な関係に移行していくと思います｡

それと執行の段階で有名なのは､行政にとっての犯罪なり､明白に住民の憲法に基づく権利を無視す

るような首長の判断に関しては､やはり､反論しないといけないですよ｡反論の義務があると思います｡

憲法で保障されたものを侵害する判断であるのならば､上に対しても､これやりたくないということで､

おかしいのではないかと､服従しない義務があると思います｡
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比嘉俊雄 :

そうですね､リコールとか､どちらかというと住民自治ということで､職員が率先してどうのこうの

ということではなくて､住民自身が考えることだと思います｡そういった意味では､首長との関係とな

ると､意見を､体現をする｡首長に対して､提言をする責務｡だがしかし､あまりにも､なんというか

お節介な感じしないですか｡この辺でですね､この辺にですね､適正に職務を執行する責務というのが

ありますし､その職務を執行する場合は､その職務能力を執行させる責務ですので､その中で首長の方

針ですとか､いろいろ解釈をし､適正に執行していくということにならないかなと思います｡

潮平芳柑 :

首長に対する提言とか､意見 ･具申は､3の範境にはいるのではないか｡適正な職務執行に勤める責

任ということで､単に､期間とか､そういったものを適正につくって実行するということだけではなく

て､執行状況 ･進行状況とか､きちんと説明して､これは軌道修正が必要ですとか｡これは法令に違反

していますからとか､ちょっとこういうやり方は排除したほうがよいですよというふうに｡やはり､3

の範暗に入る話だと思いますが｡

高里鈴代 :

首長が､代わって､かなりトップダウンになった場合に､そうさせない仕組みを作れますかね｡

比嘉俊雄 :

基本条例の中で､首長は､どうあるべきだというのが出てくると思う｡そうしますと､政権が代わっ

たということで､やってよいのかという姿勢ですね､それについては､市長の責務の中で､出てくると

思います｡

照屋寛之 :

3は､適正に職務を執行するといったら､行政の職員､その与えられた仕事を､粛々とやっていると

いうイメージしかないのです｡これ､首長の言っていることは､少しおかしいと思いながらも､職務を

執行するのと､ちょっとニュアンスが違うと思うのですね｡ある面で大げさに言えば､職員の市長に対

する抵抗権みたいなね｡そういうことを言いたいのではないですかね｡だけど､抵抗権とは言えないか

ら､市長の考えが間違っているときには､じゃあ､どのようにしてこれをやるかということですよね｡

なかなかうまく表現できないが､首長は確かに住民から選ばれた｡しかし､住民から選ばれているけれ

ども､例えば､その市長が一人よがりで何か執行した場合､それに対して､職員はそのまま従わないと

いけないか､というとそれもちょっと違うような気がします｡それに対して､さっきは､抵抗権と言い

ましたが､何か適切な言葉はないですか｡私は語柔が貧弱でなかなか上手く表現できませんが｡

島仲徳子 :

首長との関係を､職員の責務に入れる場合には､首長への抵抗権と同時に､首長に対する忠実を入れ

ないと､バランスがとれなくなるのではないかという気がします｡
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照屋寛之 :

非常に大事です｡忠実でないといけない｡国で言えば､官僚は､忠実に職務を執行しないといけない

ですから､地方だって全くそのとおりだと思います｡

高里鈴代 :

それは､適正に職務をというところで､規定することはできませんか｡市長の公約にそった仕事をす

ることが適正な責務であるというのであれば､今､市長がやっている仕事は､公約と違うのではないで

すかということを､意見することができるのではないでしょうか｡

江上能義 :

これは全体に言えると思いますが､議会のところにも行政のところにも自治基本条例を尊重するとい

う言葉を､入れたほうがよいのではないでしょうか｡職員の責務に関して､職員はが仕事をするにあた

って､やはり､自治基本条例を尊重しながらやるということにしたら､市長がそれに違反ことした場合､

自治基本条例と違うから､あなたの通りにはやらないよと職員は言うことできますよね｡それを盛り込

むことできないのでしょうか｡

島袋純 :

それは､おそらく自治基本条例の最高法規制の項目のところで､書くことになると思います｡職員の

項目部分､議会の部分､いろんな部分に一つづつ盛り込まなくても､住民も議会も職員も首長も必ず最

高法規として守らなければならないという､そういうことになると思うのですけれどね｡構造的には最

高法規制をどこにどう書くかというのには､いろいろなやり方があるのですよ｡改正の部分で担保する

こともあるし､前文の部分で担保することもある｡基本的に､確実に前文には載せることになると思い

ます｡

比嘉俊雄 :

そういうことで､よろしいでしょうか｡

又吉健太郎 :

難しい言葉ばかり並んでいますが､それよりももっと具体的にわかりやすく､例えば12時前には弁

当を買いにいかないとか､電話をとるときには名乗り応対をするとか書く必要があると思います｡具体

的でなければ､条文に対して総論では賛成して､実際にはやらないという可能性があると思います｡で

すから具体的に明記した方がよいと思いますが､いかがでしょうか?

島仲徳子 :

おっしゃる通りでですね｡職員は､まじめでなければいけないということがありますね｡職務に対し

て､こういうことは､こちらの1にですね､包含してあります｡職員は､清く､これは､職員は汚職な

どとんでもない､不正などやってはいけないということで､清く､正しくなんですね｡で､美しく｡職

員としての品性を保つようにということもありますね｡本当に､職務に誠実にということも､1番､職

務に誠実にということで､態度とか､自覚とか､ここで含ませております｡
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ここには､公正公平ということですけど､ここの方にですね,市民に､信頼される職員というのがあ

ります｡

又吉健太郎 :

おっしゃることよく理解できますが､職員がこれをみて､そうだよ､そうだよ､職員は清く正しく､

美しくあるべきだよというかも知れませんが､それでも実際には12時には弁当を買いに行ったりする

んですよ｡ですからどれだけわかりやすい言葉で職員に伝えるかということも考えていかなければ実効

性があるものにはなりにくいと思います｡こういったことがすべて提示されている条文にメッセージと

してこめられていることはわかりますが､伝える方法を考えてはしいと思います｡

比嘉俊雄 :

条文は大まかにつくり､細部については､解説書をつくればよいのではないか｡

島袋友一 :

僕も､又吉さんに近いのですが､職員が､人によって差の出ないサービスをしなければならないとい

うのがあるのですが､この職員に言うと大丈夫だけど､この職員に言うとちょっとできなかったという

ことがないように､というのが分かりやすいレベルなのではないのかな｡

比嘉俊雄 :

この清く･正しく･美しくの中に､当然､公平 ･公正な行政を運営すると｡それから､公正 ･平等に

住民に対話するとかね｡

中嶋栄子 :

例えば､市民が市役所へ行っていろいろな作成するものあるじゃないですか｡例えば､移転手続きで

あるとか｡そのとき､用意されている鉛筆の芯がもうすり減ってなかったりとか､ボールペンがなかっ

たりとかします｡これをいったい誰に言ったらいいのだろうと思うのです｡多分､職員の方は ｢1も2

も3も自分はやっているよ｣と､自分の職務に関しては言うと思うのです｡だけど､この鉛筆の芯は誰

に言えばよいのでしょうか｡｢鉛筆の芯のことは自分の職務ではないので､私は知りません｣と言う人が

わりと多いのです｡自分の職務でなくてもちゃんとそれを市庁内で伝達していただける｡それがちゃん

と市民のサービスとして跳ね返ってくるような､そんなことをやってもらえたらなあと思っています｡

比嘉俊雄 :

これについては､行政サービスの提供者としての自覚をもつと｡カウンターにある鉛筆 ･ボールペン

等も､業務が始まる前に､日常的に点検するとか､職員としての最低限のマナーですね｡

又吉健太郎 :

そういった意味では,細かい条項については､別冊を参照のことと条文に入ってもいいと思います｡

あくまでもそれは､参考資料ではなくて､条文の規則ですか､催促ですか､そういう定められていると

か､そういったものが1つある必要があるのかなと思いました｡
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高里鈴代 :

職員の職務に対する市民の評価､チェックを入れる必要があるのではないかと思います｡職務を執行

する責務があるが､6割できたのか､きちっと10割できたのか｡そのあたりはどこでやるのですか｡

島伸徳子 :

職員の責務というよりは､むしろ首長の責務で､市民が協働する､参画する仕組みをつくるとか｡あ

るいは､市民の評価をする仕組みをつくるとか｡それはもう一つ､上の首長の責務として理解しました｡

島袋鈍 :

先ほどの細かい話があったのですが､これは基本的には､自治体の憲法という基本法という構造なの

で､例えば､憲法があって､国会法がある｡それで､憲法があって､国家行政組織法がある｡その発想

と同じなんですよ｡基本的に一番重要な点だけを､ボンボンボンと書いていてですね､基本的な精神を｡

それに基づいて､各個別の組織法なり､運営法なりが出来上がっていくという構図なので､一番重要な

原則は何なのか｡原則ですね､公平･公正とか､一番重要な原則を書いてですね､実際に新しく職員の採

用にあたって､いろいろな規則､条例をつくる場合には､その基本精神を重視しながら､具体的な個別

の運営上の条例なり規則なりをつくっていきましょうということなので､この自治基本条例の中に､弁

当買いに行ってはいけないというレベルの条文までは､書くことを想定していないということなのです

よ｡当然ながら､そういうことは､必要なのですが､ここでは､重要なキータームですね｡重要なキー

タームがありまして､これが実際に具体化するためには､どうしたらよいのかということですね｡これ

を念頭に置いた一番､根拠となるキータームをボンと載せていきたい｡

先ほど､言いましたように､一番重要な基本的な関係とキーワード｡首長と職員との関係､職員と住

民との関係を載せていくべき条例だというふうに考えております｡

屋良朝博 :

弁当話題の悪乗りですが､窓口サービスで､マクドナルドは1分以内で､ハンバ-ガ-を出さなけれ

ばいけないですよね｡1分以内に､住民票なりを出さないといけないとかね｡サービスの向上を条文の

どこかに落としこまれているでしょうか｡

(｢入っています｣会場から)

玉城デニー:

基本条例的な考え方として､その基本条例そのものが住民に対してもわかりやすいものであるという

ことを考えますと､今､市長と職員の関係というふうになっていますよね｡ところが､そうではなくて､

その縦割りを崩すところから､横に連携をさせるところから､本当の住民サービスの広がりが出てくる

と思うのですが､それに関する広がりというのは､どこかに盛り込まれていますか｡

比嘉俊雄 :

協働する責務ということで｡
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玉城デニー :

行政の中が､縦割りではなくて､網の目のように横にもつながっていますよというサービスの連携化

というのも文章として分かりやすく見えるように､職員がそこまで責任を持つ､ということも盛り込ま

れているのかなあと､ちょっと思ったものですから､それについて説明してください｡

島仲徳子 :

今､おっしゃられていることに関しては､適正に職務を執行する責務の中に､地方分権に的確に対応

する責務というふうな項目もあります｡住民と一緒にやるとかですね､横を連携してやるというのは､

時代の流れを的確につかんだ､そういうふうな仕事をやる責任がありますよという意味で理解できるか

と思います｡あるいは､この中に重複するかもしれないのですけれども､職務の使命を自覚する｡そう

いうふうなこともあります｡それから高品質の行政サービスを提供する責務があります｡今までのよう

な業務内容ではなくて､もっと高品位､高品質の行政サービスを住民に提供する責務が住民にあります

よということは､全部､ここの職務執行の責務の中に含まれています0

その他には､それをうまくやるために ITを利用するとか､常に､改革改変にチャレンジする責務と

いうふうな項目も出ております｡で､目標を達成する責務､効率的に仕事をする責務というものが出て

います｡

玉城デニー :

行政の仕事として､住民側から見た場合に､そのセクションだけで､職務を執行することなのか､そ

の何々課だけなのか､何々部だけなのかということになってしまうことなのですね｡今の行政の仕事の

弊害は､縦割りになっていて､さっきの鉛筆の芯の例え話しですが､｢この鉛筆の芯は誰が替えるの?｣

ということは､職員全体が責任を負うべきものだと思うのですね｡何々課の仕事ではあっても､その何々

課に対して､よその課の人々が､これはそっちの仕事だと思うからやってくれないかという､取り次い

でいきながら連携を取る｡どこに取り次いでも､確実に仕事が､住民サービスとしてなされるところの

適正な文言が必要だと思います｡

上見充寛 :

今のデニーさんの言葉とつながりますが､先ほどのお弁当の件に関しましても鉛筆の芯にしても､細

かい規定というのは､中に入っていると思うのですが､住民との連携する責務のはかに､職員間内部で

の連携というものを､そこには書かれていないですよね｡そういう部分をおっしゃっていると思うので

すが｡

で､ニセコ町についての文献を読んだら､違う課のものでも､市民がサービスを求めたときに､これ

はここの課ですと言うそうです｡他の自治体では､たらいまわしにされることがよくありますよね｡そ

れは､職員間の中での連携がうまく取れていないというのが､あると思うので､そこについても鉛筆の

芯とはちょっと違う責務になると思うのですが｡以上です｡

高早鈴代 :

関連するのですが､要は､縦割り行政の中では､予算執行上､しっかり業務をはたしていたとしても､

人間をりんごを分けるように行政の縦割り対応があるわけですよね｡そうではなくて､トータルにその
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人を見たときに､市民サービスを､横断的に行政の課､部が､横断的に連携市ながら行うのです｡行政

の事務事業見直しでも､行政内部での横断的な連携､それは､職務能力の向上と､関連はするのですが､

やはり､今の自治体に欠けている資質じゃないかと思います｡

島仲徳子 :

先はどの鉛筆をどうする､こうするというように､職員が個人レベルで対応できるものがあると思い

ますOこれは､サービスを提供するという意識の持ちようであると思いますね｡これとは別に､先ほど

おっしゃいました縦割りというのがあります｡これは､組織で､ここのセクションは､こういう業務が

ある､ここのセクションはこういう業務があると定められていて､それに基づいて職員は､業務を執行

しているわけです｡それについて､今､おっしゃったみたいに､もっと横にとか､柔軟なやり方という

ときには､職員個々の責任､判断ではできないことだと思います｡

はい､首長の責任で､そういうマネージメントをして､そういう行政経営をするという､もう一つや

はり上のレベルの責任かなと理解します｡

与刃臓 武 :

先はどの男性の方と同じ意見なのですが､ニセコ町でも多摩市でも､組織のあるべき姿とか､行政の

責務とかいうのが､市長とか職員とは別の条例であるのですよ｡

我々が､今やっているのは､市長と議会と職員の責務ですが､組織としてのあるべき姿といいますか､

その条項が､講座の中で､審議項目にないので､今までにでた意見をまとめて､島袋先生あたりに､組

織という条項つくってもらうとかでどうでしょうかね｡組織に関する条項に含まれるような内容が､今､

意見がたくさん出ている中で､指摘されている点だと思います｡

江上能義 :

意見を集約させないともう時間がないと思いますが､ここで､今､議論をやっていることを妥協させ

るのだったら､そこに ｢適正にかつ､全職場が連携しながら､職務を執行する責務｣と､そういうふう

な文言を入れ込むということが考えられます｡今は､与那嶺さんが言ったみたいに､職員の責務とか行

政の責務がないから､苦労しているんだと思います｡全体的に一所懸命､苦労して集約した結果だと思

うのです｡だが､集約されたがゆえに､抽象的になってしまっていて､例えば､中学生くらいが聞いて

も､よくわからないのではないでしょうか｡だから実際に条文化する時は､たぶんもっと3倍､4倍に

長くなると思うのですが､その時に､言葉をもっと分かりやすくして､今言ったことも取り入れるよう

にすると､それは可能だろうと思います｡

照屋寛之 :

高里さんから出ていましたが､住民からの評価ですね｡これはいろいろな窓口のサービスが悪いとか

出てくると思うのですが､サービスが悪くても言いたい事があまり言えないと｡これは､大きな役所に

なればなるほど､そういうことがあると思うのですね｡ですから､どう表現するかですね｡つまり､住

民から見た行政職員の評価ですね｡住民による職員の評価というのですかね､というのも必要じゃない

かなと思うのですね｡そうすればサービスなんかも非常に良くなると思うのですね｡それこそ､鉛筆な

んかもいつでも備わるでしょうしね｡それから､｢清く､正しく､美しく｣もね､住民から絶えず監視さ
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れているのだと､まあ､監視という言葉はよくないですけれども (やはり僕は語費が貧弱ですよね｡)本

来のあるべき行政サービスがうまくいっていないときは､住民が気軽に要求できるようなシステム ･窓

口の雰囲気が欲しいですね… 住民主権ですから住民からの評価があってもよいのかなと思いますo

島袋純 :

確か憲法でも､公務員を雇うのは､国民の権利というのがありまして､おそらく自治におろせば､公

務員を雇うのは､住民の権利になると思うのですよ｡だからそういった住民の権利に基づいて､実を言

うと住民個々にも職員を評価する権利があるという､住民の新しい権利として｡｢職員の責務｣ではなく､

｢住民の権利｣として､打ち出すことはできるという気がします｡

こちら考えてみたのですが､｢市長を適切に補佐し｣ということで､首長に対する忠実性が感じられる

文章ですね｡しかし､補佐しつつ､｢住民の奉仕者として､サービスの向上に努めなければいけない｣と

いう面も両立させなければならないですね｡この文章を二つ入れたら､今までの議論､とりあえずまと

まるのではという気がします｡サービスの向上､住民の奉仕者､これを入れれば､いろいろな細かい問

題があったのですが､要するに､その首長に対する忠実性と､市民の側にたってものを発想し､しかも

サービスの向上に努めるという視点をすべて一文に盛り込む｡さらに､連携の話があったので､それを

つき足せば､すこし長くなるのですが､｢住民や職員のつながりの中で､首長を適切に補佐し､住民の奉

仕者としてのサービスの向上に努めなければならない｣これで全部盛り込んだ言葉になりますか｡ちょ

っと入れ込みすぎかなあという気もするのですが､この類の言葉入れれば､今の言葉､まとまらないか

なと思います｡

比嘉俊雄 :

奉仕という言葉､出ていたのですが､あまりにも古臭いと｡何か､一方的に､努めなければいけない

という形になってしまってですね､権利だけを主張されてしまうような可能性もあるということで､奉

仕という言葉､あえて入れていないのですね｡

どうも､ありがとうございました｡(拍手)
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② 首長の責務

玉城デニー :(報告)

第二グループは市長の責務､その市長の責務について個人のいろんな意見を述べていただいて､集約

するとだいたいこのような形､区分になるかなということですが､一点だけ最後までどのようなタイト

ルをつけようか悩んだのですが､ちょっと読ませてください｡

｢市長の責務として｣というのが文頭にあるんですが､それに続いて ｢執行機関として市町村長を置

く｣｡まあ具体的な話ですね｡それから､｢その地域に合ったシビルミニマムを設定し実行する｣｡｢憲法

に基づく最低限の生活と権利を保障する｣､最高責任者っていう感じですね｡｢市長はその補佐機関とし

て役場を組織し管理する｣｡どちらかというと市長の職務と責務みたいなものがまとめられているような

ものがこの区分で､最後までこの区分にわかりやすいタイトルを付けるにはどうすればいいか悩んだ結

果､このたった3つのシンプルなことに対するタイトルが ｢市長とは｣ということになったんです｡

そして､そこからそれぞれ列にしていって区分し､タイトルを考えてみたら､｢市長は住民との約束を

守る｣｡これは政治理念を自ら市民に示し､確実に公約を進めていくというふうなことと､もっと簡単に

言うと ｢市民との約束を破ってはならない｣｡責任を持つわけですね｡

｢将来のビジョンについて､将来像を解りやすく語る｣｡｢時代の変化に合わせ常に刷新する｣｡これは

行政の刷新ですね｡

｢住民との約束を守りながら行政の仕事を解りやすく説明する｣｡これはいわゆる情報公開などいろん
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なものがここに入っているわけなんですが､｢まちづくりに関するいろいろな情報を市民に開示し､説明

責任を示して市民に意見表明の機会を保障する｣｡つまり市民からの声を吸い上げることを保障する｡そ

れから｢市長は市民の疑問に答えなければならない｣｡｢直接信託を受けて住民から責任を負う｣｡解りや

すく説明する責任を負っています｡そして拾い上げる責任もありますよ､と言っています｡次の区分は､

｢議会の意志を尊重する｣｡いわゆる市長というのはその政策を立案して､提案するということができま

すが､議会とはどうゆう関係にあるかということですね｡市民の直接選挙で選ばれた議員で構成する議

会と市長､行政との関係にもつながるんですが､｢市長は議会の発議の一部を行うことができる｣｡｢議会

からゆだねられた議案について用意しなければならない｣｡ここは次の議会とはというところで出てくる

と思いますが､確実に議会の意志を尊重して行政を執行するということですね｡また ｢市長の責務の中

で大切なのは公正であること｣｡一番おもしろいのは､｢冠婚葬祭への出席を拒否し､職務に専念するこ

とを宣言すべき｣というのがあります｡つまり冠婚葬祭に出ていれば市長の仕事は全うされていると､

本当にそれでいいのかということを､公正であることで､ある一定の地域 ･組織やそういうものにしぼ

られずに､｢これは私の仕事ではない｣と､｢これはしなくても良い｣､ということもちゃんとここでうた

われている｡公正でなくてはいけないんですよということですね｡それから ｢特定の利権にとらわれな

い｣｡｢市長の責務として効率的かつ公正な行政運営に努める｣｡つまり市長自身の資質が公正であるとい

うことと､市長の仕事というのは常に公正に行われるということをここで明言しなければならないとい

うことですね｡それから ｢権利と財産を守る｣｡これはもう､これ以上の説明はないのですが､市民の権

利､財産､それから行政の権利 ･財産を守る責務を負っているということです｡それから ｢住民の声を

正しくつかむ｣｡これは､議会に上げられることもあれば､行政の仕事で情報公開をするときに上がって

くる声､｢積極的な情報の提示･開示と意見の集約｣というのがここにあるんですが､それをもっと住民

の声を正しくつかむということを明言しておくべきではないかということですね｡｢市民のニーズを的確

に把握し市民の最大公約数を政策化する｣0 ｢地域の特色と実情に合わせた市民のための施策を実施する｣0

｢市民の要求･要望に対して適切な判断と善処する方法をとる｣｡それから｢住民の声の代弁として国や

県はじめ対外的に住民の声を表明する｣｡特に沖縄市など基地を抱えていたりすると､住民の声というも

のを的確に行政に反映させなければならないということが見えてくるかなと､離島なら島峡県の沖縄の

声というのが､離島ならではの声というのが那覇のひとたちには解らないけれども､こんなものがある

よというその声をしっかりとつかみ､県や国に届けていくという仕事を市長の仕事として約束しなけれ

ばならないということにつながりますね｡

それから ｢市民のための役所を造る｣｡政策実現に沿った予算編成をしてくださいということですね｡

それから民営化､｢地域社会の自治体の確立をとおして地域の活力を呼び起こす｣｡つまり市民のための

役所を造るということは､言い換えれば市民の皆さんの活力をも生み出すような仕事をする責任もある｡

そのために行政の改革だとか､その部分が市長の管理能力として出てくるということですね｡｢住民負担

が軽減となるように努める｣｡これは税の適正かつ的確な執行です｡｢市長は行政の効率化に務める｣｡こ

れもそうですね､さきほどの､たとえも剖殴している係長に弁当を買わせてもいいんですけれども､そん

な暇している人は本当に人出に困っているところに行かすべきである｡市民のための役所を作るという

ことは､その効率化に市長自らが率先しなければならない｡これが実は公正であることとつながってく

るわけですね｡｢市民に公正であるために､適切な役所の効率化をするという約束を守る｣というように､

つながっていくんですね｡｢常に行政の進み具合を把握する｣｡市長になったらあとは部長､課長に任せ

るのではなく､ちゃんとその仕事ぶりを市長自らある程度､進んでいるかどうかを把握する｡つまり報
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告を受けるだけではなく､自分から､これはどうなっているか､ということをちゃんと市民のためにと

いう理念のもとに行うべきである｡と､いろいろ出てきました｡

市長の仕事っていっぱいあるんですけれど､やはり ｢住民のためにどう効率よく､かつ適切に市政の

運営を行うかが市長の仕事｣として出てくるのでしょう｡

又吉健太郎 :

まず最初にある住民との約束を守るとありますが､これが公約にあたると思いますが､別のところで

住民の声を正しくつかむということがありますよね｡選挙で選ばれたときには､一部の人に選ばれて投

票されるわけですけど､市長に就任したあとには全市民を代表して市制運営をしていかなければいけな

いと思うのです｡そこで､住民との約束である公約を守るということは大切なんだけれど,そのときに

どうやって少数意見が保護されるのかということがとても難しいと思います｡だけどそれがとっても大

切なことだと思うのですが､その辺はどのように整理されていますか｡

玉城デニー :

とりあえず､条文の項目としてこのような区分でまとめてあるんですが､最終的にまとめるときに､

｢市長は住民の声を正しくつかみ､かつその実行について約束を守らなければならない｣､とかですね､

それぞれの一行､一行ではなくて､市長の責務の文頭に ｢市長とは｣という始まりにこだわったのは､

全てが連携した条文になるようなところがあってですね､細かくなると分かれるんですけれども､｢約束

を守る｣ということは ｢公約の成果を公表する｣ということがあるわけです､これは信託を受けた人た

ちに対してももちろんですが､ただそれだけではなくて､ここで住民の声を正しく市長がとらえている

かどうかということも問われるよ､じゃ少数意見はどう受け止めているんですかと､住民からの声によ

って上がってきた場合には､その行政あるいは市長の職務が正しく行われているかのチェックをしない

といけない､ということだと思うんですね｡

又吉健太郎 :

もう一点ですが､市長は議会に与党というものを作って取り込もうということをします｡一部特定の

議会を取り込むのではなく､議会とは一定の距離をおくということがどこかで明文化されていてもよい

と思っています｡その点についてはいかがでしょうか｡そのことについては私たち議会のグループでは

一定の距離を置くというよりは､市長の独断で与党野党の色分けをしないように､議会の意思を尊重す

る形で接するべきだとしています｡

島袋純 :

ニセコ町や生野町とか､先進的といわれる自治体で抱えている問題の根源は､民主主義は総意に基づ

くのだけれど､首長ひとりでは総意が作れないという点です｡だからこそ住民参加の手法をどんどん導

入して､直接的に首長の権限に総意を創出する工夫をしているわけです｡そうして正当化していく｡結

局それがどんどん進展すると議会はいらなくなってくる｡議会がいらないってことはありえないと思う

んですよ｡だからこそ議会と首長の関係をここに置いておかないと､首長のところでこれから住民参加

ができるようになればなるほど､議会を形骸化する､議会を無視しだすということがあり得るかな､と

思ってですね｡これからの自治基本条例は議会と首長の関係を明示して､議会尊重のことを置いておか
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ないとまずいのではと思います｡

又吉健太郎 :

まさにおっしゃるとおりです｡現状では過半数与党を尊重して､残りを無視することがあります｡実

際にそういうことは起こっていて与党の意見は積極的に政策提言として受け入れていきましょう､野党

が言うことは積極的には取り組むなということが聞こえてくることがあります｡ですから､議会を尊重

するということが､議会全体を尊重するとか､もしくは何が住民のためによいかという視点から市長は

判断していくべきだと思います｡

島仲徳子 :

地方主権の時代に､地方公共団体が力量を問われるときに､首長の責任はとっても大きいわけですね｡

で､首長はもっと強力なリーダーシップを発揮する､あるいは高度なマネージメント能力を発揮すると

いう責任があるのではと思うのです｡さきほどご質問が出ました､市民の協働参画を保障する仕組みを

作るとか､あるいは縦割りの仕組みを無くして職員が柔軟に関連する仕事を行える組織づくりをすると

か.時代を先取りする高度なマネージメント能力を発揮する責務もあるのではと思います｡

仲宗根政勝 :

職員が市長の政策に対して提言したりとか､市長が組織を管理運営するという部分が抜けているよう

な気がするんですよ｡例えば､市民オンブズマンと似たような感じで､職員オンブズマンみたいな､そ

ういう組織を行政の中に設けて職員と市長との関係っていうんですかね､先はど ｢職員の責務｣という

ところでも出たんですが､職員自身の自己啓発も重要ですが､市長の側からは組織の中で職員のあり方

をどうするかっていう､そういう組織のマネジメントといった部分を盛り込むべきではないかと思うん

です｡

玉城デニー :

大きなタイトルとしては上がってきてないんですが､意見の中には､｢常に行政の進み具合を把握する｣

というところでは､本来マネージメントとか管理能力みたいなところですよね｡実際にそれが市民ニー

ズに合っているか､議会の意見を尊重しているかですね､そのへんも項目として挙げる必要があると思

います｡財政運営が管理能力につながってくると思うんですが､財政運営って言うといかにも役所的で

すよね｡ではなくてマネージメントという言葉が出てくれば民間の企業運営の方法を公的に取り入れて

いるところにつながるべきですよね｡

島袋純 :

おそらくですね､そのマネージメント的な手法と現代的なマネージメントといえば､例えばシチズン

ズ ･チャーターとかは､モニタリングのシステムですね､それが導入されている部分が多くて､モニタ

ーがないと効率性は担保できないっていうことですね｡いろんな手法があるんですけれど､例えば市民

モニターの仕組みなり､シチズンズ ･チャーターの仕組みなり､そういったのをこの段階で書くという

よりも､その内部管理自体が市民のものであるということですね｡それを明言しておけば､市民モニタ

リングシステムとかマネージメントの発想っていうのはカバーできるのではと思うんですがね｡
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玉城デニー:

それは市長の責務というよりは､まちづくりの中で他の条例の項目の中で表せるのかなと思うんです

が｡

島袋鈍 :

いや､おそらく内部管理に関しては市長､経営者としての責任なんですよ｡ただその経営の手法が､

経営の基本的な哲学が市民のためにという原則があるわけですから｡

屋良朝博 :

具体的な例で言うと､沖縄市を引き合いに出して申し訳ないんですが､泡瀬干潟埋め立て問題は世論

調査すると､反対の市民が多いのは事実なのですが､公共事業は進んでしまう｡どうすれば民意を正確

に政策へ反映できるのでしょうか｡

玉城デニー:

これは基本条例の中に､にっちもさっちもいかなくなったら住民投票で問わなければならない､とい

うことが出てくると思うんですよ｡

島袋さん､どうですかね｡

島袋純 :

当然出て来ていいと思います｡

参加者 :

話がぐっと戻って根本的なことで､住民なんですか､市民なんですか｡ことばが二つあるんで､住民

って言うと外国人を含んで､市民というと､だからここはちゃんとしたはうがいいのではと思います｡

玉城デニー:

すみません､ここで市長というと市民ということなんですが､広く考えるために首長となったりです

ね､住民になったりですね､申し訳ありません､ここではあまねくそこに住む登録されている人たちと

いうことで､参政権を持っている外国人の方々だとか､それは別でまた選挙の項目で出てくると思いま

すが､例えi封中縄市に長く住んでいるインド人の方とか､そういう人たちがある種のことに対して選挙

権を持つ場合には､市民として定義できると思うんですよ｡ただ全ての市町村に住んでいる人々という

ことで考えて､市民に限定しない ｢住民｣ということばがでてきたと思います｡

島袋純 :

これは前期の講座の中で仲地先生から報告していただいて､我々では基本的に住民で統一すると｡市

長も首長しておかないと市町村があるんで､言葉として我々は統一しましょう｡それから市民と使うと

きにはカッコ付きで､やはり市民って特殊な概念で使われているんでカッコ付きで使うということで､

我々の合意はそうだったんではないかと思います｡
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潮平芳和 :

公約の場合それが正しいかどうか解らない場合がありますよね｡住民との約束を守るっていう意味を

どのように捉えるかは､まだきちっと整理されていない｡つまりそれは選挙の時の公約だけでなく､議

会で表明したことに関してどうするのか｡かといってそれが時間の経過を経れば現実と沿わなくなって

くることもあるわけです｡たえず議会の野党の意見とか少数の意見とかを､どう尊重､保護するのかと

いうことが､整理されていないような気がしますがどうでしょうか｡

島袋純 :

考えていたんですけど議会とか､特に民主主義は何のもとに政治を行うかというと､｢総意｣が一番重

要で､有権者の総意こそ最高の決定の根拠 (正当化)だと思うんですよ｡首長一人では､選挙公約であ

れ何であれ総意を案出して生み出すことはできないんですよね｡だからこそ住民主権の概念をもし原則

として発想するのであれば､一番重要な総意というのは､直接的な住民投票によるべきだと思うんです

よ｡ですから､住民投票の決定が最高の意思決定であると､ただし､住民投票を毎日､毎日やるわけに

はいかないので､日常的に総意を案出する機関は議会しかない｡議会こそ住民の総意を具体化し､それ

に基づいて統治を行う一番重要な組織なんですよね｡

では､首長の選挙公約とは何かというと､住民との約束として出てくるのですが､､､｡アメリカ議会で

もそうですが､議会が首長 (大統領)の選挙公約を必ず全面的に認め､そのまま予算をつけてくれるこ

とはありえない｡ですから､首長が住民と約束したといっても､無理やりにも約束を通すのは､プロイ

セン的な協賛議会ならできるかもしれないが､そのまま通す必要はないと思うんですよ｡公約を議会に

諮り､議会との関係で新たな総意として政策は打ち出されるわけだし､議会では手に終えないものは住

民投票が存在するわけです｡つまり､たとえ公約でも住民投票に従属しなければならないという関係で

す｡そうなると公約が実現できなかったことさえもちゃんと説明できることになります｡議会との関係

あるいは､住民投票において公約は実現できなかったことを説明しさえすれば､公約を無理やり何が何

でも実施して議会の意見を無視して住民の意見を無視して実現することにはならない｡いま問題は､議

会が本当に総意を案出する力､少数意見を吸い上げて議員同士で何度も議論して､公開の場で､住民が

見る中で議論することで､これがまち全体の総意になっていくのですが､この議会の総意の案出機能と

いうのは､いまとても弱いので､首長の意思または公約を無理やりに実現するため､議会で多数派工作

し､議論もせずに実施するような仕組みになっていると私は思います｡公約と議会と住民投票の3つの

関係を ｢総意｣をキータームにして説明したのですが､そういった民主主義に基づく政治とすればその

基本的な関係が必然的に整理されてくると思います｡

玉城デニー:

いまおっしゃたことも確かに｢公約の成果を公表する｣という部分に､捕らえることができると思う｡

公約したからなんでもかんでも進めているのか､というわけでなく､いろんな声を聞いた結果､そこを

公約に掲げた結果､｢成果がこうやって出てきました｡これについてはどうですか｣､と公表する｡いつ

でもやっていることを明確にする､明示する責任が首長の責任だと思います｡各セクションでしっかり

仕事がなされているかもしっかりと公表しなさい､という管理能力も住民との約束の中に含まれていた

ような､そういう話が出ていたような気がします｡
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島袋純 :

首長を意思決定機関と捕らえるかどうかです｡私は首長を意思決定機関とは捉えない｡総意を首長一

人で作り事はできない､だから､選挙で公約した政策だからと主張しても首長の独断ではできない､と

思っています｡議案を発議し､審議し､そして議決を行うのは議会であると､意思決定機関は､議会で

す｡だから､意思決定機関である議会を活性化する必要があります｡首長は原則として執行機関にしか

過ぎない｡実際に執行する側としてスムーズにことが運ぶよう､日本では発議も認められいるし､執行

機関なので､執行不可能と思えば､もちろん拒否権がある｡ある条例制定に関して､これできないな､

これ実現できないなと思ったら拒否することも可能です｡だけども､結局最後にはオーバーライドでき

るのは3分の2の多数決の議会権限であるし､さらにそれよりもっと重要なのは､住民投票｡そういう

仕組みが正しいのではないか､ということです｡

玉城デニー :

ということで､だいたい話は出尽くしたと思います｡ここまでくると､じゃあ後は議会 (の責紡)は

どこまで話し合われたかと､ぼくはそこに気持ちがいってしまっているのですが｡

島仲徳子 :

職員との関係でですね､先はどの ｢職員を育成する責務｣が首長にあるのではないかと思います｡それ

と､｢市民との協働｣ということが盛んに言われていますので､市民の行政参画を保障する責務が必要だ

と思います｡それと､｢住民の権利と財産を守る｣とあるが､この中に ｢生命を守る｣という責務もある

のではないでしょうか｡

玉城デニー :

おっしゃるところは､ちょっと､話出ていたのですが､まとめの中で出ていないですね､すみません｡

｢生命､権利､財産を守る｣､ですね｡じゃあ､島袋さんこんな感じですか｡

島袋純 :

いまの2点は､出ていないことなので､種類が違うので9､10として｡職員の育成ですよね｡そう

いう発想がなかったから｡住民の参加を保障することと､職員の育成ですね｡

玉城デニー :

職員の育成に努める､というところでいいのかな｡次は､生命ですね｡まあ､文頭には ｢住民の｣と

あるのでですが､生命､権利 財産と続いて表現するのですね｡

江上能義 :

9番の表現についてですが､住民の参加でなくて､参画でいいのですか｡

島仲徳子 :

計画の段階とか､あらゆる段階に参画するという意味で参画です｡
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江上能義 :

行政側にとってはそれはきついですよね､でも私はそのほうがいいと思いますが｡

玉城デニー :

ただいまの江上先生の質問に答えてはしいのですが｡参加と参画の違いとは｡

島仲徳子 :

正確に説明はできないのですが､印象として ｢参画｣と ｢参加｣では責任の度合い､権利の度合いが

違う｡｢参加｣だとオブザ-バー的な参加もあるが､｢参画｣は､行政の総合計画や実施計画の策定段階

で加わって､発言をして責任を持つ､あるいは実施の段階でも一緒にやっていく､それから､終わって

も､事業に対する評価について発言する権利を持つという意味で､｢参画｣という言葉を使っています｡

玉城デニー :

だいたい僕がいいたかったことが今の意見ででました｡

照屋寛之 :

ぼくはいま職員の育成に努めることにひっかるのですが｡市長がいちいち職員の育成に努めるという

よりも職員ひとりひとりが､向上すべきだと思いますね｡住民へのサービス､どう効率化するかは職員

の自覚の問題であり､市長が職員の育成までもすることにはちょっと疑問がありますね｡

高里鈴代 :

まあ､何人か同じ意見もあると思いますが､これは保障されないといけないところだと思います｡職

員ががんばっていたいという人もいっぱいいるんですけど､なかなか声が反映されていないとか､そう

いった機会が与えられていないという傾向が多くて､つぶされている職員がいると思うんですね｡職員

がのびのびとすくすくと育つ環境を保障するという意味だと思います0

玉城デニー :

｢職員の育成に努める環境を創る｣､になるのでしょうか｡

高里鈴代 :

これは重要な責務と思う｡実際に政策を担うとき､職員の資質は職員になった当初ときから何十年も

あるわけですよね､その適性､必要なところで､必要なときにきちっと､育成をしていかないと､責務

を担っていけないと思うわけですね｡ですから研修所を置くとか､定期研修をさせるとか､別の機関に

研修に送り出すとかいろいろありますよね｡これは､実際に責務の重要な一つじゃないですか｡

玉城デニー :

はい､ということで､いよいよ本論は議会へと進んでまいります｡はい､ありがとうございました｡

(拍手)
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③ 議会の責務

高里鈴代 :(報告)

それでは､先ほどの市長の責務をしっかりとチャックする立場としての､議会の責務について報告し

ます｡じつはこのグループはまずブレーンストーミングもかねて､いったい参加メンバーは､議会とど

ういうふうに関わったか､議会が何をしていると考えているのか話し合いました｡すると､議会が何を

しているのか､全く分からない｡それから､議会が見えない｡議会が何をやりたいのか分からない｡選

挙の時には見えるけど､その後は見えない｡よく見えない｡議員は言っていることとやっていることが､

違う｡議員自身､どれだけできたか自分のチャックもできていない｡というかなり否定的なものが出さ

れました｡しかも実際に誰に投票したか憶えていない｡投票した時の期待は何だったか覚えていない､

という声もありました｡長期に外国に行っていた方はしばらく投票も経験していない｡日本でも在日外

国人で投票する権利を持たないわけですよね｡とすると､議会の責務､議員の働きというと､例えば､

パイプ役として､ちょっと間に入ってもらって何かできたとか｡そういうパイプ役的なものとか｡よう
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は,どのように議員を選んでいるのか､というようなこともかなり大きなクエスチョン (?)だという

ことも出てきました｡この中で､選挙以外で､議会のチャックの方法が必要だ｡正確な情報の提供がな

されていないのではないか｡広報不足､市民のチャック機能が不足している｡それから､議員の評価を

市民としてやっているだろうか｡という現状に対する疑問もワ-と出てきまして､さて本題に入りまし

た｡

議会の責務とは何か｡まず､議会は全住民の代表である｡つまり､総意であるということですよね｡

市長も､住民から選ばれますが､市民の声の代弁者､市民の要望に耳を傾ける､特定のニーズより､全

体のニーズを優先すべきですね｡それから､市民の意見を十分に取り入れる努力をすべきである｡それ

が責務であるということで､これが議会は全市民の代表であるという意味ですね｡

それから､2番目が､議会の仕事｡これは､まず､条例 ･議案の決定 ･採択ですね｡それから､新し

い政策の提案｡住民組織と自治体とのつなぎ役｡これは､選ばれている議員たちの資質にもあるのです

が､半プロ･半アマの便利や集団､これはよい意味ですが､市民の全体を代表するという意味で､そう

いう議会の仕事｡住民参加の窓口であるということなんですね｡

次が､議会運営の原則｡市民の直接選挙によって選ばれて､市民の総意を代弁する機能を持っている｡

それから､公平さを持たなければならない｡それから､活性化のための方策を常に考えていかなければ

ならない｡議会内の人間関係より､市民との人間関係の重視を､逆ですね｡議会内の人間関係のほうが､

市民との関係より､重視されているような現状をかえ｡それから与党の廃止､これは論議のあるところ

だと思うのですが､言いたいところは､首長と与党がつるんで結局は市民の多様な意思というものの反

映が妨げられている｡与党の廃止というのが､大胆に出ているのですが｡それから､所属政党のしがら

みをなくす｡議会が議会たるには､そういう改革が必要だということです｡それから､

議会は行政を見張る｡これは議案を､つくったり廃止したり､いろいろあるわけですが､大きなのは､

行政のチェック機関である｡対等なチェック機関であるということで､ある意味ではトライアングルの

首長と議会､そして市民がその両方に､送り出していくわけですから､そのチャック機能が大きな責務

である｡議会は､行政を見張る｡行政の監視､行政運営が正しく行われるように監視する｡市政運営､

市民福祉に提言をする｡

それから､5番目が､議会活動を全市民に伝える｡印象がまったくないのですね､議員は｡選挙の時

はわめいているのですけれど｡ここで､議会活動を全市民に伝える責務がある｡これは､議会会議録､

委員会記録の公開｡那覇市などは全部公開していますが｡皆､公開ですよね｡委員会記録が､要約記録

になっているところもありますが､要は議事録の公開｡CATVなどによって議会の様子を全市民に伝え

る責務がある｡これからは､インターネットでの公開もあります｡

視察の報告書を自分で書く｡誰かに書いてもらっていたりしますね､政務調査費の会計報告の透明性O

議会活動の説明責任がある｡情報公開に勤めなければならない｡という現状からである｡

次が､7番､議会への市民参加｡吉養会として､広く市民の声をひろう場をもうけなければならない｡陳

情や､何かを出してきたら､聞くということではなく､更にもっとひろく住民に聴く必要があると思い

ます｡CATV､テレビ､nlXなどを通して､双方向が可能ではないのか｡

それから､今度は全市民が議会を見張る｡4年に一度の選挙もチェックではあるのですが､恒常的に

市民が議会のこういう情報を公開しながら､それしっかりとチェックされる｡議会オンブズマンの設置､

議会は､まちづくり､市民と共に取り組む｡それから､自治基本条例を尊重する｡まちづくりに市民と

共に､取り組むということで､直接､市民の声をきくということですね｡ 以上になりました｡
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島袋純 :

日本国憲法が想定する議会､議員の役割と､それから日本国憲法の総意といった言葉があるんですけ

れども､それを私なりに紹介するというかお伝えしますと､日本国憲法では当然なんですけど､第一条

の天皇の地位のところで総意が出てきますが､天皇の地位だけじゃなくて国政自体が国民の総意に基づ

くと考えられるわけですよ｡国民の総意による統治ですね｡実際に国民の総意を明確化して､統治を正

当化するのがやっぱり議会ということで､国会が国権の最高機関であるっていう規定があるわけですよ

ね｡私はこの国権の最高機関であるっていうことを､地方自治においては､自治体の議会にも当てはめ

た方がいいのではないかと思うんですよ｡ですからその言葉ですね国権 ･･｢国権の最高機関｣じゃな

い･･･え～｢自治体の最高機関｣であるという言葉ですね｡

しかし､最高機関と規定しても､その根拠を住民の総意としておけば､議会で出された総意よりも､

もっと直接的具体的に住民の総意を抽出することができるっていうのは住民投票なので､住民がもしあ

る案件について住民投票に付したらいいと思えば､いつでも住民投票が可能で､その結果は議会の決定

さえも榎すことの出来るオールマイティーと規定しておいて､それを前提に議会を自治体の最高機関で

あるとおけば､住民投票と議会の対立､矛盾は無くなるのでは無いかなという気がします｡

それで､総意を日常的に生み出す機構として最高性を打ち出すためには､いくつかの条件があります｡

まずは､議会が全住民の代表であることです｡これ､ようするに国会で言うところの憲法に規定された

｢国民代表｣の概念の自治体版です｡これに対抗する概念は何かというと ｢地域代表｣とかあるいは ｢利

益代表｣ということなのですが､国会議員の場合､重要な役割は地域的に選出されても､国会議員の場

合地域的に選出されるあるいはその比例代表みたいな形で党として代表されるとしても､いったん当選

したからには全国民の代表という意識を持たないといけないということですよね｡この全住民の代表と

いうのはその､その特定個別の利益ではなくて､たとえそういうことで票をもらったとしても全住民の

代表という意識のもとに議会に出ていかないといけないということです｡

では､全住民の代表が出てきたとしてそれが多数決取れば､それが直ちに､総意となる､というわけ

でもありません｡特定の利益や地域を代表せず全住民を代表するというのは､総意を担保するための前

提条件なのですよ｡総意っていうのはじゃ､どうやってできるのかっていうと､実をいうと議会で､議

会の審議のプロセスの中で､全住民が見ている中で､少数意見尊重の原則の下に､意見を全部表出させ

て､それをお互いの議論の中で調整し､ひとつの共通的価値を生み出していく､まあこのワークショッ

プみたいなものですが､こういったプロセスが要求されているんですよ｡こうしたプロセスを経て初め

て総意というのは生まれるということです｡

ただ､さっき話の出た会議規則のところであったのですけれども､現在のその日本の議会っていうの

は旧プロイセン型の議会でその首長が､ほんとにオールマイティーの形になっていて､ほとんどが､首

長原案どおりにあるいはたいした修正もなく議会を通過します｡議会さえも行政主導で､議会が審議し

なくていいわけですよね､審議しない議会はほとんど尊重されていません｡

総意を生み出す機構として議会が整備されるためにはですね､重要なのは議会の内部の改革です｡議

会で行政が発言できるのはプロイセン型の議会だけですよね｡イギリスの議会もアメリカ議会も首長も

職員も議会の中で発言できないんですよ､参考人として以外は｡だから原則としてですね､総意をほん

とに捻出するための機構として考えるんならば､本来ならばまず考えなければならないことは､これ､

今の日本の自治体ではまだ無理かなと思うんですけど､首長と職員が議会で議場で議員よりも偉そうに

発言できないという仕組みですね､これが､どうしても担保する必要があるのではないかと思います｡

147



したがって､それをどうやってこの条文に載せていくか ･- ということで､もしそれが可能であれ

ば､それでほんとに総意創出の機関としての議会というのが担保できるのではないかという気がしてい

ます｡これはしかしながら､現実の法制度の前に､結局､自分では書けなかったのですけども､首長な

り職員なり議場のひな壇で主人公のように､議会の主人公のように発言させないというこが､どうにか

出来ないかという気持ちです｡

玉城デニー :

内容を聞き落としたかどうかちょっとわからないんですが､この場合の質問は､論法的なものではな

くて､議場のつくり方です､そういう議場の作りそのものが権威的な形になっていて近代的ではないと

思うんですよ｡ですから､あくまでも議会と当局が意見を言う場合には､あのちゃんと向き合ってやる

とか｡あるいは､もっと円形で議場を作るとかO屋根をオープンドームにするとかですね｡いろんな発

想でその建物自体の作り方そのものも､もっと住民が参加しやすいような形に作った方がいいんじゃな

いかという気がするんですね｡

高里鈴代 :

議場のあり方についても出ていまして､対面方式で市民から選ばれた市長とやっぱり市民から選ばれ

た議員側が対面的にやるという議場作りもあるんですよね｡私も､行政視察の目的の中に入っていいて､

実際に鹿児島市議会の議場を見てきました｡前列の3議席をはずしましてね｡そこに質問議員の席を設

けてそこから首長に対して質問をするわけです｡そういう風に対面方式に作っている議会もありますし､

今､今のやっぱり議場作りからも考えていくべきですね｡今の議場はやっぱり市長中心にしたものです

よね｡

それから､今の議会はもっぱら市長サイドの議案提案になっているわけですけれどもそれに対する質

問権が逆にとても時間が制限されている訳ですよね｡たとえば､那覇市では以前､答弁込みの時間だっ

たんですよ｡そしたら,行政側が答弁を引き延ばして､質問者の持ち時間を全部食いつぶすわけですよ｡

そういうこともあって､議会改革として答弁を含まない議員持ち時間へ変えたんです｡

はい ････

屋良朝博 :

議会審議を聞いていると､眠くなるんですよね｡あの､政策論議が不在なのではという思いを抱くの

は私だけでしょうか｡政策論議の質を上げていくような工夫が必要ではないかと思います｡

高里鈴代 :

どうでしょうか｡どうぞ｡

与那嶺武 :

すみません｡少し違う視点なんですけども､五番の方に議会活動を全市民に伝えるとありますが､あ

えてですね､｢わかりやすく｣と言うのを是非､入れて頂きたいと思います｡実は､自分も自治体職員な

んですが､前期で又吉健太郎さんの方で議会の報告がありましたよね｡あれで､ああそうなんだとわか

ったところもあるんですが､先はどの報告でも､議会が何をやっているのかわからないという話があり
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ました｡だから屋良さんが言うように､議会でですね､どうしてこうなっているのかわかりにくいって

いうのは､やっぱり広報活動の重要性を示すものだと思います｡これは､職員でも首長でも全部同じだ

と思うんですが､たとえば､ニセコのほうでの予算編成に関する条項で､あえて､わかりやすい方法に

よるっていうのがあるんですが､そういうふうにわかりやすくやっていかなければ､伝え無ければ､結

局､議会運営とかその内容がわからないというのが住民の感想だと思います｡ちなみに､自分たち西原

町の方で､この前､市町村合併に関する説明会を開いたのですが､そん中で､こういう意見がありまし

た｡企画財政課の職員の財政に関する説明に対して､町民が ｢地方交付税交付金｣とかそういうのをば

つと言われても意味がわからんと｡一応ある程度地方交付税交付金とかの専門用語について説明したわ

けですが､よりわかりやすくを心がけないと理解してもらえない｡ですから､たとえば､議会便りとか

を議会でも出ているんですが､いい市町村の議会だよりなんかは地方交付税交付金とかそういう語句の

説明も､どういうもんなんですよって詳しく説明していて非常にわかりやすい｡

ですから､是非ですね､あえて ｢わかりやすく｣というような文言をいれていただくと､議会活動も

見えてくるのもあるのかなと自分は考えるんですけども｡

高里鈴代 :

どうぞ､デニーさん｡

玉城デニー :

今の議会活動をわかりやすく全市民に伝えるということに関連して今度はその議会を構成する議員

個々人の活動も､しっかり議会活動の一環として住民に対してわかりやすく､活動記録を開示する､提

示するということも必要であり､議会を構成する議員の言葉も表すことは必要かなと思うんです､とい

うのは議員というのは何をやるにもやっぱり自分のお金使ったりしますよね､そうすると ｢お金がない

からやらない｣ということも ｢公表したいんだけどできない｣という現実論で逃げてしまうところがあ

るもんですからそれは ｢ちゃんと説明責任をもたないとだめだよ､それも議員活動の一環だよ｣という

ことをやっぱり､その議員個々人に対しても与えられる責務であるということで入れた方がいいと思い

ました｡

高里鈴代 :

そうですね､これどうしましょうか｡議員は市民から直接選ばれますよね､みんな対等なんですよ｡

例えばですね､行事があって市長が挨拶しますね､でも市長に代わり助役が挨拶をする場合は､助役は

市長の挨拶を代読するんですよ｡ところが議会の場合は､私今副議長なんですけど､議長が行けなくて

副議長が行く時は､副議長が議会の代表なんですね､副議長でなくて委員会の長が行くと､この人が議

会の代表なんですよ｡つまり市民から直接選ばれたので､その議会を代表するわけですね｡だからそう

いことからすると議会活動と共に議会を構成しているメンバーは全員､市民から選ばれているわけです

から､そういう意味ではこれはどこか議員活動も入れる必要がありますかね｡

玉城デニー :

今､高里さんがおっしゃっていることが､一般市民にはわかりづらいことなんですね｡ですから､わ

からないことを条例の中できっちり明文化しておくということ､逆に言えば議員はそうやって市民から
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選ばれた､そいう存在であるということ､そういうメンバーが議会を構成し､｢それぞれが議会を代表す

る存在である｣という言葉が正しく ｢議員として確立させる｣｢意識を確立させる｣ためにあえて必要が

あるのじゃないかなあという気がするんですよ｡

高里鈴代 :

これどうですか｡

玉城デニー :

議員の中には ｢選ばれてしまえば終わり｣という感覚があるんです｡極論すると ｢当選すればいい｣

というような｡議場で発言を言おうが言うまいが､自由だというような｡しかし､もっと議員何年生で

あってもしっかり自覚させることが､条例に入っているべきじゃないかということですね｡要するに｢議

員活動の責務についてその法律の根拠｣みたいなものがしっかりあるべきだと思うんですね｡

高里鈴代 :

どうですか､これ､議員というあの～ ･･･｡

島袋純 :

｢議員の役割｣についてなんですけど､やっぱり独立して､｢議会｣だけではなくて､｢議員の役割｣､

個々の議員の役割というのを書くべきじゃないかな思います｡どうしてかというと､例えばこの国会レ

ベルを例に考えると,沖縄選出議員は､自分の投票母体だけではなくて全沖縄の利益を考えて全部意見

を聞く､たとえ何党から選出されようが聞き入れて､それをまた､単に沖縄の意思だけではなくて､日

本全体の利益の中で沖縄のことも考えながら､それを調和させながら自分の良心に基づいて議場で行動

しなければならないわけですよね､そのためには国会で何が審議されているか､議員報告として､必ず

選挙民に自分の議員活動議会活動について､後援会だけじゃなくて選挙区選挙民全体に情報を伝達しな

いといけないわけです｡

それはですね､自治体においても同じで自分の選挙区で､だいたい日本の市町村では全選挙区の場合

が多いんですけど､県とかはまあ区割りしていますよね､自分自身をその選挙区住民すべてのためのま

ちづくコディネ一夕-みたいな発想ですべての意見をまとめて､考えを聴いて聴き入れて､それを議会

の方で代弁するそういう役割があると思うんですよ｡それと同時に議会での何がどういう審議されてい

るかってことをつぶさに報告する義務があるわけですね｡

例えば私が 2年はど滞在したイギリスの例ですが､｢あなたの住む選挙区の議員は誰それです｣とい

うことがHPで明示されています｡国会レベルにおいてもそれから地方レベルにおいても｡｢あなたは誰

それに政治的な意見を伝える権利があります｣ということで国会だったら誰､どこの事務所ということ

で､電話番号もメール ･アドレスも全部書いてあるわけです｡それから､市町村､私の住んでいた地区

の市議会議員は自由民主党の議員だったんですけれども､地区の一戸一戸の家の中に ｢まちづくりに関

する施策に関して議論をやります､報告会します､集まって下さい｣というチラシを､町内会のお知ら

せみたいに全世帯に配布しているんですよ｡それでみんなが集まってきてまちづくりについての議論を

する､それを､議会に提出するっていう形でですね｡ですから議員の役割はそういった､ほんとまちづ
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くりコディネ一夕-的な仕事ですが,それは議員がやる仕事ではないかと思います｡それに加えて､単

に自分の選出地域や選出母体だけではなく､全市の利益を考えて議論に加わるということです｡総意と

いうのはそういう過程の中でしか具体化していかないのではないかという気がします｡だから､議員の

まず出発点としては､議員が情報をどんどんその市民に提供し報告会をし､そして､市民の意見をどん

どん吸収していって､にも関わらず自分の良心に基づいて最終的には決断するということですね｡その

責務をやっぱどこかでわかるように明示しておくという必要はあると思います｡

佐藤学 :

マイク係の佐藤です｡住民のフアンリテ一夕-とか住民参加の窓口といったのは､島袋さんの話にあ

ったように､首長がいわゆる住民参加という形で議会をバイパスするような場合が多く､また住民の側

でも議会に対する期待が非常に低い状況があります｡それで議会がなにか中途半端とういか､無くても

いいような形になりかねないと思うのです｡しかし､住民参加といった場合に､参加する住民は自発的

に参加しているのだけれども､選挙は受けていないわけです｡だから､代表制の問題､正統性の問題に

ついて､疑問があると言えばある｡そこをやっぱりちゃんと保証するのは議会の仕事だろうと｡

だから議会もそこにどんどん入っていく､あるいは議会が火付け役となるような形で住民の関心を喚起

するということ､そういう役割をどんどんしないと議会も住民も困るのではないかと考えます｡一方､

議会が負っている責任はものすごく大きいわけです｡とにかく､条例をつくるわけで､その責任を果た

すためにも住民参加､住民参画ということに議会が積極的に入って行かなければならないだろう､とい

うことを考えました｡

高里鈴代 :

はい｡

潮平芳柑 :

私は議会っていうときに､最近いつも思うのは民意との飛雛ということが気になるんです｡その車離

をどういう風にして埋め合わせれるのか｡具体的な記述ができるのかわかりませんけど､なんかそうい

う方向性にもっていくようなのが必要なのかなと｡例えば､議員の資質を高めるためにも議会事務局を

もっと強化するという視点､例えばそのアメリカであればですね､会計検査院､GAOですね｡GAO

というのがあって立法調査機能みたいのがものすごく強いわけですよね｡しかし､日本の機能にそうい

うのがない｡ですから最高意志決定機関でありながら調査能力がない､と｡議員の能力ないというんじ

ゃないですよ｡議会事務局としての調査能力がない｡それを何とかする必要があるんじゃないか｡あと

ひとつは住民開示との兼ね合いで､ちょっと突拍子がないかもしれないけども､これだけスピード感が

求められる時代にですね4年に一度総入れ替えってことじゃなくて､参議院みたいな感じでですね､2

年に半分づつ替えるみたいな､そういうふうなやり方､システムをこの地方の独自の取り組みとしてで

きないのかどうか､まあそんな議論があってもおもしろいなあと感じております｡

高里鈴代 :

あの今のご意見でですね｡議会事務局の機能という場合､議会事務局の中に政策課というのをおいて

いるところもあるんですね｡そして行政サイドと同じ程の政策検討をやるところをもっているところが
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あるんですよ｡そして議員があの質問したい､どうなっているかって言う時に､今は行政側がこういう

ところまで来ているとか説明しているわけですが､それを議会事務局の政策課が説明できるという議会

もありましてね､日本の中の議会にもあるんですよ｡でも､ほとんどの議会では､庶務課と議事課､調

査課といって議員が調査したい項目､事項を相手に送って調整しているのですが､今､ここに､出てい

る説明責任については､議会は広報も出してます.ところが､市長の出す広報とは違って､全部の議員

の発言を行数を同じ分量にして､どれほど重要な質問をしどれほど論議をたたかわしたかは読み取れな

い｡だから広報として市民の目に触れるのはもうほんとに平面化されてしまうため､議会の内容が市民

に伝わりにくいんですね｡でも､広報は､あるわけですよ｡広報に関わる職員の強化っていうか､議会

組織の強化が必要でそういうバックアップがあってまた議員の活動が保証されるっていうか､責務が果

たされると思うんですよね｡

潮平芳和 :

議会がですね､4年に1回ぐらいの頻度で執行部が作るような市民意識調査なんかに頼っている､そ

んな時代じゃないんですよね｡今言ったように議会がペーパーでの調査が難しければ､例えばホームペ

ージ上でですね､市民モニターみたいのを議会が指名して､それでたえず､その時々の重要なテーマに

ついてその住民の意識調査をやるというようなね､そういうスピード感ていうのが必要じゃないかなあ

という気がします｡以上です｡

高里鈴代 :

この議会オンブズマンの制度､ホームページの開設 ･･･｡

照屋寛之 :

今､潮平さんとの関連の発言です｡つまり市民とのあれが車離しやすいと､つまり選挙制度として4

年にいっぺん何ですね､で今潮平さんはえ～その2年にいっぺんとかね､やるようにやったらどうかと

いうことなんですけど｡

高里鈴代 :

2年にいっぺんじゃないですよ､半分づつっていうことですよ｡

頗屋寛之 :

半分づつ交替ね､それも良い考えかもしれんけど､私はどっちかというとね

照屋寛之:

どっちかというとね､そういうような､要するに4年間､何というかな､選挙の時点での争点でもっ

て､4年間を委託するわけですね｡これはいわば ｢時限的｣民主主義ですよね｡ところが選挙後の4年

間の間に新たな争点がどんどん出てくる｡その新たな争点が市民を二分するような争点である場合､住

民投票に付すべきでしょうね｡しかし､沖縄市議会などを見ていると､現実は必ずしもそうではないで

すね｡すべての議会がそうではないけど､どっちかというと住民投票を敵視するような議会もあります

よね｡その面で住民投票に対してもっとオープンであり､住民投票の結果を尊重するようなね､議会に

152



脱皮すべきでしょうね｡これが一番生の声ですから｡つまり,選挙時だけの ｢一瞬｣民主主義を､｢フル

タイム｣民主主義に変えることによって住民の ｢旬｣の声を議会というプールにどんどん流し込むべき

でしょうね｡

そういうこともやはり市民と議会の乗離をなくするひとつの方法だろうと思いますね｡それから､私

もう一つは今日は先ほどの報告では夜間議会については何も上がってないんですが､夜間議会はまった

く議論になかったんですか｡

高里鈴代 :

そのことも出ています｡夜間議会､お出かけ議会､出かけていく議会というのもあって､それから､

市民の声を直接議会で聞くというような事もありました｡

照屋寛之 :

あ､あったんですか｡

高里鈴代 :

はい､出ております｡

照屋寛之 :

今､あがってないもんですからO

高里鈴代 :

議会として､広く市民の声を聞く場を設ける事で､会話の中で出ていましたo出前議会ですね｡

照屋寛之 :

一般質問の場合に､例え療養会が2週間あったらね､最低でも1日､2日くらいはね､夜間議会を開

くとか､あるいは土曜､日曜議会を開くとかですね､議会の方が積極的にそれをやると､そうすれば傍

聴者がもっと増えると思うんですね｡今､傍聴者があまりにも少なすぎるのではないか｡だから傍聴者

を増やすようないわば議会の在り方というのも必要じゃないかと思うんですね｡以上です｡

高里鈴代 :

今､かなり活性化して来たんですが､先はどのあの-島袋さんの意見の中で､もっとしっかりとその

役割､任務が果たせられるような事で､仕組みを作っていくためにも今議会事務局の強化が必要だとい

うことです｡もっと他にないでしょうか｡

島袋純 :

沖縄の復帰前の旧立法院のことを考えていただいたらいいんですけど､アメリカ型の議会 ･大統領制

型というのは､議会において議員こそがすべての発言権を独占しているんですよ｡予算編成権も議会が

ある｡それから､法案の提出権も議会が独占している｡だからこそ､強力な議会付属機関もあるんです

よ｡つまりですね､日本の国政の例で分かり易く言えば､内閣法制局とそれから財務省の主計局を議会

153



事務局がもっているというかたちですよ｡だから､立法院には､150人の事務局員がいたし､立法院

議員一人一人に公設秘書がついた｡それが復帰後､復帰と同時に日本の旧プロイセン型の議会にされて

しまったので､権限がなくなり､法案も予算案も議会がやる必要がなくなるわけです｡予算提出権も法

案提出権もすべて､原則的に執行部の側に移った訳で､それで議会の職員130人くらいがいきなり首

切られて､議会は脳死状態になる訳なんですよ｡議会の最重要な権限･能力を奪われてしまう訳なんです

よ｡

沖縄には復帰前の立法院のこういった素晴らしい伝統があるので､議会事務局の強化といってもです

ね､これは密接に予算編成権それから議案の提出権､法案の提出権の再獲得に絡める発送が必要だと思

います｡たとえば､予算編成について､アメリカでは大統領の権限ではなく､原則として､議会の権限

です｡予算教書は出してもいいんですけど､それはメッセージで復帰前の沖縄でのメッセージと呼んで

いたものと同じで､それはほんとに単なるたたき台ぐらいの意味しかなくて､その作成は予算編成権で

はないんですよ｡予算編成権自体は議会が持っている訳ですね｡予算編成権は全く立法権の一部です｡

自治基本条例では､権力の基本構成を定める法でもあるので､個人的な意見ですが､意図的に自治を

最大限､自由に解釈してはどうかということです｡日本国憲法には ｢自治体に議会を置く｣しかないの

で｡私は､自治基本条例を自治体における権力の構成法として考えるのであったら､議会について ｢自

治体の最高機関｣であるとか､それから｢議案の提出に関しては､原則として議会固有の権能であるが､

一部を (実際の行政執行上､必要に迫られてなのですが ･･･)首長に委ねることができる｣というよ

うに書くことができはしないということです｡

なぜこういう規定が必要になるかというと､それは世界自治憲章にもあったんですけど､世界の先進

国の常識では､議会こそが自治体ですね｡議会が執行のために執行機関を所有することができるという

書き方をしていますね｡議会こそが自治体であるということが書かれています｡この世界自治憲章をお

そく日本は批准すると思います｡すぐにではないとしても何年かのうちにそうするとなると､当然､地

方自治法を変えないといけなくなると思います｡それを想定して､｢議会こそ最高機関｣であって ｢すべ

ての議案提出権は原則として議会にある｣という二つのことを書き入れる必要があるのではないかとい

うことです｡議案に関しては､｢その一部を便宜上都合上執行部に委ねることができる｣というように､

この書き方をした方がその後調査能力ですとか事務局の強化につながって行く議論になるんではないか

と思います｡ですから､その権力の構成法としての自治基本条例の一番ダイナミックな部分にですが､

そこをこのように押さえていった方がいいと思います｡今の制度を前提に議論するよりも､今の制度を

前提としない条件を大胆ですけど､書き込んでいった方がいいのではないかという気がします｡

高里鈴代 :

今そこまで踏み込んでやると､職員の構成にもふれてくる｡例えばよその国では議員の中から互選で

市長が生まれるんですね｡その場合は､20人議員がいて､その互選で市長になる人は執行の方を担当

する｡というような事で議会に市長は執行の方の説明をするだけですね｡ですけど､今の日本の仕組み

では､例えば那覇市で､行政が3000人の職員を抱えています｡議会はそこに44人の議員と30人

くらいの職員というようなことですよね､それを今の意見とはどういうふうつながりますか…｡

島袋純 :

議会は最高機関であるということと､それから議会は議案の提出権をもつと
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高里鈴代 :

ちょっと､ニセコ町の条例を見ましたらね｡議会の責務が一切入ってないんですよ｡そして､ところ

がこの条例は何月何日の議会で承認になったと書いてあるんですよね｡だから､議会の責務はニセコ町

の条例には入ってないけれど､少なくともこれを承認したのも議会であるというところで､議会の役割

を言っているのかなと思ったんですけど｡

島袋純 :

いわゆる ｢自治基本条例｣なのか､あるいは ｢行政基本条例｣なのかという学問的な概念の区別はあ

るのですが､実を言うと､ニセコ町の条例は首長の権限に住民参加の窄いを掛けるような ｢行政基本条

例｣の範噂といわれているんですよ｡どうして自治基本条例って言わないかっていうとその住民の総意

と議会の権限権能について一切省いているわけです｡それはなぜかというと､ニセコの議会がいくら議

会の権限を強化する条例でも首長から出されたら認めない､議会に関して行政はノータッチとされてい

るからと聞きました｡そういった関係でしかあり得なくて､逆説的にそれだからこそ私は思うのですが､

ニセコ町長は住民参画を活用してまちづくりを進めているという気がします｡いずれにせよ条例制定権

は議会にしかない訳ですから､こういう行政基本条例であっても､藷会がしか可決して条例作れないと

いうことです｡議会の合意なくして ｢行政基本条例｣さえも作れないので､そういう意味で広い意味で

の自治基本条例とみなしていいと思います｡

ここでのわれわれ自治研究会でやろうとしていることは､あくまで沖縄の自治体を想定したモデル条

例なんで,これをどっかでそのままやれと押しつける訳じゃなくて､それ各自治体が全部自分たちの議

論の中でやらんといけないわけです｡ですから､ある種あるアドバルーンみたいな､あるいは基本的な

考え方のですね｡そのピーアールみたいな部分があるんで､それで議会は入れましょう｡特に重要なん

で議会に関しては我々に意思を示す重要な項目として入れておいてはいかがでしょうか｡

又吉健太郎 :

上程されて､本会議で審議されるとか｡要するに意思形成過程に僕たちが入っていかないと､その議

会の責務責務って皆さん言ってくるってわかるんだけど､いや､僕たちそんなに権力ないよっていう現

状なんですよね｡現状としてはですよOだから議案上程までの審査を委員会でやることができるとか､

例えば執行権は行政にしか現在ないんですけど､例えば､各委員会の委員長とかですね｡あの各部局長

クラスのポストを持ってその最後にはんこを押してその実について承認しましょうとか､そういった形

で行政に入っていくことがもし仮に議会としてできることがあれば､少し私たちが､あの多分皆さんが

議会に求めている事ができる可能性があるんだけど,そこらへんについてやはり支局長クラスと議会の

関係としてですね､一度その自治法上で僕たちが何ができるかというところも現実的なところで整理し

ていかないといけないのかなと思っています｡

参加者 :

与党の廃止と､これが実現できれば地方議会はもっと活性化するけどなと思うんですけどね｡ただ､

非常に心配は､懸念するのは､私は今の与党野党ができたというのは､なんでそれができたかと言えば､

選挙制度だと思うんですね｡選挙でつまり首長側に立って選挙運動したのか､あるいは反対としてやっ
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たのか､選挙の過程の中で与党野党分けられてますよね｡それがその議会に行っちゃうわけですよ｡だ

から今の選挙の元でこの与党野党というのが廃止できるのかな､と｡やるべきです｡本当はね｡二元代

表制をやっているわけですから､二元代表制の元では､どうしてもこれどうしてもなくするべきだけど､

今の選挙制度の下ではこれなかなか厳しいのかなと｡どんなですかね｡高里さん議員を経験して｡

高里鈴代 :

うーん､私は政党に属さず無所属できたんですけど､例えばずっと2年前までは与党サイドの議員だ

と思われていたんですよ｡ところが､そうは言っても行政が取り組む環境政策や､水問題は全然おかし

いと思っていますから､議場での質問を厳しくやろうとする｡あるいは行政の約束が果たされていない

から､もう一回議場で聞く｡こういうことやるとですね｡後ろで ｢いったいあの人は与党なの､野党な

の｣て言われるわけですよ｡つまり行政に面と向かってきちんとやることは与党議員はあまりしない､

むしろ事前に調整が可能だという事なんですよね｡ですけど､もっともっと市民派って言いますかそう

いう議員が市民の中から生み出されてくるならば､やっぱり市民を背景にして議会活動が可能だと思う

です｡昨日まで革新市政の与党だった人が明日から保守市政の与党にはいるということもあるんですよ､

ある政党は｡そうなったら要は与党であることのうまみは､人事に関してもいろいろと提案もできる､

議案になる前にそれを実際に根回しもできるということで､首長の政策プラス議員の持ってる物を合わ

せた力関係がどうしても出てきますね｡ですから､与党の廃止というときに､議会の責務は何かという

もっと本質的なところをしっかり押さえてそれをチェックする機能があって､そしてその中からまた代

表が選i封1てくる｡その活動が保証される｡その活動が市民にきちっと公開されることになれば､その

従来の与党野党の関係､しかも今圧倒的与党と少数野党というようなこの関係を変えることが可能かと

思います｡

参加者 :

(発言聞き取れず)

高里鈴代 :

そうですよね｡

島袋純 :

これはようするに､議場に職員が議員のごとく入れるかは入れないかの違いなんですよ｡

高里鈴代 :

職員っていう場合に市長以外に部長達がみんないるんですよね｡

島袋純 :

例えばアメリカでは (イギリスでもそうですけど)､職員は通常､議場に入れない訳なんですね｡その

法案の編成権､作成､予算案権の編成までその議会が持ってるわけですから､与党議員は何をしなけれ

ばいけないかという大統領に代わって､自分たちで大統領の政策を助けるような議案を作っていかない

といけないわけです｡与党案として｡そして作って､まず法案大綱作って審議が始まるわけですね｡原
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則として議員同士がしか発言できないのが議会なんですよ｡したがって､与党の役割というのも､非常

に法案作成に関しては重要なんですよね｡

日本の場合は､与党の場合は議会の前に事前に行政との調整すましているので審議に加わらない｡野

党的な議員あるいは野党議員と執行部が議会で直接対決するそういった構図ぽっかりですよね｡問題は

これでも議会としているのですが､そういった仕組み自体をどうにか改良しない限り､今の審議に加わ

らない与党の弊害､本質は改まらないような気がします｡今のままではどうしようもないことなのです

が､本当は議場に職員を入れないで､もし行政が執行部の話を議会で通したいのなら､与党議員にお願

いしてやれということですね｡

それから与党野党の政党政治に関してですが､アメリカ型の大統領制と並存する議会というのは､議

会と執行部の対決を前提としている仕組みであって､議院内閣制ではないんで強烈な院内の党議拘束､

議事拘束がないんですよ｡自由なクロス ･ボーディングが可能なわけですね､自分の意志に基づいて｡

だから与党といってあるのですが､議事拘束しない与党､議事拘束しない野党､それで多数派工作をお

けるわけです｡実際､共和党所属の大統領側近からだされた意見であるにもかかわらず共和党の半分が

反対して通らないということがあるわけですよね｡したがって､クロス ･ポーティングを大前提という

仕組みであるってことですね｡大統領制下では､政党といっても日本で言う政党ではないし､近代組織

的政党ではないのですね｡そういった前提ができるってことですね｡だから私は思うのですが､日本の

地方議会のシステムっていうのは本当にあっちこっちの悪い点をよせ集めて､たとえば､政党の機能が

前提とされていないアメリカ型の議会であるにもかかわらず､政党で運営しようとしていることなど､

非常に大きな問題だと思います｡

具体的に､ではどういう条文をおいてそれを変えていくかという時に､今の地方自治法と真っ向から

対立するような条文は出せないだろう｡たとえば難しいのは､議場に職員は入っては行けないとかそう

いう条項を入れる事は難しいんじゃないかなと思うんですよ｡ですから､今の自治法を前提としながら

も､しかしながら､議会を活性化させ､議会の権威を向上させる､さらに議会を市民の代弁機関として

活性化させる｡そういった仕組みをどう条文化していくかですよね｡

比嘉俊雄 :

比嘉です｡今システムの問題が議論されていますけど､いま議員のそのものの資質の向上というんで

すかね｡こういうと失礼かも知れませんけど､市民から選ばれて議員になっているわけですけど､なん

か議員としての自覚が足りないとかですね｡そういうのが往々にして見受けられるんですね｡そういっ

た意味では､職員の方にもありましたけど職務能力を向上させる責務があるといわれてますが､議員の

場合も当てはまるんじゃないかと思いますよね｡それで今議員の皆さんは視察と言うことででかけます｡

そして報告書は誰かが善くというようなことを言われてますが､それはそれとしていいんですが､実務

その法令立案能力というんですか｡政策立案能力とか､そういうものを高めるためのやっぱり自己啓発

も制度として､設けたらどうかと感じがするんですよね､これは議員の皆さんの意識の問題からこうい

うまあいろんなですね､あの悪い弊害が出ているんじゃないかなあと言う思いがあります｡

高里鈴代 :

今の指摘はむしろ市民からきちっとチェックされる機能がないということもあるんじゃないですかね｡

選んだはずなのに4年間その人が何したか分からないという状況では｡資質というのはですね､CAⅠⅤ
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が入ったときなどはやっぱり姿勢も変わりますしね｡傍聴者がいるとヤジも酷いヤジがなくなるんです｡

そうじゃないともう酷いヤジがあったり､議場を出たり入ったり､酷い状態もあるんですけど､傍聴席

に､市民が何人か来ていると､例えば子どもたちが見学に来ていると､みんな結構真面目にやりますね｡

まあ､これちょっと極端ですけど｡資質を向上させる予算もあると思うんですけど､議員も研修があり

ます｡新人議員研修､議員の責務についてしっかりシステムをつくる｡恒常的にはまだ十分ではないの

と､ここのオンブズマンとかもっときちんとしたチェック体制って言いますか､議会は行政をチェック

するけど､議員自体をきちっと律するチェック機能がないと思いますね｡

撫屋寛之 :

先はどの発言に補足ですが､結局はいろいな育成というか､育成するというようなシステムはあると

思うんですよね｡まあ､十分ではないかも知れないけれどあるだろう｡要するに､いろいんな視察 ･研

修にも行ってると､言ってるけども先はどの説明の中で報告書を自分で書きましょう､ということが言

われているということは､その報告書を誰かが書いてる訳ですよね｡議会事務局の誰かが書いている｡

結局､これは､議員の自覚が足りないと言う感じがするんですよね｡

あるいは議員の資質の問題だろうという感じがするんですよね｡だから結局､今ある制度がうまく使

われていないと､議員研修にしてもね､ひょっとしたら観光旅行になってるかも知れない｡国会議員に

関して言えば､それはたぶんに言える｡いろいろな本を読んでいたら､観光旅行で終わっていると､い

うようなことが書かれている｡市議会レベルについては私はあんまり読んだことはないんですけど｡た

だ､報告書はやはり､そういうことはあるのかな､と思うわけです｡だから結局､今ある制度をもっと

もっとうまく活用できるようなことを考える必要がありますね｡そして今､高里さんの説明の中でです

ね､傍聴人が増えたらどうもヤジもなくなると､まともな議会になると､ということは､結局これは､

さっき私が言った夜間議会とか､どうしたら傍聴者が来るような議会､あるいは魅力ある議会ですね｡

そういうところに行き着くのかなって感じがするんですね｡

やはり傍聴者がいないのはこれはおかしいですよ｡住民は､住民で議会をチェックする一つの機会は

やはり傍聴だと思うんですね｡住民がいかない｡これいかない住民も悪いんですね｡ところが､住民が

傍聴したくなるような議会でないのは､私は議会側に問題と思うんですよね｡まあ､ちょっととりとめ

がない話になってしまいました｡

高里鈴代 :

もう一つですね｡ちょっと疑問なのは､被選挙権は25歳からあるわけですよね｡そして､議員にな

って初めていろんなことを教えていただくような体制では行政のチェック機能を果たせないわけですよ

ね｡ですから市民から選ばれてくる段階で､資質を持った人が選ばれてくるものでないと､それからは

じめてその議員を教育するのは本当は遅い訳なんですよね｡はいどうぞ屋良さん｡

屋良朝博 :

先ほど､島袋先生の話しにも通じるかと思いますが､議会は審議の中身が肝心ですよね｡今のシステ

ムは､執行部が提案してきた案件を審議して､議会日程半ばまでには全体会議でほとんどすべてを執行

部の提案通りに決議し､その後に個別議員による一般質問が入る｡全然､緊張感がない｡議会が自らの

意思としてまちづくりを決定する機関となるように権限を強める必要があると思う｡何かが決まる､何
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か重要な議論がある､というような議会じゃないと､いくら情報提供しても関心は高まらないと思うん

ですよね｡やっぱりシステムについて議論を深めなければいけない､という気がします｡

高里鈴代 :

ちょっと､弁解になるのですが､是非CAⅠ'Vを見てほしい｡首長が代わりましてね､例えば､今､役

所は市民に対する最大のサービス産業だというコンセプトで,どんどんといろいろなサービスを改善し

ている面が那新市にあります｡もう一方では､国の大きな流れと沿って､民間活力と言いながら､コス

ト論で､どんどん民営化していくO保育所であろうと､給食センターであろうと.議場ではもう本当に

議論しているのですよ｡ですから､本当に熱い議論もあるのですね｡全体として､課題はものすごく大

きいのと､やはりこうしているのも､やはり議会知られていないなというのも実感ですね｡では､どう

やって知らせるのかということで､まず最初公聴､もっと知らせるという作業を､もっと徹底させるこ

とかなあというのが､役割の改善としてまず最初にやるべきことで､全体の構図になるかなというふう

に感じました｡

島袋先生､まとめてください｡

島袋純 :

議会の責務でありました｡どうも､高里さん､ありがとうございました｡

まとめる時間がなかったのですが､言葉を全部まとめて､一つ一つ､継ぎ足して完成させていくこと

できなかったのですが､これですね､僕これ全部尊重しながら､僕の方で足りなかった部分を､今の議

論を箇条書きにするなり､まとめて､で列挙してみましょうね｡続けてですね｡そして､その中で､掲

示板で見るなりして､これはいらないのではないかとか､必要ではないか､という議論でやっていけば

いいのではないでしょうかね｡一応､僕らがこの中で､明らかにしたのは､条例文そのものをつくろう

ということではなくて､基本的な考え方を共有しましょうということだったので､細かい文章にこだわ

るのではなく､とりあえず出てきた項目を､全部出してみる｡そういうことやって､合従連衡､いろい

ろまとめなり､集約しながら考えていけばいいのではないかなと思います｡

今日に関しては､ほとんど全部､全て､最初のほうは､時間をかけていろいろできたのですが､最後

は言葉として､言葉の位置までは共有することはできなかったのですが､今後､すべて今日と同じよう

にやってみたいと思います｡それで､その基本的な考え方を掲示板に貼るなり､あるいは決まったこと

や私が自分で考えたことを､次の週に皆さんにお配りするなり､それで基本的な我々の議論をしあって､

我々が意見を共有しあったことに関して､まとめると｡それでよろしいですか｡

一応､進め方なのですが､進め方に関して､最終的に言葉まで､小さな言葉まで一致するところにい

かなくても､お互いに意見なり､基本的なやり方を共有しあうという､この方法で､よろしいですか｡

分科会方式でバラバラになってしまうのですが､おそらくこれしか､この時間でできないですね｡これ

で､再来週もやっていきたいと思いますので､宿題｡なるべく家で､一生懸命やっていただくというこ

とで､終わりましょう｡

今日は､皆さん､ご苦労様でした｡
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