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後期第 6回ワークショップ

研究会議録 (会合23･1月 11日)

テーマ

(》 情報共有

佐藤 学 (沖縄国際大学教授)

② 対外関係

伊波 洋一 (沖縄県議会麓員)

③ 住民投票制度

島袋 友一 (西原町職員)
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島袋純 :

明けまして､おめでとうございます｡今年も､よろしくお願いします｡自治研究会も､去年の1月5

日に出発したので､1年が経ちましたね｡今年も張り切ってやっていきたいと思います｡

前回､前々回同様､3つのグループに分かれて､それぞれ別の審議項目をやります｡他のテーマもや

っていただけたら､幸いですが､担当のテーマについては､フアシリテ一夕の方が責任を持って､やっ

ていただきたいです｡基本的な考え方を出していただいて､そして､白い紙の方に載せていただくとい

う作業をよろしくお願いします｡各グループのワークショップの時間は､1時間程度で､その後の全体

ワークショップは､45分ずつという時間設定で､お願いします｡午後1時からは､今年度中に予定し

ているシンポジウムの件も含めて､今後の運営についての話し合いを､新しい研究室で実施いたします｡

では､フアシリテ一夕のみなさん､新年の抱負等語りまして､アイス ･プレイキングから､よろしくお

願いします｡

9:50 各グループのワークショップ

ll:00 情報共有 (佐藤学)

ll:50 対外関係 (伊波洋一)

12:20 住民投票制度 (島袋友一)

13:30 -終了-

(》 情報共有

佐藤学 :

どういうわけか､私が､代理ファシリティータになりました｡情報共有です｡最初に､-回目のワー

クショップで出てきた ｢地方自治は愛である｣､あれの延長線のようなものが出てきまして､｢情報共有

は住民自治の母である｣です｡これは､今日はおられない潮平さんがメールで配信された言葉です｡こ

れは漠然としていていいのではないかということで､トップに置きました｡潮平さんの意図がどういう

意味かはよく分からないのですが､恐らく新たなものを作り出していく､そういうふう大きな存在､母

なる大地とか､そういうふうな存在というイメージではないかと考えました｡住民自治を守り育ててい

く､そういうイメージ意味かなと｡住民自治を生み出して育てていく背景条件が情報共有ではないかと｡

ご本人がおられないですけれども､勝手にそう判断しました｡そういう解釈をして､全体のタイトルと

したわけです｡私たちがした議論､話しあいでは､まず､情報共有は何のためなのか､そういう理念､

目的を話しまして､その後､これまでの資料等を参考に､説明責任､情報提供､プライバシーの保護と

いった重要な論点を網羅できればと思います｡それで､ポストイットの数が少ないというお話が出たの
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ですが､これはサボったわけではなくて､一枚一枚が煮詰まっている､煮詰まったものであると､そう

いうふうに理解していただけたら幸いです｡

まず､理念として､何のために情報共有が必要なのか､情報共有というものは､何を目的としている

のかという問題です｡住民との信頼関係｡住民と自治体の信頼関係を築いていくツール､行政事務の効

率化ということが出てきました｡要するに住民にとって知りたいことが分かることということが､住民

が行政を信頼する根拠になるであろう｡だから､信頼関係を作っていくための道具になる｡また､行政

組織の中で､記録､書類を整理していくことは､行政の効率化を高めることになる｡前期に学んだニセ

コ町の例のように｡

さらに､情報共有は､住民の自主的な判断のためである｡住民が､判断するための基盤となる情報を

持たないことには､責任がある判断はできないだろう｡自主的な判断をするために､情報の共有は必要

である｡

それから､公開された情報に対する評価｡要するに､情報が共有されるということで､重要なのはそ

れを住民がどのように評価していくのかということです｡この前のテーマだった行政評価､政策評価に

つながることですけれども､そこまで射程に含めた情報共有が必要ではないだろうか｡最後に最重要な

ことですけれども､住民が必要な情報を知る権利､その権利が尊重されなくてはいけない｡

もう一点､情報共有､情報公開という場合に､行政がどのように公開していくのかという問題と同時

に､住民が自分の自治体に対して､責任を持っていくための条件である｡要するに､自分達の住んでい

るまちが､どういう状況にあるのかということを知ることは､住民の側の責任である｡情報共有は､住

んでいるまちに責任をおっていく､その条件になるのではないか｡それが目的であるということです｡

説明責任についてですが､情報がどういうふうに受け入れられるかという問題があります｡それでや

り方を考えたわけです｡基本的には､分かりやすく情報を出した上で､説明もしなければいけないだろ

うという意見が出ました｡それでは､分かりやすい情報とは何か､分かりやすく説明するとはどういう

ことか｡利用しやすい情報の提供手段を複数考える｡それはどういうことか｡

手段というのは例えばこれからどんどんインターネットのホームページで公開がするということがな

されてくるであろう｡これは早いし､安いし､役所に行く必要がないので大変便利です｡ただインター

ネットを使えない人もずっと残るわけですから､インターネットだけに特化はできないであろう｡そう

すると面倒であっても､これまでの紙のやりかた､役所に出向いて説明するやり方も続けていかなくて

はいけないだろう｡複数の提供手段を確保するというのは､こういう意味です｡

次に､情報を共有する上で､住民が役所にくるというだけではなく､

行政から出かけて説明することも情報共有の手段としてやっていかなくてはいけない｡出前講座等で

説明していくことが必要になる｡仮に参加者数がすくなくてもこれはやっていかなくてはいけないので

はないか､ということです｡南風原町は､一人でも参加者がいればやるという方針でやっておられるそ

うですが､複数ある提供手段の一つとして､出て行って話をするということをやったらどうだろうか｡

速やかに公開する､積極的に公開する､ということも同様の原則だと思います｡そして意思決定過程の

開示も行う｡議会テーマのときに話しが出ていた委員会の議事録､審議録をどうするかの問題で､休憩

時間と称している時間に行われていることをどうするかという話がありました｡基本的には会議の情報

等は全て出さなくてはいけないのではないと､潮平さんがメールで､明確な強い主張をされていました｡

決定過程の情報を出していくことが重要ではないかという論点､これはあとでプライバシーのところで

みなさんと議論したいので後に回します｡実際に自治体がもうすでに取り入れている不在文書の開示､
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文書としてない記録としてないものが情報の請求としてきた場合､それに対応して､情報を公開すると

いう話がありました｡計画作成過程についても､経過内容等を住民に明らかに知らせていく義務がある

ということです｡すべてに関してとにかくわかりやすく説明する義務がある｡

この点で,話題になった問題は､たとえば情報公開しても､公文書が出てくると､あるいは法律の文

書が出てくるので､素人が読んでもわからない､図表が出てきて分からない､数字が出てきてみてわか

らないわけです｡そのような､分からないものも含めてどう説明するか､というところまで含めて情報

の共有であろう｡

､反面､みなさんと議論したいのですが､役所の側としてこういうふうに受け取って下さい､こういう

ふうに解釈してください､ということを徹底することと､住民の側での解釈する権利は､どのような関

係にあるのだろうということです｡行政の側で望む解釈を､住民に受け入れさせるのは適当なのかどう

か｡

もう一つプライバシーの問題ですけれども､個人の権利利益を侵害しないという原則､プライバシー

の保護が条項として当然入るわけですが､その上で情報公開とプライバシー保護のバランスをどう取る

のかという問題があります｡特に住民との会合で住民が発言したときに､後で発言者の名前を教えろ､

公開しろという要求が来たときにどうするべきなのかという点を議論したいところです｡議論するとき

の基本的なルールでもあるのですが､本来混同すべきではない意見と発言者の人格を混同してしまう傾

向があります｡発言内容と､それを誰が言ったのか､その発言者の人格が同一視しまうことがままあり

ます｡それが､議論の結果として人格否定につながってしまうことがよくあります｡そういう議論にな

ったときに､その記録をどう残すのか､どうやって開示するのか｡以前議論がありましたが､審議会等

の発言について匿名で名前を出さないということへの批判は強いわけですが､同時に､自由な発言をす

るという意味で､発言者の名前を出さない利点もあるのかもしれないという意見もあります｡

私たちの議論から､こういったところが情報共有の論点としてでております｡足りない点､抜けている

ところがありましたらご指摘下さい｡質問をどうぞ｡

島袋鈍 :

最終的には自治基本条例の条文という形で出していくということになっています｡それで今の段階で

基本的な考え方を出していくことだったのですが､体言止め､名詞で終わってしまう､つまり､文書に

なっていないと､｢基本的な考え方｣を明示化する上でまたこれから文書つくって､さらにそれから条項

をつくり出す形になってしまうので､今の段階でなるべく早急に､たとえば､｢意見と人格を尊重しなけ

ればならない｣というような､文書化する作業を考えないといけないわけです｡

佐藤学 :

基本的な失策を犯してしまいましてごめんなさい｡

伊波洋一 :

情報共有という言葉にとらわれ過ぎたのかもしれませんが､自治体には情報を公開する義務があると

いうことが基本だと思います｡そのことが基本条例の文書上の表現のなかで一言もでていないことを指

摘したい｡自治体がすべてのことに関して情報公開するということが､情報共有の前提としてあると思

います｡情報共有というのは住民が自治体の情報を共有するということであり､自治体も市民のもって
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いる情報を共有することだと思うんです｡住民の意見を共有するために行政への市民参加､市民活動へ

の行政の参加ということを広げて相互に情報を共有するわけです｡自治体の情報を住民が共有するため

には､制度として情報公開があるわけです｡自治体の情報公開の責任をもっと明確に書いておいたはう

がいいと思います｡

島袋純 :

今の意見に非常に賛成です｡自治体の責務として情報公開しないといけない､あるいは提供しないと

いけないという､これは自治体の仕事にその網をかけていくような条例ですので､それは必要だと思い

ます｡責務と権利は裏腹で知る権利はひとつの権利として確定しなければいけないと思います｡｢知る権

利｣は入れた方がいいでしょう｡

佐藤学 :

その文言は､あることはあるのです｡

佐藤学 :

｢情報提供する責任｣が入ってないのは当たり前すぎて忘れました｡

すいませんでした｡その通りです｡それは最初に詣うべきでした｡

比嘉稔乃:

その情報提供の部分にある公開という部分とは今の話とははかぶらないですか｡

佐藤学 :

かぶるのだけれど､これをもっと一般的な形でばんと最初に出すべきではないかということです｡こ

こで出てきた方法論の議論の前に､根本的な原則として､｢情報を公開しなければいけない｣と､広く網

をかぶせることが必要であるということです｡決して忘れていたわけではないのです｡言い訳ですみま

せん｡

江上能義 :

こまかいところですけど､情報提供の下のところの計画実施について経過内容をそのあと評価する､

計画実施内容についてその評価を住民に明らかにするということを入れたほうがいいのではないでしょ

うか｡

佐藤学 :

評価をどうするかという問題ですが､二つ考えが出まして､一つは､行政側の実施する評価まで開示

される情報に含めるべきではないかという考え方と､もうひとつは､評価の手前までの情報を出すこと

が情報共有の役割ではないかとする考え方です｡評価は情報を得たものがするべきなのではないかと思

うのです｡たとえば､評価で､目標を何パーセント達成したとか､その施策が成功したとかしないとか

いう話であるとすると､それは何パーセントまで達成しているから成功だ､失敗だという判断をします｡

何パーセントまでという数字は行政が情報として出すものですが､それが成功か失敗かの判断は､情報
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を得た住民がするべき作業ではないか｡ここで大事なのは判断する材料が出てくることなのではないか

な感じます｡行政が最終的な ｢評価｣.を下すのはおかしいのではないか､という議論です｡

江上能義 :

行政が自己評価したことも住民が評価する材料のひとつになるよね0

佐藤学 :

そうですね｡情報の一つとして行政の自己評価があって当然だと思う｡ただそれが一人歩き､最終的

な評価になる傾向があるのではないかという懸念を持っています｡

ここではあえて情報をできるだけ出して､それをどう評価するのは住民に委ねる形にしたはうがいい

のではないか､という感じなのです｡私は､評価という言葉が唆味で､何が評価なのか､どの段階が評

価なのかがはっきりしていないと思うのです｡ですから江上先生と私が言っていることは､実はそれほ

ど変わらないと思います｡私が懸念するのは評価として､行政による内部評価が出てきたときに､それ

がひとり歩きしてしまう､あるいは唯づ絶対の評価として受け止められかねないのではないかというこ

とです｡そのために､情報を出すという手前のところで留めてはどうかという意見だったのですが｡こ

れについて何か他にありませんか｡

比嘉穂乃 :

たぶんわたしも江上先生のおっしゃてた意見に近いんですが､これに出てくる計画実施等についてな

ので当然､自治体が計画実施するものに対しては､あの計画する時点で評価の指標というのは最初で当

然定めておかなくてはいけないわけで､それに対して実際みたされたかどうかというのは計画したとこ

ろが当然やるべきだと思う｡この部分では自治体としての評価があるので､住民の評価とはやっぱり別

にしていいとおもうので､これはこれでいいのかな｡主語が計画実施等についてというこになっている

のでこの部分は今の話とごっちゃにされる必要はないのかなと感じがする｡

佐藤学 :

すいませんでした｡予算執行何パーセントだとか達成率何パーセントとか数字は出さなればしょうが

ないし､現在それをもってして評価と呼ばれていることは確かですが､それは本来､｢評価｣じゃないだ

ろうと私は思うのですよ｡その何パーセントという数字を見た上で､これを続けていく価値があるのか､

精巧だったのか､その判断が本当は評価なのだろう｡私の中で ｢評価｣という言葉の意味付けが､違っ

てきていると思うのです｡さきほども言いましたが､行政が何パーセント達成から成功ですと､数字を

使ってこれが評価ですと言ってきたときに､それが動かせないものとして受け止められてしまうだろう

なということを心配します｡

でも､おっしゃることはよく分かるし､恐らくは評価について､今お二人がおっしゃったような次元

のことを指すという共通理解があるならば､ここに評価を入れて構いません｡ただ自分としては､一番

いい形の評価は､素の数字が出てきたところで､それをどう見るかっていう意見がいろいろあって､最

終的に住民が評価を決めていくという原則は､はっきりさせたほうがいい､ということでした｡よろし

いでしょうか｡ここに評価を加えます｡他に付け加えるべきこと､質問はございますでしょうか｡

先の論点を呼び水にみたいにしたいのですけど､公開とプライバシー保護のバランスをどう取るかとい
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う問題ですけれど､たとえば住民集会とか出前講座とかで､要望が出たとする｡住民が発言して､この

地域にはこういう問題があるという発言があったとして､その発言者の名前を記録として残してそれを

公開すべきなのかどうかという話題が出ました｡要するに､一方で発言に責任をもつという意味では､

行政との対話集会で､どこそこの誰ですという記録を残す必要があるだろう｡議事録をみた人がこれは

誰が言ったのかわかる､あるいは名前が出てないとすると､それを請求するっていうことはできるべき

だ､という理屈が立つだろうと思われます｡しかし､他方で､これは住民感情として怖いのではないで

しょうか｡発言した住民の側としても怖いし､行政の側としても名前を出すことにどうしても恐れがあ

るだろう､そうした時に､どこまで公開すべきなのか､どこまで保護すべきなのか｡プライバシーの保

護に関して､どこまでがプライバシーなのか､という問題だと思います｡どうでしょうか｡

もう一点､先ほど出た､議会の中での委員会の議事録では名前は全部出すべきであるという原則につ

いては､既に合意になってきているとおもうのですけれども､それでもまだ自由な議論をするためには

名前を出してほしくないという意見も根強くあると承っています｡この点は､どうなのか｡発言者が誰

なのかが､本当に重要な情報なのかという疑問もあります｡議会の場合には､どの議員が言ったのが重

要であるけれども､市民が､住民として言った場合には､誰かを特定する必要はないのではないか､と

いうのも一つの考え方です｡その辺をどうお考えになりますか?

伊波洋一 :

心配するのは公開と保護のバランスです｡プライバシー保護という名目で情報公開が抑えられるので

はないかということが､現実に懸念されることです｡現実に､県の幾つかの部局で情報公開してみると､

レベルの低い情報公開をしようとするところがあるんです｡多くを墨で潰してここは駄目だ言うのです｡

私は他部局の情報公開と比較させて､なんでここが公開できんのだと異議を申し立てて墨を取っ払って

いくんです｡

発言者の情報公開に関しては､公で設定されて記録が残る場所での発言は基本的に発言に責任をもた

せていくためにも､公開を原則とすべきだと考えます｡その場合でも記録をとらない時間を間におくこ

とはできるんです｡今の市町村の委員会の多くがそのような休憩中の審議を行い､肝心の審議記録が残

らないようです｡県議会の委員会では休憩中の審議はやってません｡市町村の議会がやってることは間

違ってると思います｡決めるための議論をしてるのにどういう理由で決めたのか分からなくなっていま

す｡今の話は一般の意見を聞くところの話として､フリートーキングの時間と記録に残る時間を明確に

整理すればいい｡フリートーキングは記録に残りませんよと､同時にそれによって行政は明確なアクシ

ョンをおこしませんよと｡一応聞いておきましょうと｡ただし､言ったんじゃないかとチェックする必

要のある事はきちんとした議事録で残したほうがいい｡陳情といっしょなんです｡行政は､一人のひと

つの意見を聞いてすべてに数倍する場合があるわけですから､発言者には意見の事実関係を含めて責任

をもってもらわないといけないわけです｡ただし､広く意見を聞く場をつくることもできると思うので

す｡議会の委員会でやってることを普通の委員会のレベルでできないはずはないんです｡記録に残るも

のにはやはりちゃんと名前を出さざるを得ないんです｡情報公開で出てこないのは､代表取締の印影だ

とか本筋に関係の無いこと例えばどこかの会社所属の誰某だとか､筋として関係ないから名前等はだし

ません｡そしてプライバシーの保護ということで付等されますけども､そういう場合は私もいいだろう

となりますけど､今の場合は発言ですから､行政に対する発言ってが重みをもって受け止められるため

にも､発言者の氏名を記録することを会議の最初で明確にすればいいじゃないんでしょうか｡
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佐藤学 :

全体のルールとして発言が残されて､公開される部分と､そうじゃない部分とに､あらかじめ分けて､

行政として何らかの行動をとるような場合は､名前を記録されるという原則を明確にするということで

すね｡

伊波洋一 :

たとえば県議会でもまったく個人的な問題で陳情がくるんです｡ひとりの方が本当に一年で何十と出

す人がいまして､あること無いことを書くんです｡そうすると新人の議員がこれを真に受けて教育長な

んかに質問するわけです｡県当局は休憩してくださいと休憩を求めて説明するわけです｡要するに他の

人のプライバシーを大きく侵害するような陳情をだす人がいるわけです｡基本的に沖縄県議会ではどん

な陳情でも全部受理して該等の委員会に付託しているのですが､去年のある時期から議事運営委員会で

極めて問題のある陳情は例外的に委員会に付託しないことになったのです｡ただし､陳情が来てること

を知らせるためにコピーは 送付されます｡でも､議員の質問が人のプライバシーにかかるような場合も

あるのです｡そのときに記録に残ればいつか情報としてまた出ていきますからそれは､委員長が判断す

る場合もありますけども当局が､これは休憩を願いますと申し出て､これはこういう事情でもし必要な

らば休憩時間に説明させてもらいたいというようになってる訳です｡記録に残すことがプライバシーに

影響する場合です｡同じような判断でできるんじゃないかと思うんです｡手続きが明確になっていれば､

プライバシーにかかることが話されたということで中断して､記録を止めることになっていくと思うん

です｡ここを暖味にしながら隠そうとするとわかりにくくなってきます｡

佐藤学 :

手続きとしては､はっきりさせておくという方法です｡ほかご意見ないでしょうか｡

伊波洋一 :

一般の話し合いでも記録を止める機会をつくるようなルールをつくるとか､あるいは時間をかえると

かとできると思うんです｡でも､私は一般的には必要ないと思うんです｡

島袋純 :

問題は､伊波さんの提案されるようなシステムをどうやって文書として書いていくか､ということで

すよね｡どうやって書けばいいのでしょう｡｢公の場の発言においてはすべて､公開としなければならい｣

とか､公開の言葉の書き方をどういう書き方をしていけばいいのかということです｡

前城充 :

今の伊波さんのいった話のなかで､議会とか審議会とかそういう公的なものは理解できるんですよ｡

ただ､もう一点ですねもっとローカルな行政側と住民がひざをまじえて話すようなローカルな雰囲気で

発言する方の責任の度合いをどうとるかというのがもうひとつ欲しいわけですね｡そこらへんみなさん

のアイデアが欲しいわけですよ｡言いたいけども人格が傷つけられる｡これをいったから回りの目がき

になるとかっていう人がいるかもしれない､そういう人たちは､どうするのかっていうのが｡
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島袋純 :

伊波さんの発言を私なりに理解すると､こういったローカルな場もそういう設定で､前もって公の場

で行政が設定する話し合いの場だけれども､｢この場は公の場なのですべてその議事録を残します｡｣あ

るいは､｢この場は完全にフリートーキングの場なので､自由に発言してください｡残しません｡｣とい

うような､この場はどういうものなのかを最初に設定して､ローカルな場でも発言を求めたり､発言を

自由に討論させたりっていう､そう設定すれば問題ないのではということだと思います｡たとえばその

ローカルな場であってもやはり普遍性をもつ重要な発言もありえますので､発言者の名前と発言を残し

ておいたほうが､後々にとっても､その行政に対する重みとか対行政との関係の中で重要なことを生じ

るはずです｡だから僕の場合は､県議会とか市町村の議会レベルじゃなくてローカルな場でもこれはど

ういう場なのかというのを設定してそれで話し合いの発言を取り扱えば問題ないのではないかという気

がします｡どうでしょうか｡

比嘉稔乃 :

このあたりは､その住民と行政とかになった場合に､行政の場合はある役割でもって発言ができます

よね｡で､住民同士だとあとあと残るんですよ｡感情論とか人格論になってしまうんですよね｡まちづ

くりするとでもそうなんですけど､この地域にとってこれが必要であるとかこうしたはうがいいとかっ

ていう意見が､生活してる人にとっては､後々この間題を抱えていて､解決する､解決されない､どっ

ちでもいいですけど､この間題と向き合っていかないといけないといった場合に､例えば､私たちとか

でも役割をもってしゃべったりする場合には､あ､これは行政の職員としていってるとかね｡そういう

役割で言ってるとかって片付けられる部分があるんですがやっぱり生活してる住民にとっては,あの毎

日向き合わないといけないことなので､誰が言ったかとかっていうことが非常に重要になったりするん

ですよ｡問題は全然誰が言ったかということじゃなくてあの発言そのものが問題なん､発言とか意見と

かが重要なんです｡議会とかの場じゃない､住民同士のときに､多々あるんじゃないのかな､というこ

とで､この提案をさせて頂いたって言う背景があるんですよね｡

伊波洋一 :

確かに､いろんな手段は当然です｡市長への手紙だとか含めて､意見を出すことは良いことであるし､

自治体の会議に参加して発言をする所まで来た人は､それなりの決意を持っている人が多いと思うんで

す｡確かに言われているような問題はあるんでしょう｡私は､情報公開を徹底していくことによって情

報を共有して行くとことが､自治体の前進に繋がると考えているので､情報公開を阻害するものは､で

きるだけ無くしたした方が良いと思っているのです｡発言の場を設定していくことによって､その人の

発言の情報が共有される訳です｡誰が言ってるのか分からないような議事録ばかりが出て来るのは困り

ものです｡ここのHPもそう言う所あったりする訳ですが､それは校正途中の過程ですから許されるで

しょう｡発言に責任ありと言うことが情報公開の原則なんだと思うのです｡今言われているのは､20

年後､30年後に､あなたの発言で責任を取らされるかも知れないと言うことです｡実際に旧厚生省の

血液製剤の問題では過去の発言の責任が追及されています｡

沖絶県の場合で話しますと､例えは私の居室に県職員が提案条例などの説明で来るときに､1人では

なく､2･3人で来ます｡そして､どんな場合でも1人はメモしてるんです｡話された要点はきちんと

残ります｡記録を残していく仕組みがある所と､無い所があるのです｡市町村だと全部はないでしょう｡
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電話で市民から苦情を言われても､電話記録も作らない所もあると思います｡自治体は何でも記録残し

ているのかと言うと､むしろ､忙しくなって残さなくなっているのです｡だから､自治体があらゆる会

議の議事録を残せるならとてもレベルの高い自治体だと言えます｡普通は､聞きっぱなしです｡だから､

聞きっぱなしにさせないために､発言の有効性を維持するための情報公開と発言をすることによる責任

の両方を持たないといけない｡もちろん発言しないで､匿名の手紙で書くこともできるし､誰か議員の

所へ個人的に行くこともできる､公に設定された場で発言するのは､誰かに影響を与えるから､発言者

も発言の責任に伴って影響を受ける面はあると思うし､ある程度はあってもしかたないんじゃないかと

思います｡

佐藤学 :

伊波さんがおっしゃったことが､おそらく原則であろうと思います0

その上で､発言出来ない人の意見をどう考えるべきか､それらを吸い上げるのが､どれだけ大事なのか

と言う問題だと思われます｡

おっしゃった様に､別のやり方で意見を表明することは可能である反面､たじろいで発言出来ない人は､

他の方法でも提案を出せないのかもしれない｡実際に運用する上で､積極的に出てこない意見をどう吸

い上げるのかは､行政の腕の見せ所だと思うのですけれども｡どうでしょうか｡今の御意見は､基本的

にはそういう､公的な場での発言は名前を残す､記録に残すということを原則にすることを､ここに入

れるべきでしょうか｡

佐藤学 :

今の御時世ですから､嫌がらせだとか､暴力を振るわれる可能性があるのじゃないかと考える人もい

るのではないかと思うのですよ､名前が出て､記録に残って､誰が何言った､つていう｡いま恐い世の

中なので､私なんかそう考えちゃうんですよね｡

島袋純 :

住民説明会とか､住民報告会とか､そういうレベルで個別具体的な政策を､地方自治体で住民の前で

話し合いを設定しないといけない時に､多分､個別具体的な個人の利益が絡んだ時に､感情的になるこ

とも多々あるかと思います｡それでもなお､発言記録残した方が良いと思うのは､やはり､そういった

ことがあっても､感情的にならないで､みんなの利益とは何かというところから､住民一人ひとりが発

言する ｢市民｣として育っていかないといけないと思うんですよね｡教育的な､そういう ｢市民｣を作

るという意味でも､住民の発言に責任を持たす､実名を残すと言うことは必要じゃないかと思います｡

具体的に､個人の家の様子に関わるようなプライベートな部分の発言は､出て来ると思います｡そう

いうのはプライバシーの問題なので､発言者と個別具体的な内容を照らし合わせて､これはプライベー

トな問題だからということで伏せることは可能なのではないかと思います｡何でもかんでも公開せよと

言うことではなくて､プライベートな部分を配慮して削除すると言うかたちにしておきながら､原則的

には､住民報告会レベルでも､発言と､発言者名ですね｡記しておく必要があるのではないかという気

がします｡
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佐藤学 :

結局､原則的には記録し､公開する｡その上で､ある程度運用の上での配慮が必要になって来るとま

とめで良いでしょうか｡宜しいでしょうか､付け加えること､ありませんでしょうか｡

伊波洋一 :

行政が､全てを記録を取って情報公開することは､可能ではないんです｡今のような説明会や報告会

は､普通はこういう意見が出ましたという記録しか残らないと思うんです｡住民説明会での話し合い記

録では､当局はこう言ったと細かく記録しないでしょう｡説明会をこの地域､あの地域､何ヶ所かでや

ったが､箇条書きでこういう声が出ましたと記録にに残すのが普通だと思うんです｡発言の詳細までの

議事録があろうとは思わないんです｡だから､懸念されるようなことは､もっと､きちんと議事録が作

られる所での事だとおもうのです｡県議会では､請願者 ･陳情者を呼んで意見を求めるのは､年に一度

あるかないかくらいなんです｡手続きもめんどくさいんです｡そういう公的な場を設定する時は記録が

残ります｡言われている懸念が､説明会などの記録で出て来るようには思えないんです｡では､行政は

全部を記録すべきかと言うと必ずしもそうではないと思うのです｡どこまでを記録して情報公開するこ

とができるのか､一部に限ることが出来るのかどうか､ちょっと議論不足だったかなと言う気はします｡

佐藤学 :

議会の休憩時間問題の続きなのですけれども､記録に名前が載っていないとして､この発言をしたの

は誰かって言う要求が来た時に､不在文章に関する情報公開って言うことで､

これを誰が言ったのかの情報を開示せよという要求が出されたら､その要求は､却下することが出来る

んですか?その場の記憶を辿って誰が言ったって言うことを文書化する義務はないのでしょうか?記録

にないから良い訳ですか?

伊波洋一 :

公文書としては存在しないとして､却下になるんじゃないですかね｡

佐藤学 :

文書に無いものでも､出来るだけ作って出すって言う情報公開条例があるじゃないですか｡そこでは､

これは誰の発言か､という記録にない情報の公開は､どうなるんでしょうね｡なんだか､単に庇理屈を

こねているようになってしまいました｡

これで､情報共有の発表を終わります｡
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② 対外関係

伊波洋一 :

対外関係ということでのワークショップをまとめましたO前期の ｢国際条約から見た人権と自治権｣

というあたりの島袋先生の話は抵抗権とか含めて話されています｡

対外関係の第一は､近隣の市町村との関係です｡実際に広域行政もやってますから､自治体間の関係

があるわけです｡第二に､国や県との関係がありますが､自治基本条例で重要なのは､国や県と自治体

が対等な関係だということです｡国や県と対等な関係ということを前提にした関係をつくっていくとい

うことが必要です｡沖縄の問題としては､基地の中にアメリカがあること､自治体の中にアメリカがあ

るという感じです｡地域協定の問題が話題になりますけれども､米軍基地も自治体の一部であるという

ことを明確にして､自治体が基地も含めた基本計画などに取り組むことが求められているのではないで

しょうか｡環境の問題も含めて､まちづくりのためにやるということですね｡それから､前期に自治体

に外交権があるのではないかと提起したのです｡島袋先生の人権と自治権というところにありますけれ

ども､例えば､ハーグ陸戦規約の下では非武装都市だと宣言することによって､攻撃されないという国

際法上の歴史があります｡一つの自治体が宣言をすることで有効になるということが大事です｡イギリ

スからスタートした非核都市宣言｡沖純では､ほとんどが非核都市宣言をしていますが､実際には影響

のない非核都市宣言です｡ヨーロッパやアメリカで言っている非核都市宣言は､核の運搬手段も含めて

この町にはプルトニウムや原子力など核に関係するものは入れさせません､となるのです｡だから明確

に核関係を排除する規定なのです｡核兵器や核関連施設､あるいは核を運搬する船舶や輸送手段などが､

行政の権限において入ることが阻止されるわけです｡例えば､ニュージーランドが､非核宣言をして米

軍艦船に非核証明を求めて核艦船の寄航を阻止したように｡同様にフィリピンが憲法を変えて､核兵器

はダメだと言ったように｡

市町村のレベルで非核都市宣言をすることができて､それが実効性を持っているのです｡子どもの権

利条約も含め､いろいろな権利条約は､実際には市町村のレベルで書かれているわけです｡だから､外

国の子どもたちがいたら､自治体がきちんと保護しなければならないということがあるわけです｡ユネ

スコとか､いろいろな国際機関があると思いますが､世界遺産だってそうですが､自治体の機能の中に､

国を越えた役割がすでにあるし､やはりそれを明確にしないといけないだろうと思います｡

自治体の国際交流というのは､自治体同士の業務的な交流や人的交流を含めて､同じ国における姉妹

都市に似ています｡それも対外関係の中に取り込むべきではなかろうか｡沖縄だったら､特に移民先と

の関係もあるわけです｡世界のウチナンチュ大会も何年かごとにあります｡県議会でも南米やフィリピ

ンなどに行くのは移民先きの沖縄県人会との交流です｡そのようなことを自治体がサポートする､こう

いう議論をしまして､文章化しましたのが､近隣自治体との連携協力を図ることです｡それから､県国

との対等な連携協力をおこなって､自治体との協力を行うと｡それから､基地も自治体の一部として街

づくりをおこなう｡自治体の外交権を保障する｡それから､国際交流が､自治体の交流をサポートする

といいますか､推進する｡そういうことですが､私たちのほうの､対外関係の範噂は､これぐらいのと

ころでまとめてみました｡

後は､補足的な意見ありましたら､お願いします｡後､議論をお願いします｡他のところにないのは､

ここら辺ですかね｡
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江上能義 :

対外関係､ここの部分は､沖縄の特色が出てくると思うのですね｡基地を抱えているということで､

沖縄の中の外国である基地に対して､沖縄の自治体がどうするのかというのに､ほとんどの議論が集中

したのですが､伊波さんは､基地関係非常に詳しい方ですから､ここに入ってもらって非常に有意義な

議論ができました｡もう一つ､私が面白いと思ったのは､移民先との関係ですね｡これも沖縄に固有な

点ですよね｡こことの関係も大切にしたいという伊波さんの論調にみられるように､他の本土の他府県

とは違うところじゃないかなあと思うのです｡2回目の世界のウチナンチュ大会が開催された時に､一

番移民の多い広島の人がパネリストで隣席でしたので､広島でもウチナンチュ大会のようなことやって

ますか､と聞いたら､いや､やったことはないという答えでした｡これは､非常に極めて沖縄的なので

すよね｡さらっと言われましたけれども､なぜ移民との交流が必要なのか､そして沖縄の自治体にとっ

てどんな意味合いがあるのか､話し合ってみるのも意義があると思います｡

伊波洋一 :

私が思うのは､沖縄の伝統的な価値観は家族や親族を大切にするということです｡肉親や親戚を大事

にするということで､親戚がアルゼンチンやキューバとか､遠い外国にいても､隣にいるように親しみ

を感ずる感覚が沖縄人の持っている感覚ではないでしょうか｡私自身も持っていると思うのです｡遠く

にいるけど､沖縄人として一体感のある感覚が､移民先に行ってもずっと持 続しているために他人では

ないという感覚です｡もう移民した人との関係は二世 ･三世の時代になりつつありますが､見たらアメ

リカ人でも､沖縄人2世3世だったら親しみを感じるという沖縄人独特の感覚は双方に残っていると思

うのです｡このような県民性が､ 移民先との交流を強くしていると思います｡

根底には､沖縄祖先崇拝の宗教に由来する帰属意識のような宗教的なものがあるのではないかと思い

ます｡それを感じるのはですね､えっとアルゼンチンでも､ブラジルでも県人会活動がとても盛んなこ

とです｡日系社会でも他府県と違う点ださうです｡ブラジルのサンパウロ市では沖縄県系人口が10万

人を超え､20以上の県人会と地域会館があるそうです｡どこの移民先でもそうなんです｡つまり､沖

縄県系人がですね､沖絶県系人として県人会を組織しているのです｡沖縄県系人のような感覚を持った

地域というのは,そんなにないのかもしれない｡移民を多く送りだしたアイルランドとか､シチリアと

か､と似ているような気もしますが､彼等が県人会館などを持っているかどうかわかりません｡沖縄県

系人が移民先で県人会館を持っているということは､伝統的な宗教的価値観の問題があるのではないで

しょうか｡血縁と地縁をとても大事にする価値観です｡どんなに薄くなっても､血縁や地縁を大事にす

るという感覚を感じます｡それで､沖絶県も各市町村も､移民先の県人会館の建設に積極的に支援もし

ています｡また､日本政府が運営するジャイカ (∫ICA)を通して要望のある道路を建設させたり､

あるいは産業振興への補助制度をなどの取り組みを日本政府経由で調整するなどして､∫ICAプロジ

ェクトをいろいろ立ち上げています｡沖縄県自身も予算を多く支出してきましたが､このことは対外関

係という意味で沖縄が大事にするべきことと思います｡沖縄県には移民を通して人的交流の大きな拠点

が沢山できたのではないかと 思います｡

江上能義 :

私もブラジルに行って､日系社会の人々と付き合ってきた時に､日系社会とは全く別にウチナンチュ

の世界があることを知りました｡しかも立派なんですよね｡グランドから立派な体育館のようなものを
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持っていて､本当にすごいのですよ｡日系人の集まりがあって､その後､別に沖絶県人の集まりに流れ

るのですが,ほとんど規模が同じくらいなのですよ｡どっちがどっちか分からないくらいすごいのです

よ｡他府県の場合､二世三世は､衰退しているのですね｡だけど､沖縄系の場合は,少しは衰退してい

るでしょうが､かなりしっかりした社会が残っていて､こうした海外の沖縄系社会を沖縄の県も市町村

も大事にしたはうがいいだろうなと私は思うのです｡で､世界にこういう類例があるかというと､伊波

さんもさっき言われましたが､ウェールズも自治や分権を進めて､自治権をかち取って行っている｡島

袋純さんも言ってましたけれども､スコットランドでもそうです｡ウェールズには､ウェールズ国民党

という政党が民族自決を主張している｡その政党が､今､政権を握っている労働党と協議して､政策協

議の中で､デアスボラ､すなわち､ウェールズの外に流出した移民との関係を強化するということを詣

っているのですね｡それを見て､ああ､沖純と同じだということを思ったのですね｡ところが､最近の

日本の政策としては､さきほどJICAの話がありましたが､∫ICAは､二世三世の支援を打ち切ろ

うとしているのです｡それで､逆にブラジルから日本に出稼ぎに来ているような人たちの､そんなこと

しないでくれ､日本の経済に自分達も貢献したじゃないかと､抗議しています｡出稼ぎにやってきて低

賃金で働いているのにと｡日本政府は沖縄を見習って､もっと日系人社会を大事にすべきだと思います｡

伊波洋一 :

移民作の各国には沖縄県人会や市町村会があるのですね｡ハワイ､アルゼンチン､ブラジル､ボリビ

ア､ペルー､メキシコもそうですが､勝連町のある字は､確かアルゼンチンに字の郷友会があるそうで

す｡勝連町の字の人口と同じくらいの人達がいるのそうです｡当時の移民の形態がどうだったのか詳し

くはありませんが､那覇に北部や離島の郷友会があるような感覚なのでしょう｡沖縄の地域の郷友会が

世界の裏側にもあるわけです｡沖縄人のもつ一体感には､距離感がないことが一番大事ですね｡アルゼ

ンチンは､ちょうど世界の裏側なのですが､今電話のせいもありますが､明日来るからねと言えるよう

なとても近い距離になりました｡沖縄県民の世界性といえるような感覚が､沖縄の県民性の中にはある

と思います｡

島袋純 :

話は､変わるのですが､｢自治体の外交権を保障する｣と書いてありますが､イメージがとても湧きに

くいのですね｡僕の言葉で､少し考えてみたのですが､｢自治体は国際関係の主体であり｣､という言葉

ですね｡普通は､国家が､そう考えられているのですが､あえて､｢自治体は､国際関係の主体である｣

と規定するわけです｡それはイコール外交権を持っているということですね｡｢世界の人類の幸福に積極

的に貢献しなければならない｣というような文言を入れれば､自治体の外交権を保障し､それから､国

際交流も含めた分野を網羅できるし､それから､非武装都市宣言とか､非核都市宣言の実質を､これか

ら､こういう言葉があれば､非武装都市宣言とかを導くことができる導火線になるのではないかと思い

ます｡｢自治体は国際関係の主体である｡｣これは国際法を実際に遵守する､国際法の実質的な実施主体

として､すでに国際法上認知されているわけですから､そういうことも含めて､国際社会の主体であり､

世界の平和と人類の幸福に積極的に貢献しなければならないということです｡そういうふうな言葉を一

つ書いておけば､国際法のさまざまな規定において､ハーグ陸戦法規なり､子どもの権利条約ですとか､

人種差別撤廃条約ですとか､国際法そのものを直接遵守する実質的な主体として自治体は認定されてい

るので､国際レベルの人権保障の原理と自治体の役割が導き出して来れるのではという気がしています｡
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伊波洋一 :

お話を聞きながら思ったのですが､人権だとかの問題もどんどん進歩していきます｡外交権とかも､

国の枠を取っ払うことによって越えることが実際に起きると思うのです｡国際連合などで議論されてい

る世界自治体の憲章だとかになると外国とも対等の関係になる｡つまり､欧米で当たり前に自治体に与

えられている権利を､ヨーロッパでの非核都市宣言に見ることができます｡日本では､非核都市宣言な

んて飾りみたいなものになっています｡つまり､はっきり言えば何の拘束力もないものなのです｡です

から､日本の自治体が外国の自治体とも交流をしていきながら､自治体の権能が高まっていけば､今言

っている非核都市宣言にも､拘束力を付与できるようになるのではないかなと期待したい｡すでにヨー

ロッパ連合EUで行われていますけれども､もう国境のない社会の中で､個々の自治体の役割が広がっ

ていくことと基本的につながっていると思います｡

江上能義 :

自治体の外交権を保障するというのが､ちょっと唐突すぎるから､前文を置いたほうが良いという意

味でしょう｡｢自治体は国際関係の主体であり､世界の平和と人類の幸福に積極的に貞献しなければなら

ない｡自治体に外交権を保障する｣と続けてもいいわけですよね｡

前文だけでは何か看板だけという感じで､実質はあとで具体的に規定するのでしょうから｡

伊波洋一 :

他の基本条例見ても､この二つとこの一つ､国際交流という観点でしっかり入れていくことが大事だ

と思います｡

江上能義 :

一番大事なところですけれども､基地の関係ですね｡ここのところを皆さんに､一番聞きたいですね｡

沖縄にとって一番､重要な部分です｡他の自治体には､多分ないと思うのですね｡どう思われるのか､

議論したいところなのですが｡

伊波洋一 :

例えば､沖縄県の環境基本条例がつくられるときに､米軍基地をどのように取り上げるのかという議

論をかなりしたのです｡そして､基本的に米軍基地も事業者の一つということになりました｡米軍基地

という表現はないのですが､国や自治体､事業者という区分けの中で事業者に含めて取り扱っていくと

いうことにしたのです｡つまり沖縄県環境基本条例が米軍基地に及ぶのだということを明確にしたので

すが､同様なことをいくつもやっていかなければならない｡一方､国は､国家間の日米地位協定があっ

て､条約のレベルでいろいろな法律の適用が排除されているわけです｡しかし､都道府県や市町村の条

例を適用除外にするとは､何も書いていませんから､適用できるのです｡ただし､米軍の施設管理権の

下では､立ち入りができないという状況なのです｡だから､自治体は基地に立ち入る権利があると宣言

することが求められています｡環境基本条例の審議でも､自治体には基地内に立ち入る権利があるとい

うことは確認したのです｡やはり､補足的に書いておく必要があると思います｡

島袋純 :
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どういう形で､実際に基地内の調査立ち入りの権利って言うものは､保障されることになりますか｡

どうなんでしょう,実際｡

伊波洋一 :

1980年代の後半に当時の逗子市の富野市長が河川法だったと思いますけど､その法律に基づいて

基地内の河川に立ち入る権利を行使しようとしたことがあったと思うんです｡ですから､実際に立ち入

ることは出来なくないと思うんです｡先ほども述べましたけど､アメリカ国内では先住民がアメリカ先

住民の聖地などの自分たちの信仰の場に儀式としていつでも立ち入る権利を保障した法律があるんです｡

アメリカの広大な基地の中には､アメリカ先住民の聖地が多くあって､その末商の人たちが儀式を行う

ことを認めているわけです｡沖縄もまさに同じようなものなんです｡私は自治体が国の枠を飛び越える

ことによって､基地内への立ち入りも実現できると思います｡つまり､自分たちで条例を作ることによ

って､アメリカに対して､政府だけじゃなく米国連邦議会があるわけですから､彼らの対等の意識に訴

えて理論的に話せば勝てると思うんです｡自治体から立ち入る権利を認めさせて地位協定を改正させて

いく｡地位協定というのは軍を守るための協定なんですよ｡それに対して自治体が｢地位協定とは別に､

われわれには立ち入る権利があるんだ｣と主張することによっ て､その一角は崩していくことになるだ

ろうと思うんですね｡

島袋純 :

今の伊波さんの話を聞いて思い出しました｡ユネスコの条約にせよ､先住民の宗教の権利､伝統文化

を保護する権利というのは､確か日本は批准しているはずです｡ですから､沖縄の拝所なんていうのは､

基地内にいっぱいあって､日本が批准している国際条約を自治体はそれを使って､理論的根拠にして入

ることは出来るはずですよね｡国際法や多国間の国際条約を無視したような二国間の軍事条約､それに

基づく法律､あるいは地位協定の段階で規制しているのですが､それよりも上位とされる国際条約で本

当は保障されている権利になっているはずで､それとタイアップすることによって､立ち入り権という

のは明確化できそうな気がしてきたのですが｡

伊波洋一 :

これはできるんです｡私は基地の中でピクニックしたことあります｡本当ですよ｡90年の最初の頃

ですが､反戦地主の有銘政夫さんとかキャロリン･フランシスさんとかの宣教師も含めて拝所 (うがん

じゅ)巡りで普天間基地と北谷のズケラン基地内に子ども達も一緒に弁当も持って入り､ビニールシー

トを広げてピクニック気分で弁当を食べました｡拝所巡りの基地内立ち入りはできるのです｡現に今で

も､多くの人がやっているのです｡先住民に対する法律が70年代にできて対応せざるえなかったので

す｡93年には､もっと強い法律 ｢アメリカ先住民の信仰活動の自由法｣ができたのです｡アメリカ先

住民の信仰活動について､いついかなる時でも入ることを保障するという法律です｡一昨年の9･11

テロで､沖縄でも拝所巡りや墓参でこれまでスムーズに基地に入れたのに､入れなくなりました｡沖縄

市役所の方から､僕のところに米国内の法律についての問い合わせがあったので､もう一度､インター

ネットで検索したら93年にもっと強く先住民の信仰活動を保障する法律になっていたのです｡そのこ

とを沖縄市の方に伝えて､沖縄市は米軍と折衝して､一応従来のように立ち入りが認められることにな

ったのです｡しかし､その後も読谷村が立ち入りを拒否されるなどありましたが､最終的に認められた
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ようです｡

私が最初に立ち入り申請をした時のことを話します｡僕が立ち入り申請のためにズケラン基地内の不

動産管理事務所に行った時､｢兄さん本当に拝がみね｣と言われたので｢本当に拝みですよ｣答えました｡

実際に線香も持って拝みもしたのです｡不動産事務所で､ズケランや､シュワープなんか含めて､全部

の基地の立ち入り許可が取れるのですが､普天間基地は基地司令部に行かないと許可がでないのです｡｡

実際に拝みしている人は､手続きをやっていたのです｡アメリカとしても認めざるを得ないことなので

す｡というのは､国際法上認められ 国内てせも法的にも確立したものを沖縄で拒否したらいろいろな

問題が起こるからです｡だから､沖縄市が嘉手納基地司令官と折衝したときに米国内の法律が持ち出さ

れたと思います｡その後､担当だった人から提供した資料も参考にして解決したとの連絡がありました｡

信仰の基地内立ち入りも沖縄にとって基地に風穴を開ける一つの方法ではないでしょうか｡

難波田到吾 :

今､全国で住基ネットに絡んで､接続を拒否する自治体がいくつか出てきていますよね｡県 ･国との

対等な連携 ･協力に入っているのかもしれませんが､住民の基本的人権等が､危うくなる場合に､国に

対する拒否権というか､そういう強い言葉をあえて入れるべきかな､と思うのですが｡

伊波洋一 :

これは､一番最後に検討する抵抗権 ･平和的生存権 ･環境権ということに入ると思って書きませんで

した｡おっしゃるように国 ･県との対等な連携 ･協力ということになったわけですね｡地方分権という

制度の下ですから､ある市が､国の住基ネットに入らないからといって､国が強制的に加入させる仕組

みになっていないわけです｡以前ならば､それは強制的に加入させることができたわけです｡今はでき

ません｡だから､対等という関係は､そういう面を保障していると私は理解しています｡で､今の先ほ

どの国に対する拒否権については､生存権や抵抗権というところで､もっと深く論じられるべきだと思

います｡
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③ 住民投票制度

島袋友一 :

私たち､グループは住民投票について､話し合いました｡主文としては､住民投票は､住民自治を保

障したものということにたどりつきましたが､その経過としては､まず､この流れを追ううちにそうで

てきたのですが､住民投票は､実施に当たっても方法についても､住民参加で決めていく方がいいので

はないかと｡また､アメリカあたりでは､ビジネス化して､住民投票が利用されているということもあ

るのですが､そういうことがあってはいけないということで､根幹に､住民投票は住民自治を保障する

ものでないといけないということがありました｡住民投票の発議権は誰にあるのか､ということで､現

行の地方自治法では､議会にも首長にも､住民にも何分の1という制限はあるのですが､発議できるよ

うです｡それでも議会がOKしないとできないのですが｡OKがなくてもいいのではないかという意見

がでました｡対象者については､20歳以上の国籍を有する人が､選挙権があるのですが､住民投票につ

いては､在日外国人や受刑者まで広めてもいいのではないかということですね｡それで､私が､選挙管

理委員会の職員だったら､すごくいやなのですが､そこに働いて､学ぶ人なんかも投票権を与えたらど

うかと､もうこれは､行政がどこまで譲歩できるのかということになると思うのですが､そこまで議論

になりました｡で､その際に､住民投票を行う場合には､情報の提供をしっかりと行わないといけない

ということで､投票前には､判断する材料が多く出ていないと､これはできないと｡で､投票前には､

その情報を分かりやすく伝えて､投票に望む前にはですね､政策学習もあっていいし､住民同士の話し

合いも積極的にもたれることも必要ではないかということが出てきました｡で､その際に､住民投票が
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おこなわれますというときにはですね｡何を対象にするかを明確にしないといけない｡極論で言えば､

二者択一選択がいいのではないのかということがありましたが､グループの中で､市町村合併を問うと

きの住民投票をする時に､二者択一でないことがありうるのではないかということで､例えば､私は､

西原に住んでいますが､中部にも､南部にも近いということで､それと合併したくないという意見が高

まった時にですね､三者択一になるのではないのかということでですねO二者択一で､本当にいいのか､

三者を考えないといけないのではないか｡さらに､選択肢が4者5者に幅が広がると､アンケートに近

くなり､投票の効果が薄れていくのではないかと感じますが､それをどこまでがよいのか皆さんと､議

論できたらいいなあと思います｡

住民投票を行った後､住民投票成立の要件として､有権者の3分の1､これは､高いハードルなので

すが､その署名で住民投票ができるということ｡また､投票結果を有効とするためには､50%以上の

投票率がないと､この住民投票が有効とされないという設定をしてみました｡なぜかと言いますと､結

論になると思うのですが､今までのよくある住民投票のパターンは､首長が､この結果についてどうす

るというのを前もって宣言するということで､首長にその判断が任されているのですが､私たちのグル

ープでは､こういう高いハードルを設定したからこそ､これを越えた場合は､完全に実施すると､とい

うことで結論付けようということです｡投票結果には､法的拘束力を持つと結論付けています｡これも､

皆さんにどっちがいいのか問いかけてみたいなと思います｡首長が最初にどうしますよと言って望むの

か､または､このハードルを越えた場合は､完全に実施されるのか｡どちらが､いいのかどうかですね.

私たちは､こちらでしたが｡これをまとめて､住民投票は､住民自治を保障したものであると､完全に

ですね､ということで､まとめました｡何か､補足ありますでしょうか｡なにか､ご質問がありました

ら､お願いします｡

伊波洋一 :

アメリカでよくおこなわれた住民投票に､市町村民税を半分にしろとか､固定資産税を半分にしろと

かの住民投票があります｡そして住民投票結果には法的拘束力があるわけです｡そうすると､場合によ

っては自治体財政は破壊されます｡昨年､基地調査でグアムにいったら､経費節減のために20年以上

働いて年金資格を得た人はやめるという法律ができたそうで25歳で勤めはじめたら45歳でやめなく

てはならない､代わりにまったく素人が､行政の責任者をまかされるようになったと聞かされました｡

これは住民投票で成立したのではないようですが､同様に住民投票で法律を作っていくばあいに乱暴な

問題もあるわけです｡法的拘束力を持つことがアメリカでまかり通っているし､法的拘束力があれば､

こういう住民投票も当然出てくると思います｡その時はどうしましょうか｡市町村合併にあたって､国

が成立させた住民投票の仕組みもあります｡それを含めて､本当の住民自治という仕組みと住民投票が

どのように結びついていくのか､ここは､少し考えたほうがいいのではないかと思います｡

佐藤学 :

ビジネス的なという指摘について､例えばアメリカであるのは､全国的な､そういう宗教団体等が組

織して､ある宗教的な価値を住民投票で推し進めるような､そういう形がよくあるわけですよ｡聖書の

創造説を公立学校の科学で教えろ､とかね｡そういう主張が出てきたりします｡今､私たちが想定して

いる住民投票像からは､かけ離れているのですが｡また､英語を正式の国語にしろとか｡要するに､他

の言葉を話している人の権利を奪うという意味があるのですが｡アメリカの経験から見ると､そういう
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ような形で､少数意見を押しつぶす手段として住民投票が使われることもありうるわけです｡住民投票

が活発になると､こうした動きが出てくることは確かでしょう｡今､伊波さんがおっしゃったようなこ

とを含めて､これからどうなるのか､分からない｡いろいろなことが起こるだろうな､と思います｡た

だ､そこまでいくのに時間はかかると思うので､日本では､そこまでいく可能性は低いかもしれません

が､アメリカではそういう問題があるということです｡

島袋純 :

アメリカの事例で､昔､プロポジション13という有名な事件があったのですが､伊波さんの話を聞

いてそれを思い出しました｡日本で今問題になっている点､一つは､現行制度上､首長が住民投票の原

案を住民から受け取ってそれを議会に提出するわけですよね｡首長が､提案する段階で､意見を付ける

という形で､住民投票の内容を操作して､二者択一の設問選択肢を四択にするか､それから､議会は､

議会の中で､いろいろ文句つけて､文章を変えさせるとかが起こります｡それで､結局､住民が､最初

に対象として考えていた事案とは､違うものが可決された条例で出てきてしまうという問題が､非常に

大きいわけです｡

それで､その住民の意図をそのままストレートに問うような仕組みがつくれないのかという発想です

ね｡それから､議長､議会なり､首長が､投票の意図や問いの文章を操作できないような仕組み､それ

をどう確保するのかという発想がありました｡それから､もう一つ大きな問題は､投票結果に関して､

尊重しなければならないということが書いてあるのですが､その尊重しなければならないというのは､

有名無実化してしまって､実際には､尊重しなかったのですね｡名護の事例があるように｡県民投票も､

名護の市民投票もその二つの問題で､結局､投票結果がうまくいかされない状況だったと思います｡

一番重要なのは､投票の対象の明確化だと思うのですよ｡確かに､投票の文章のフォーマット作って､

このフォーマットにのれば､どういう事案でも確実に住民投票にもっていくことができるという仕組み

をつくりだすことは､技術的に非常に難しいかと思いますが､ここを､明確化して単純化して住民投票

の文章を作り出しやすいようにするということです｡

今､実際に､議会を上回る拘束力を持つのは､法定協議会の設置に関して､法定協議会設置するのか､

しないのかという､イエス･ノーの単純な二者択一の問いかけの文章で､この何を問いかけの対象にする

のか､非常に､わかりやすい分野です｡ですけれども､住民が発議して持ってくる時に､いろんな政策

の領域の中から､いろんなものを対象にするわけなのですが､現行の合併特例法の規定にありますよう

に､｢法定協議会を設置するのか､否か｣というくらいの単純化した投票の問いかけの文章にできるのか

という問題です｡

この間題が解決できないかぎり､住民発議がそのまま､その発議の内容に関する住民投票賛成の3分の

1署名を集めさえすれば､住民投票の問いとなって必然的に実施されるでは､難しいところではあるの

ですね｡ただ､基本的には､様々な今までの住民投票が､単なるアンケート調査のように使われている

無残な結果を見ると､どうにか住民投票の地位を高めたいという気がしています｡

上見充寛:

ちょっと､話が変わるかもしれませんが､その投票前の情報提供､政策学習､話し合いを充実させな

ければならない｡これは住民投票やるという決まった段階で､何かこれを見ると､住民投票ありきです

すめられている感じを自分受けたのですよ｡その政策学習､話し合い､説明とかですね｡更に､話し合
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いで､決まらないからこそ､最終的な住民投票があり､そういう法的な部分が出てくると思うのですね｡

そういう部分が､自分さっき引っかかった｡さっき島袋純先生の話とつながる部分が出てくると思うの

ですが､そこがちょっと､引っかかったのですが｡

島袋友一 :

ありきで､議論していた面はありますね｡何を､住民投票にかけるのかという時に､やはり､議会は

少数意見も議論されるところですから､議会の意思と住民の意思がずれているなということがあったと

きは､住民投票ということで結論付けはしたのですが｡ありきでしたね､その辺は｡

伊波洋一 :

住民投票という直接民主主義制度が一番取り組まれているのは､スイスの各州だと思うのです｡スイ

スで､そのことを聞いたら､ジュネーブで連邦､州､市で年に4から5回はあるそうです｡頻繁にある

のです｡約711万人の連邦で10万人分の署名を集めれば法律案を発議できるそうです｡人口比で7

0分の1です｡ハードルは低いのです｡広場に皆が集まる住民総会のような直接民主主義の制度が伝統

的にあるのです｡人口の希薄な地域などでは今でも全住民が集まって決めているそうです｡沖縄での地

域の自治会総会のようなものです｡住民投票､州民投票､国民投票がどんどん発議できるわけです｡軍

隊をなくす国民投票も発議されたことがありますが､可決されなかったそうです｡スイスにジェット戦

闘機は必要でないとして無くすことも発議されたようですOただ､議会はですね､少数者をきちんと配

慮したものになっているのです｡市レベルでも少数党を含めて物事を決めるという伝統があるそうです｡

直接民主的な州のつくりと議会が構成する内閣の仕組みなどの重層的なのです｡日本の場合は行政の仕

組みが重層的ではなくて､首長や多数党がが権限を全部持ってしまっているところがあります｡補完的

な機能が無いのではなかろうかと思うのです｡だから､住民投票が､重層的な一つの仕組みとして位置

づけれれることが求められているのではないでしょうか｡住民投票に､いかに補完的な機能を持たせる

のか､ということです｡どのようにすれば､直接に選ばれる議会や市長と対等な関係を作れるのかとい

うのが､極めて重要なことではないか｡

中略栄子 :

今､おっしゃたように､組長議会住民投票の役割と､なおかつ､結果の発生を併用する意見は､すで

にここに出ています｡

佐藤学 :

今の点について､議会が､住民投票を敵視する傾向があるとされています｡要するに､議会制､代議

制民主主義の否定であるという批判に議会の意見が落ち着いてしまうということがあるけど､それはへ

ンテコリンな話だと思うのです｡議会と協調するとか､議会を巻き込むとか､あるいは､議会もいっし

ょになってやればよいではないかと､私は書いたのです｡で､議会が､手に負えない部分､この前､議

会のところで､話が出たと思いますが､選挙の争点にならなかった問題について､議会が､住民投票を

敵視する理由は､本来ないのではないかと素人目には思えるのですが｡逆に言えば､住民投票は議会を

無視するものでもないし､議会を軽視するものではない｡おっしゃたように､重層的なやり方があって､

それを強調するのが良いのではないかと思いました｡
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島袋純 :

住民投票に重要な役割を担わせるということです｡今､住民は､首長と議会を通さなければ､住民投

票ができないのです｡そこから独立して､一つの決定ができるような仕組みにするとしたら､この三分

の一の投票資格者の署名を集めれば､必ず住民投票に付さなければならないということです｡首長も議

会も迂回するルートは確保しなければならないと思いますが､3分の1か､何分の1かは､議論の余地

があるのです｡

それから､投票結果は､法的拘束力をもたすのは､これはですね､実を言うと､実質的に､ニセコの

場合でも､確か ｢首長は､住民投票の取り扱いを事前に明示しなければならない｣という規定がありま

す｡調査の際に､ニセコの町長が言っていたのですが､明示しなければならないといった段階で､これ

ちゃんと､その通りにやりますよと言わざるを得ないと｡住民投票､参考意見として聞きますだけでは､

住民投票､普通できません｡基本的に､事前取り扱いを決めておくということによって､実質的な拘束

力を持たすと発言しておりました｡こっちの方は､おそらく事前明示の条項でも､実質的に実行力を持

たすということで､担保できるような気がするのですよ｡

したがって､問題は､その住民投票やるのか､やらないのか､その決定を､住民自身に持たせること

ができるかどうかですね｡そこを重点的に考える必要があるのかという気がします｡

伊波洋一 :

法的拘束力がとってもその気にかかります｡というのは､尊重するというのはよくわかるんですが､

先はどの税金を安くするような個別具体的な住民投票が出てきたときに､議会の役割や国との関係とか

どのようになるのか｡たしかに分権制度ということになりますが､どんなものが住民投票に馴染むのか

ということも含めて考える必要があります｡法的拘束力というとき､現在でも条例制定請求というのが

できるわけです｡そういう法律の部分と､一挙に直接民主主義的に法律を作ってしまう住民投票がある

んだろうかって考えるわけてです｡だから､住民投票の範囲を住民の意志を示すということにする方が

いいのではないかと思ってしまうわけです｡住民の意志というのは法律じゃないですよね｡住民の意志

は確認した上で､具体的にどうするかっていうのは､議会や執行部に委ねられているわけです｡住民投

票結果に基づいて条例を作るとかっていうのは､議会の権能として残るわけです｡つまり､法的拘束力

っていう議論をするとき住民投票が示すのは住民意志なのじゃないかと言いたいのです｡イエス､ノー

という意志なのじゃないかと､そのことを拘束力と言っても住民投票で直ちに条例は作れないんじゃな

いかと思ってしまうのです｡ここら辺を少し議論したほうがいいのでないか｡つまり､今の議会制度や

首長の選挙も住民の選挙で選l封1ている｡もう一方の住民投票結果に示される住民の意志がある｡意志

を具体的に実行するときの手立ては､いろいろあると思うんですが｡法的拘束力という表現にすると､

ちょっと少し弱いんじゃないか､そぐわないんじゃないかと思うのです｡法律案じゃないからですが､

どうなんでしょう｡

島袋鈍 :

時間が無くて､そのあたりのことについてみんなで話し合う時間が無くて､もう一番わかりやすい単

純な言葉でいいということで､｢投票結果に法的拘束力を持たす｣という表現になってしまったのですが｡

やはり他の条文などを見てみますと､｢住民投票で示された住民の意志を尊重しなければならない｣など

のような書かれ方が多いですよね｡ですから､｢法的拘束力を持つ｣という言葉を自治基本条例に載せる
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ことは､実際にはできなくて､それで ｢投票結果で示された住民の意思を尊重しなければならない｣と

いう言葉か､あるいはもう一歩踏み込んだとしても ｢住民の意思に従わなければならない｣とか､そう

いう言葉で書いていくのが､自治基本条例の文章として載せる段階だと思います｡

おそらく住民の示された意思に基づいて､議会なり､あるいは首長なりが決定する､こっちが初めて

本当は法的拘束力を持ちますよね｡おそらくそういう構造になるはずですね｡｢住民投票が法的拘束力そ

のまま持つ｣というのは､時間がなくてそのままパッとまとめてしまったミスですが､おそらく ｢住民

の意思に従わなければならない｣､あるいは ｢住民の意思を尊重しなければならない｣など､そういう文

言で落ち着くという気がしています｡

佐藤学 :

あの一､佐藤ですけど｡さっき話が出た､住民の投票の結果を尊重しなけれなばいけないけど､尊重

しなかった首長の側が次の選挙で勝っちゃったりすると､じゃ､それでは住民の意志ってのはどこにあ

るんだって話になって､困りますよね｡この間題は､おそらくこれは､すっぱりと条文で割り切れるこ

とじゃないんだろうと思うんですよね｡こういう形で､あんまりこう明確にできない部分なんだろうと｡

それこそそれが政治になっているんだろうと思うんです｡さっき話が出た､せっかく住民投票してるの

に､虐げられていて､結果が顧みられてないっていうのも確かにその通りですが､逆に､伊波さんがお

っしゃったような懸念もあるのも確かです｡だから､うーん,難しいですよね｡おそらくは暖味な形に

収まらざるを得ないのかなって思ったんですけども｡

知念弘聡 :

知念といいます｡今の住民の意志という話でいくと､僕は投票資格､先ほどの在日外国人の話もあり

ました｡その関連でいうと､県民投票の結果の意志が本当に通ったのかどうかという議論があり､その

ときに仲間で話したことは､ひょっとしたら中学生以上ぐらいから､自分達で自主的に生徒会とかです

ね､たとえば大学だったらなんかサークルとかで､その自主的にそれぞれが自立的に同じことをやる｡

そのようなことをやるということは､たぶん本来の住民投票の結果と､それをもう少し後ろ側から支え

てるんですか､外側から支えているような､住民の意志みたいなものがひょっとしてあるのではないか｡

先はど言ったように､もっとバラエティーに住民投票の結果が意思表示できるようなたぶん､本来仕組

みがあるんじゃないかという議論がしたいんです｡その辺､たぶん住民投票には､今みたいな条文では

決められないような､なんか枠みたいなものがあるんじゃないかと思います｡

伊波洋一 :

先はどの島袋先生の発言は､投票結果を執行するというような強い､機械的な言葉にはしないほうが

いいじゃないかということだと思うんです｡つまり､首長や議会は住民投票で示された住民の意志を尊

重しなければならないとか､そして､どう尊重していくかという工夫を､首長や議会がやるというのが

役割として位置付けられ､同じく住民によって直接に選ばれる議会や首長とうまく整合するようにする｡

つまり住民投票が有効に活用される仕組みをきちんと基本条例の中に埋め込むということが大事ではな

いでしょうか｡機械的に執行するというような表現じゃなくて､示されてるのは意志なんで執行という

言葉では少し機械的過ぎるという感じがするんです｡いかがでしょうか｡
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与刃はi武 :

与那嶺武です｡今､伊波さんの話にもあったんですけども､どう尊重していくかというのが､やはり

焦点かなと思います｡たとえばニセコ町ですと､町長は町民に投票結果の取扱いをあらかじめ明らかに

しなければならないというような表現になってるんですが､そのようにどう尊重していくかというのを

選挙前から明確にする､していくような表現を入れるとですね､住民にわかりやすいんじゃないかとい

う気がします｡

比嘉稔乃 :

比嘉です｡その投票結果の尊重のほうについてなんですが｡ある程度､たとえば投票率がそもそも高

くて､で､その結果が､それを100を見た場合の52対48とかいった場合､その52を尊重するか

とかっていう部分とかもどうかな一つていう気がするんですけども｡あと､もう1点は､住民投票って

いうのは基本的に自治体単位で行っていきますよね｡でも､たとえば､環境問題とかについて､県内､

特に多いんですけれども｡それを-自治体の住民投票の結果だけで､すべてを反映させていいかどうか

とかっていうこともちょっと気になって｡今､ちょっと2つのことが気になったので､少し皆さんのご

意見を伺いたいな-と思うんですが｡

伊波洋一 :

尊重しなければならないという風に書くと､これは一応拘束してると思うんです｡つまり､何々する

ことができるというのは逃げなんだけども､尊重しなければならないというのは､やっぱりその義務規

定だと思うんですが､どうでしょうかね｡

島袋純 :

｢尊重しなければならない｣という言葉に関して､この言葉でさえも拘束力を持つという研究論文が

ありますね｡だからこそ､尊重しなかった名護の首長は辞めたと､辞任せざるを得なかったということ

になると思います｡結局､尊重しなかったら辞めざるを得ないわけですねOですから､尊重しなければ

ならないという言葉でさえも､かなりの拘束力を自主的に持つことができます｡

問題は､何を問いかけの対象としているかという部分で､そこに意図的な操作がある場合ですとか､

沖縄県民投票のように問いかけに複合的に言葉があって､それで基地の整理縮小､それから地位協定の

改正でしたっけ､問いかけの対象となったのはそれらが全部含まれていて､しかもあいまいで｡結果が

出て､それを尊重しなければならないとなったときに､問いかけの意味が明瞭でなかったら何をどう尊

重するのかといったことが分からないわけです｡対象が不明確なためにわからなくなってしまうんです

よね｡だからそこの点を､住民投票にかける問いかけの対象を､かなり明確化すれば､尊重しなければ

ならないっていう文言が生きて来るのではないかと思います｡今の問題は､本当に住民投票は過度期な

んで､いろいろな問題があって､だからどうにかそれを本当に住民の意思を尊重させる仕組みに､この

自治基本条例の中で作れないか､設計できないかというところです｡

佐藤学 :

あの､全然現実的じゃないんですけど､二段階で投票するとかね｡ようするにどう取り扱うかを最初

に住民投票で決めて､それで､本投票する｡これ､自分の先輩が書いてたんですけど､合併協議会の設
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置をまず住民投票でやって､その上で合併自体も住民投票で決めようという意見があります｡そんな二

度手間やりたくない､あるいはそんな2度手間をするはど人は頑張らないっていうんであれば､それは

それだけのことでしかなかった､仕方がない､という言い方もできるかな-と｡どういう風に使うのか､

どれだけの拘束力を持たせるかっていうところも､一段目の投票で決めて､それで2段目の本投票をや

るとかね｡原理的にいうとそういうことまでしないと駄目なのかもしれません｡でも､二段階投票は､

全然現実的じゃないですから､どうしたらいいのでしょうね｡

島袋友一 :

なんか難しくて､どうまとめていいか｡ちょっとお腹が空いてるせいもあって､もうなかなか｡あの､

こっちにたどり着くまでにですね､僕らも迷っていたんですけどね､尊重で留まるべきなのか､完全に

それを決定されるべきなのかっていうことなんですけど｡ここの成立要件のハードルを高くしておけば､

実施してもいいんじゃないかと｡もう尊重じゃなくて､完全にやると｡有権者の3分の1の署名もある

ということは､それはもうその住民も望んでいることであって､あまりズレはないことだろうと｡民意

がかなり反映されているんじゃないかということで｡あと､50%の投票率もこれを越えなければ､無

効であるということであれば､これくらいまで行ってもいいんじゃないかということですね｡住民の感

情を考えた場合､せっかく投票して高い投票結果が出ても,それだけだったという現実が沖縄にはある

わけですから｡やはりここまで踏み込んでもいいんではないかっていう議論なんですね､私達のほうで

は｡望んで投票したはずなんだけど､うまくいっていないっていうことがありました｡

伊波洋一 :

今は､議会は関与しないという仕組みを作ろうとしているわけですよね｡つまり､3分の1の署名で､

すべてを住民投票でやるということです｡スイスはもっと低いハードルで実施されるようになっている

わけですさ｡で､ただ､どうなんでしょうか｡投票することを確認するワンクッションは必要ないでし

ょうか｡つまり､住民投票を行うか行わないかを問う投票のことです｡もっとハードルを低くして､す

ぐ投票に行くべきなのか｡今､行政は無関心との闘いなんです｡行政が住民の参加を求めるというのは

難しくなっています｡だから､署名をたくさん集めるのは大変な厳しい状況なんです｡100万都市が

あったらさどうします｡300万都市だったらどうします｡100万人ですか｡小さい村だったら3分

の1署名もできるかもしれないけども､ハードルが高くて､署名を集めるのは困難だろうと思うんです

ね｡むしろ､投票をするかどうかを問う投票を1回入れて､もっとハードルを低くした方がいいと思い

ます｡投票をするか否かを問う投票をクリアーできなければ､提案している住民投票はできないという

ことも考えてもいいのではないでしょうか｡

比嘉観乃:

えっと､比嘉ですが｡それってやっぱり､先はど上兄さんが言ったことに､私もずっと戻るんですけ

れども｡住民投票ってやっぱり最後の手段なのかなって思ったりするんですよ｡何でもかんでもってい

う､やっぱりスタンスではなくて､あくまで皆が合意形成をその場で取れるんであれば､多数決だけが

民主主義では決してないと思うので｡合意形成できる場を､もしかしたら3分の1の署名ではなくて､

署名以前にそういう学習会とかなんとか､より多くの人がかかわる合意形成の場をある程度重ねるって

いうようなところOで､それが達成されたら｡あの-､達成されるじゃなくて､それでもやっぱりどう
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しても話し合いで決着がつかない､それであれば一つていうくらいに持っていくような形もひとつ､考

えられないかな-と｡すぐ手あげ方式にするとか､投票する方式だと､やっぱり大多数の意見が本当に

民意じゃないというか､うまくいかない場合があることが多い気がするので｡その政策学習とか､話し

合いの場の持ち方､それと住民投票との関係性みたいなものを､少し段階とか､明確にしてもいいのか

な-と思ったんですが｡すいません､ちょっと戻ったり行ったり来たりしてるんですけども｡

伊波洋一 :

住民投票に住民の関心を引き付ける場として､今は議会があるわけです､議会に当局が､首長がどう

提案するのか､議会でどのように議論され修正もしくは可決されるのか､住民に見えるプロセスがある

わけです｡その過程で次第に住民に周知されるわけです｡今のように､署名を集めたら即投票になると

したら､現在のプロセスが省略されるので住民にはわかりにくいと思うのです｡議論の場として投票し

ていいかと問う部分は､今は首長や議会にゆだねられてるわけです｡だから議会を省略して直接にやる

とすれば､住民に関心を持たせる手続きを組み込まないと､実際の住民投票の内容が浸透していかない

のではないか､はたして住民に住民投票への関心を寄せさせることができるか､とても気にはなるんで

す｡だから､1回目の投票率はですね､50%以下でもいいわけです｡そして､投票の過半数が住民投

票するべきだという結果になれば､本来の住民投票に入っていくわけです｡こういう仕組みぐらいがい

いんじゃないかと思うのです｡ですから住民投票請求のはハードルを低くしちゃって､3分の1なんか

じゃなくて､50分の1とかにしてもいいのではないかと思うのです｡3分の1じゃハードルがとても

高い気がします｡

島袋純 :

そうですね｡今の住民発議に基づく一般的な方法では､まず､議案作って50分の1の署名を集める､

そして､首長提出｡それから議会に提出され､ここで最終決定｡それで､可決されて始めて､住民投票

ということになります｡私たちの提案としては､議案作って3分の1署名確保で､住民投票の実施が最

終確定｡1回方式です｡

これを伊波さん､あるいは佐藤さん提案だと､何分の1かわからないんですけど､たとえば50分の

1とか､10分の1とか｡それから､次のプロセスに首長や議会も入るわけですか｡

伊波洋一 :

だから､その住民投票を行っていいか､行うべきかどうかを問う投票を1回やって､そして本当の住

民投票の投票をするという｡まず最初に､この件で意志を問うていいかという投票を直接民主主義的な

形で全住民参加でやるわけです｡｡そして問うて良いという結果が出れば､請求されている住民投票を行

うわけです｡その間に賛成派､反対派が広報活動を行うわけです｡このようなステージがどうしても必

要だと思うんです｡今の首長の提案と議会の審議というのは,住民の関心を呼ぶステージにはなってい

るわけです｡このくらいやらないと､あの首長や議会が引き受けている役割の部分を創りきれないんじ

ゃないかなと思うのです｡

比嘉租乃 :

この段階で､あえて投票という手段とかよりは､もう少しその､集めた後に情報提供とか､そういう
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学習の場とか話し合いの場をもって｡で､そこで解決できるんであれば､あえて住民投票にはもってい

かない｡で､だから､解決できないからこそっていうような｡

島袋純 :

この発議から実際に投票まで､この投票まで､時間がありますよね｡この間に学習しますよね｡

比嘉能乃 :

か､もしくはやっぱり発議の前､ですよね｡

伊波洋一 :

3分の1集めるというからは大変な努力をしないと駄目だから､そりゃ当然､大変な住民への周知活

動をやってるんですよ｡

島袋純 :

では､3分の1は撤回しましょう｡3分の1は大きい自治体になると確かに集めるのが大変です｡3

00万都市など沖縄にないので､想定してなかったのですが｡本当に無理ですね｡3分の1ではハード

ルが極端に高い､ということは確かです｡市町村でも確かに300万都市っていうのはありますね｡そ

れではとりあえず､伊波さんが提案されたやり方､穂乃さんも同じことだったと思うんですけど､おっ

しゃられたこと､この方式でとりあえず住民投票制度を､制度設計してみますか､これで｡

比嘉稔乃 :

これ､沖純のことでしょう｡なんで300万都市なんですか｡

島袋純 :

30万都市の那覇でも大変ですよね｡かなりハードルが高いと思います｡

上見充寛:

上見ですが｡自分も今､比嘉さんとまったく同じことで｡だから､さっきの対外関係にしても基地の

話が出てくるんであって､県内の市町村レベルで考えた場合は､3分の1の得票､得票じゃないや､な

んでしたっけ､署名｡署名っていうのは､すごい大きな問題であれば､達成できると思うんです｡それ

が3分の1署名が集まらないってことは､それほど大した問題じゃなかったんだろうということだろう

し｡で､その50%ということが､有権者の50%が､その判断を下したっていう時点であれば､やは

りその文章の書き方を尊重しなければならないっていう書き方になると思うんでしょうけど｡首長なり､

執行機関はそれに拘束されなければならないっていう風な理解を僕はしてたんですが｡その辺について

はどうでしょうか｡

伊波洋一 :

3分の1は､とっても高いハードルだと思います｡というのはですね､選挙の投票率が50%を割ろ

うとする時代で､さらにその中で選択する候補者が2人とか3名になると､その3分の1の25%の人
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達の得票を得て､首長が誕生しているわけです｡大都市圏はもっと低いわけです｡それを越える3分の

1の人達の署名が必要ということになると､発議する人達に大変な負担を課すことになります｡住民投

票制度をこんな重いものにしちゃうと､決して活用されないと思うんです｡私が言いたいのは､もっと

ゆるくするべきだということです｡つまり､発議できるのは50分の1でもいい｡今の制度以上に高く

はするべきじゃないと思うんです｡決して50分の1が悪いとは思わないんです､問題は首長や議会で

あって､本当は住民投票できたのにかけられないという状況の原因に首長や議会があるわけでしょう｡

だから､住民が住民投票にかけようとすれば､かけられるという状況を作ろうとしているわけです｡で､

同時にね､課題があって､住民投票を求める人達がいれば､それは行政への参加ですから､自治への参

加ですから､できるだけ受け止めなきやいけないんです｡できるだけ小さ署名で､発議できるようにす

るべきなんです｡マイノリティーを尊重するという意味も含めてね｡さの兼ね合いで､手続きの中で1

回投票していいかという投票を入れれば､おおかたの市民の意志が見えてくるんじゃないかと思うので

す｡つまり､少ない50分の1くらいの署名で住民投票の申請を受理し､それでやっぱり投票をやるべ

きだという結果が出てくれば､それはこの住民投票の実現性がより高まることになって､次への本格論

戦に入っていけるのです｡僕が言いたいのはですね､とにかく最初の発議の人達の署名の数を少なくす

るべきだと思う｡署名の数を集めるとかっていうのは作業を含めて大変なんです｡だから､申請時点で

もう3分の1の署名が集まっているのなら住民投票結果も決まっているようなものです｡むしろ､もっ

と住民投票を気軽にさせたいという思いがあるのです｡確かに住民投票には危険性もあるけど､そ

れを乗り越えなきゃいけないのでと､僕は思っているんですけどね｡

上見充寛 :

じゃ､一応住民投票っていうのは気軽にはできる､あ､上見ですが｡できるけれども､その過程って

いうのは､ちゃんと踏まえる手順があって､その中ではかられなかった場合は､住民投票になるよって

いう形であるのが望ましいってことですか｡

伊波洋一 :

県議会ではどんな陳情も受けてますので､そうは言いません｡制度があれば､制度を利用する人達が

いていいんです｡それもようするに一種の活性化でする｡無関心が一番駄目なんです｡無関心や参加し

ないってことが一番駄目なんです｡だから参加しようというものを､受け入れるのが当然です｡住民投

票制度があれば､いきなり住民投票制度を利用していいわけです｡いいわけです｡いきなりだけども1

回､少し頭を冷やさせないといかんでしょ｡そういう過程としてこの住民投票をしていいかという投票

をするということにしてワンクッションをおけば､単に勢いに乗った判断じゃなくしっかりした判断が､

住民意志として出るんじゃないかなと思うのです｡住民の意志は尊重という形で受け止めておけば､あ

とは議会や首長がそれをとらえ直すことにしていいのではないでしょうか｡あるいはそれを拒否して議

会解散という例もあるかもしれない｡また､それを拒否して首長が辞めるいうこともあるかもしれない｡

それはそれでいいんじゃないでしょうか｡そういうくらいの懐の深さで､住民投票をもっと積極的に

作ろうという意味で言ってるんです｡だから､3分の1の署名数は､とてもじゃないけど､ハ-ルが高

すぎてやりにくい｡

与那嶺武 :
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与那嶺武です｡自分も3分の1の署名を集めるというのは､ちょっとハードルが高すぎるような気が

します｡実際にやると､3分の1集めるっていうのは､大変じゃないのかなって気もするんですけども｡

あと､住民が3分の1の署名を集めるというのと､議会､首長が発議するというのと､少しバランス的

にはですね､住民のほうに負担が大きいような気もしますね｡

島袋純 :

3分の1､50分の1について少し説明します｡3分の1といううのは､首長や議員の解職請求の数

字です｡住民投票制度にしても､地方自治法上で何も裏づけがないものをもってくるのは､問題がある

ので､解職請求と同じぐらいの3分の1が必要､それぐらいの重みが必要ということです｡50分の1と

いうのは､地方自治上の住民の直接請求の数字なのですね｡20分の1とか､10分の1とか､根拠のな

い数字でやるよりは､地方自治法のものと一致させる必要があるのではないかということで､この数字

を出しました｡今､様々な提案を聞いて感じたのはやはり､最初の署名を 50分の1にして､それで第

-回投票をやって､その間に学習期間を設け､一定期間ですね､半年とか一年とか以上あけておいて､

ただし､必ず何ヶ月以内にやらないといけないというのをつくり､それで本投票まで住民に政策学習の

時間を与えて本投票を実施するという仕組みはどうでしょうか｡我々が考えた住民投票のハードルを低

くして､更に､議会や首長をバイパスして､住民に直接意思を問えるという形に､なっていけるのでは

ないかと思います｡合意が得られないですか｡

中嶋栄子 :

もし､自分が発議して､住民投票をやった場合､どうなるかなとずっと考えていたのですが､50分の

1の署名で､第一回の住民投票､次に本投票というやり方をする場合､議会や首長も通さないわけです

よね｡そうすると､その人たちやその組織の支援を受けられないのであれば､私が､政策学習や話し合

いの場を持たないといけなくなるのでしょうか｡また､情報提供も私からやらないといけないのでしょ

うか｡こういうふうに考えた場合､個人でこれらのことをやるのはすごい大変だな-と､であれば､や

りたくないなという気がします｡例えば､それが､首長のリコールであっても､私から情報を出さない

といけないのでしょうか｡

島袋純 :

首長とか議員の解職請求のときに､議会や行政が住民に情報提供しなければならないと､地方自治法

上､書いていないです｡しかしこれは当然ながら､議会あるいは行政が､様々な解職に関連する情報を

住民に提供するのは､義務だと思います｡だから､地方自治法上は､書いていないけれども､自治基本

条例で､そういった情報に関するものは出さなければならないということは､盛り込むことはできると

思います｡これは解職請求であれ､なんであれ､議会も自治体も積極的に情報を提供する義務があると

いうことは､当然ながら発生すると思います｡これは､発議した人がしないといけないのではなくて､

議会も自治体自体が積極的に情報を提供することが責務です｡私はそう思います｡

伊波洋一 :

例えば､選挙は選挙管理委員会がやるわけです｡選挙管理委員会は､投票日までには選挙広報をだし

て､選挙の内容を住民に周知させます｡投票葉書を有権者に届け､当日は投票できるようにします｡住
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民投票も同様なプロセスになるでしょう｡また､当然､住民投票を求める側も､周知のために各有権者

の所にいくでしょう｡選挙投票場所の周知も広報という形で行われ､全部ではないけど署名ももらって

いるわけですから個々の有権者の関心も高まっていくでしょう‥50分の1というのが少さないのなら､

15分の1でもいいかもしれません｡島袋先生がおっしゃった期間の話は､行政の側からやれる部分はそ

れくらいでしょうか｡県民投票みたいに､行政側がこぞって宣伝をしていくということは､もうないと

思います｡

与刃練 武 :

多分､署名集めの3分の1の署名とか､投票率50%というのは,住民投票の結果を尊重させる主旨と

いうことで､わかるのですが､一つは､3分の1という署名に関してですね､県民にまちづくり基本条

例をPRしていくときに､3分の1の住民投票の署名を集めるということが､一般の住民の人の目から

見ると､負担が大きいように感じないかなという懸念を自分は､感じております｡ちょっと高いハード

ルだなと｡簡単には住民投票できないな､というか､本来は､住民投票にかけるものというのは､そう

いうものだと思うのですが､ちょっと住民投票が､あまりに高いハードルだなと感じてしまうと､まち

づくり基本条例自体が身近な存在､実用的なものに思えなくなることもあるのではないかなという気が

します｡

島袋純 :

3分の1は廃止で合意ですね｡それから､15分の1でという意見もありましたが､50分の1でよろ

しいではないですか｡

伊波洋一 :

今でも､首長が提案して議会が審議で入っているから投票を2回やっているようなものなんです｡だ

から､どこかで､チェックしていく仕組みが必要でしょう｡ 今のものから省略される部分を､周知徹底

も含めて､関心を引き起こすことも含めて手続きとし加える必要があると思います｡変なものが通らな

いためにも｡

島袋純 :

第-の住民投票､住民投票自体を問う住民投票が､50分の1以上の署名で成立することにし､住民投

票を問う住民投票自体で､過半数を獲得したときは､何カ月後かには必ず住民投票をしなければならな

いとすると､これでいいですね｡それで､後は､拘束力に関しましては ｢尊重しなければならない｣と

いうことで合意ですね｡

投票結果の取り扱いの事前明示というのは､入れておく必要がありますか｡議会は関係ないですが､

事前に首長は､住民投票の取り扱いを明示しなければならない､という規定ですね｡

伊波洋一 :

取り扱いを明示するのは､首長との発議と一体なのではないのかと､僕は思うのです｡ようするに､

議会に対して住民投票したいと提案して藷会の議決を求める時､住民投票結果に対して首長がどうする

のかということを明らかにしておくことは整合性があるのですが､直接に住民が住民投票を実現する手

続きでは､首長は尊重しなければならないということでよいのではないでしょうか｡首長が住民投票の
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取り扱いを明示することは､住民投票に関与することになるでしょうから､住民だけで住民投票を成立

させる仕組みである限り､首長に住民投票結果の取り扱いを明示させることは難しいのではないでしょ

うか｡

島袋純 :

では､やらないということですよね｡では､島袋友一さんありがとうございました｡
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