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後期第7回ワークショップ

研究会議録 (会合24･1月25日)

テーマ

(∋ 改正手続き

島袋 純 (琉球大学助教授)

② 総則

前城 充 (南風原町職貞)

③ 前文

中村 未央 (沖縄市議会議員)
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① 改正手続き

島袋純 :(報告)

自治体の基本法として､自治基本条例を考えるのならば､改正手続についても､憲法並みにしないと

いけないだろうということです｡憲法と同じ水準を要求しないといけないということがありますが､そ

ういう一方で､現在のニセコを始め､多摩市などでも導入されている条例では､一定期間の見直し条項､

あるいは四年間の見直し条項があって､それで見直しが義務化されています｡

四年ごとに行政が委員会作ったり､議会が委員会つくったりして､必ず見直し検討しなければいけな

い｡それについて､ニセコ町長によれば､まだ､育ち盛り条例であり､また前例のない基本条例なので､

これから育っていくのだということで､何度も改正しながら､よりすぼらしいまちの憲法に育てていく､

というそういう決意の下に､｢四年間｣を入れたそうです｡四年ごとに変えていくのなら､憲法としての

ステイタスがないじやないかという意見もあったそうですが､これは､もう意識的に強調して入れたと

いうことです｡

では､我々の自治基本条例は､どういう戦略でいくのか｡憲法的な戦略でいくのか､それとも､ニセ

コ的な練でいくのか､議論しなければ､いけないだろうとおもいます｡このグループだけで議論しても

研究会の意見としてまとめられないだろうから､全体でどういう自治基本条例にしていくのか議論をし

て､まとめないといけないだろうということです｡

一応､我々のグループで､たたき台をつくって方向性を提示していこうということで､議論がはじま

りました｡ですから､これまでのようにポストイットを張るワークショップような感じではないです｡

自治基本条例は､どうあるべきかという基本的な構造をあらわしているものですから｡

論点としては､まず､見直し条項入れるかどうか､義務化するかどうかです｡今ではほとんどすべて

の国で､憲法改正は国民投票に付されると思います｡憲法改正にかかわりることは､大体､国民投票に

付されています｡イギリスでさえ憲法的な法律に関しては､たとえばスコットランドの自治議会設立も

国民投票をやりました｡そこで次に､統治の基本法の改正をやるときに､住民投票入れるかどうかです｡

それから､もう一つは､投票を入れるとしたら､日本国憲法のように､｢硬性｣､つまり､もし議会が議

決したとしても､国民が否定すれば､無効になるという､そこまで国民の権利を与えるのかどうかです｡

住民投票に最終的決定の権利を与えるのかどうか｡ようするに住民投票を議会議決に後置するかどうか

ということです｡あるいは､先に住民投票をやり住民投票の意見は議会の議決に尊重されるとして､前

置するかです｡

自治体関係である政策について住民投票の意思が議会の意思を覆すことが出来るのは､現在の法律で

は､合併に関する法定協議会設置のみでそれが認められているということです｡そこで､一応前例がな

いということで､我々のグループの戦略は､折衷案的なものですが､一定の期間内に､見直しを義務化

する｡だけど4年という短い案ではなくて､いろいろ案が出ました｡8年説､10年説､それから､議会

の選挙に合わせるという案です｡議員のひとり一人の公約､争点に無理やりにでも入れ込んでいくとい

うことです｡そういう意見がありました､

8年説は､議員の4年は一期で､短すぎるだろうということで､2期｡それから､10年説というのは､

屋良さんから安保条約の改正でも10年ということで､一応入れています｡半ば冗談かと思いますが､

自治体では総合計画の改訂が､10年ごとということで､それに合わせて､基本条例を見直していかなけ
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ればいけないだろうという説ですね｡それから､5年説というのは､基本計画とか､実施計画とか､5

年ごとですよね｡総合計画の半分なのですが｡

それから､改正の発議自体は､住民と議会､首長にあるとしました｡それで､住民を一番始めにおい

て､住民自身が､改正手続を発議することも可能として､住民投票条例は特に後で見てはしいのですが､

自治基本条例の改正のためには､必ず住民投票に付することとするということです｡

他の条例に関しては議会の決議のみで条例できるのですが､この改正案に関しては必ず住民投票に付

さなければならないという戦略をとりました｡ここはまた妥協なのですが､住民投票の結果に､かなら

ず従わなければならない､という書き方ではなくて､住民投票の結果､実際には､改正をやるようにな

るのですが､住民の意思を､議会､首長は､必ずそれを尊重しなければならないという書き方です｡同

じことを書いているのですが､そういうことを1､2､3､4の4つの条文で改正手続として規定する

ことによって､柔軟な見直しを保障すること｡自治基本条例を育てていくこと｡それから､自治基本条

例が､棚の上の飾り物にならずに､つねに議題に､検討対象になって､具体化していくことを担保する

こと｡それから､住民投票を入れる｡住民投票を入れることによって､ある程度の､住民の信託による

基本法であるという部分を強調し､また最高法規性であるということを担保していこうということです｡

つまり､柔軟性はある程度保持しつつ､住民投票を入れて最高法規性を担保して､全体の自治基本条例

の位置を高めていこうということですね｡その戦略を我々は､考えました｡以上で我々の発表は終わり

ますが､この戦略はおかしいのではないかとか､いろいろなご意見や質問を伺えたらと思います｡よろ

しくお願いします｡

与那嶺武 :

少し細かいことですが､1番は見直しの義務化を検討する｡検討をというのを入れたほうがよいので

はないでしょうか｡見直しをと言った場合に､かならず見直さないといけないのではないということで｡

あと､主旨とか､そういうものが変わらない場合なんですが､他の制定したところの市町村の文言を見

ても､こういう場合には､｢条例を制定し､または､改廃しようとするとき､次のいずれかに該当する場

合を除き､町民の参加あるいは意見を求める｣というものがあって､そういう場合に､改廃とか､改正

で住民投票をすることが必要であると思うのですが､内容的には､代らないとか､そういう場合は住民

投票に付さなくて､改正できるという条項を入れたほうがいいのではないかなと｡そういうのも条項を

入れたらいいのではないでしょうか｡

島袋純 :

例外規定ということで入れますか｡何でもかんでも住民投票というのでは､文章の ｢を｣を ｢は｣に

代えるぐらいのレベルの修正で､住民投票されたら､大変ですね｡条文の実質的な改正を伴わない修正

については､議会の議決､いや住民投票に問わなくてよいと｡これは､ただし書きですね｡これ､入れ

ときましょうね｡

島袋友一 :

改正に住民投票を利用することもいいのですが､議会において､過半数ではなく､3分の2以上の賛

成で改正ということを入れてみたらどうですか｡もっと､ハードルをあげて｡
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島袋純 :

これどうでしょう｡最初から憲法では､3分の2ですけれども､地方自治体では､過半数で､として

しか議論していませんでした｡3分の2まであげる必要があるという議論はでなかったです｡特別過辛

数にあげるということは､なかったです｡

島袋友一 :

(3分の2にする理由)一般的に条例は､過半数で改正もできるので､この条例もそれと横並びにな

ってしまいます｡地方自治体は､条例までLかつくれないので､自治体の最高法規ということを意識す

るためにも､改正には3分の2以上の賛成が必要ということにしたらどうでしょうか｡

島袋純 :

かなりの硬性ですね｡

高里鈴代 :

議会の3分の2でやるのは､例えば､庁舎の位置決定などです｡そういう時は､3分の2になってい

ます｡ですから､単純な過半数ではなくて､内容によっては3分の2もあるので｡それよりも更に高く

すべきではないでしょうか｡

島袋純 :

全会一致となれば､もう改正できないということですね｡ファシズム議会しかできないですね｡法律

的には､議会その他の位置決定に関しては､3分の2という規定が｡確かに､それに準ずる重要な規定

であるかもしれません｡何か､意見ありますか｡

だけど､本当に､自治体の議会では､どんなですかね｡3分の2というのは､ほとんど日本国憲法の

ように全く変えないということにもなりかねないのではないでしょうか｡

仲村未央 :

弱い人たちの声が届きやすくなるという面もあると思うのですが｡過半数であることによってハード

ルが低くなり､小さな声がより活きるという場合もある｡現場によって状況が違うとは思うのですが､

改正したいと思う住民の声が､全有権者に対してぎりぎりのところであったり､議会の多数派と住民の

要求が違っていたりとかいうときに有効かなと思いました｡

島袋純 :

改正のハードルを高くして､硬性を高める､変更の敷居の高さを導入することによって､最高法規制

を高めるという意見もありますが､本当に改正できない場合に､どう対応していくのかが､問題になっ

てきますね｡議会の3分の2議決を入れなかったのは､議会の議決の前に住民投票に必ず付されるとい

うことがあります｡事前の住民投票が義務化されるということで､3分の2にしなくても最高法規制を

担保できるのではないかということですね｡ということで､僕のほうとしては､こだわらなかったです｡
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潮平芳和 :

自治体によっては､議員の3分の2の賛成で可決という方法を選択するところと､議決は通常の議案

のように過半数の賛成とし最終的に住民投票にかけるという二つのやり方が出てくるのではないでしょ

うか｡

議員によって､また地域によって､住民投票の判断違いますからね｡では､この会のメンバーはどち

らにするか｡僕は､先ほどの島袋さんのアイデアに賛成で､住民投票によって最高法規性を担保させる

ほうが､より民意が反映すると思います｡

島袋鈍 :

議会の権威を高めるのと住民投票との関係をどうするのかという問題があるのですが､国会の場合は､

3分の2議決の後に､国民投票が来ます｡国民投票の結果が最終決定です｡つまり､明白に国民が最終

決定権限者なのですよ｡

今､提案しているこの仕組みだと､最終決定権限は､議会に与えられています｡住民投票のあとに行

う議会審議で､3分の2の多数の可決としても､基本的に憲法の考えている国会と国民投票の関係とは

同じ条件ではないのでということがあります｡

住民投票をやるとしたら､住民投票をやる意味がないといけないわけですから､仮に議会の議決の後

とすると､住民投票が､議会の議決を覆すという権限を与えない限り､やる意味がないのですよ｡です

から､議会の議決の承認権を住民に与えるということです｡そのためには､国会は3分の2もの多数で

あるということ､それをわきまえながら､国民は投票せよという意味でもあると思うのですね｡

議会と住民との間で､意思のズレが出たとき､ほんとうに余計もめそうですね｡後置した場合､議会

は3分の2で､特別多数で良しと言っているのに､住民投票やったら逆のこと言っている｡そういう結

果になったとき､調整が難しい｡今までの日本の自治体の状況では､合併の法定協議会を例外として､

まだやられていないことで､強化する方向にあるとおもいます｡

しかし､今の状況では､まだ一応､住民投票を前置して､前置きして､議会の過半数で議決できると

いう仕組みが､スムーズにいくのではと思いました｡どうでしょうか｡とりあえず､我々の意思として

は､過半数でいくということで､普通特別に規定しない限り､このように過半数の議決になるので｡い

いですか｡他にご意見は､ないですか｡

ニセコは､4年ごとです｡この条文を､見直し条文を､｢まちはこの条例の施行後､4年を超えない期

間ごとに､この条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているかどうか､検討することとする｡ま

ちは前項の規定を踏まえ､この条例を見直す必要な措置を講ずることとする｡｣という基本的なパターン

ですよね｡｢見直し｣と ｢必要な措置を講ずる｣が｡

高里鈴代 :

この 4年というのはニセコの自信だと思うのです｡いい自治基本条例をつくって､それを共有して､

それをしっかり.見直しということは､更に良い方向に見直すということですよね｡だから､そうする

と4年毎でも本当に内容に関して必要があれば､改正できるのかなと思ったのですが｡例えば､那覇市

で考えた場合に､また皆で良い方向に見直していく方向にいけばよいし｡だけどそれに対して不安があ

る場合には延ばそうかということにもなる｡その期間の制定を一定期間に決めてしまうのは､厳しいの

ではないですか｡
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島袋純 :

他に､ご意見がないようでしたら､高里さんから､ご意見があった ｢期間｣の議題に絞りましょうね｡

ニセコの場合は､4年と､自信があるから､4年という期間を設定したのではないかというご意見なの

ですけれども｡見直しのために､町の役場の中で委員会を作らないといけない､議会も議会で見直しの

ための委員会なり､審議会なり作らないといけない｡結構､大掛かりな仕事になってしまうのですね｡

しかも見直しする必要があるのか､という意見があったりして､理由を述べないといけないし､また､

しないのだったら､しない理由を述べないといけない｡

ということで､これを4年ごとに必ずやると義務付けできるので､これ結構大変だと思います｡それ

を見直す資料がないといった時に､委員会なり公聴会で､ある資料を見つけ出すということは大変だと

思うのですよ｡これを考えたときに､4年というは短かすぎないかなと｡確かに自信があったとしても､

4年というのは何か短すぎるというのが､私たちのグループの意見です｡

もう少し長く､8年後とか､10年後とか､総合計画は､十年後の見直しなので､もう少し長い見直し

期間を設定する必要があるのではという意見です｡それから､そういった期間を設定したときだけに､

見直すのではなくて､常日頃､自治基本条例を実際に使っているときに､使えるのかどうかというのは､

仕事やりながらでも､見直しが必要になるのではないかという意見もありました｡短い期間にやれば､

改正案を出したということになり､住民も議会も本当に考えないといけなくなると思います｡必ず考え

ないといけないという機会をつくることは､それなりに重要なのではないかということもありました｡

特にいいのは､選挙にあわせて､議員の公約に載せるようなことができれば､選挙運動とか､投票行動

とかに関わってくるので､議論がよりよく発展しないかと思います｡

具体的な結論ではなく､｢一定の期間内｣としたのですが､

佐藤学 :

自治基本条例を決めた後の改正ということもあるし､基本条例自体がつぶされるという可能性もあり

ます｡被害妄想かもしれませんが､今は良くなる方向にばかり考えている傾向がありますが､状況が悪

くなることも考えているわけです｡基本条例をめぐる状況が悪化する場合に､期間を長く考えることで､

それを防げるかどうかということもありますし､ある程度､簡単につぶせないようにしようというつも

りがあったことは､確かです｡

ただ､それで基本条例が消されてしまうならば､しょせん､それだけのものだったということでもあ

るでしょう｡私は､このことについて､制定後に必ずしも良い方向に向かうばかりではない

という可能性も考える必要があると思います｡

高里鈴代 :

私も､4年が良いとは思っていなくて､そこでもでていましたが､自治基本条例自体が成長過程だと

いうことも考えました｡で､ちょっと､最近の事例で､日米地位協定の改正について思ったのですが､

全然改正されない､それで今､改正に関連して､議論が出ています｡基地を縮小していくことが大前提

ですが､改正案の中に､新たな基地をつくる場合には､当該自治体をどう認識するのかということがあ

ります｡新たな基地の提案が出た場合という条項を入れること自体とんでもないということが､反対側

の意見なのです｡しかし､その条項も入れて､自治体が審査会なりもてる方がよい､という立場もあり

ます｡この条文は､その通りだといえるのですよ｡今の沖縄では､それが逆に作用してしまう可能性も
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ある､アリバイ的に話し合いを持った､となるのではないか｡だから､現在に不安があるとそれを入れ

られない｡逆に自信があると､そうだと住民を無視して何でも決めることは許さない､ということにな

ってくるのだと思いますね｡今､改正の時期も関連はしているわけですね｡

島仲徳子 :

基本条例を､しっかり作ることができたら､その時は､それがすごく有効で､光り輝いていると思う

のですね｡ところが､2年,3年､4年､5年 - ･10年と過ぎていくうちに､その条例が､形骸化

していくということがあるのですね｡それで､4年ごとに見直しとか､議論の場を設定することで､条

例の鮮度を保つというか､基本条例の､｢継続可能な有効性｣を担保できるのではないでしょうかOです

から､行政側が､日ごろの業務を遂行する際に､｢自治基本条例｣がある､ということを､常に意識の中

に入れおくために､また､新たに政策を立案するに当たっては､一に基本条例､二に基本条例というこ

とを､念頭においていく上でも､この4年というのは､私は､良いなあと思います｡

島袋純 :

憲法を日常化するということでしょうか｡これを高良先生が､聞いたら､涙を流して喜びそうな言葉

です｡そういうことですよね｡

佐藤学 :

今のお話､まさにその通りで､期間をどうするのかという話の前には､見直しの検討の義務化を入れ

るべきかどうかという問題が出ました｡自分としては検討 ･見直し条項を入れたほうがよいだろうと考

えました｡今､おっしゃったように､何も議論されないで､放置されてしまうことはよくないだろうと｡

その次に､だとすると何年が良いのだろう､という議論になりました｡ここで､｢一定の期間内に｣とい

う条文にしておけば､この期間中でも見直しすることは可能です｡少なくとも､7年8年の内には､議

論をする必要があるということです｡

与対陣i武 :

私も､見直しは､必要だと思います｡先はど島仲さんが話したのと､意見内容はいっしょなのですが､

行政の中では､いろいろと業務に忙殺されるわけですが､だからこそ､ないがしろにならないように､

見直しをやらなくては､いけない､と考えます｡それで､期間ですけれども､一つの案は､4年｡もし

くは､総合計画にあわせて 10年｡4年か､10年が良いのかなと｡4年にするのか､憲法的な最高法規

という意味あいで､重要性を考慮して長くし10年とするか､と考えます｡

新崎盛事 :

議会の選挙とあわせて住民投票を実施すると言いましたが､これは一つには､住民投票を､議会の改

正決議前にやるということで､議会で重く受け止めてもらう､ある意味で仕掛けの部分と､もう一つは､

住民投票と簡単に言いますが､結構､財政的に費用がかかると思います｡それだったら､議会選挙とい

っしょにやっちゃた方が､経済的に効率が良いのではないでしょうか｡
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島袋純 :

なるほど､経費節減のためですか｡議会の選挙と同じというのは､同一の日というふうに､そこまで､

議論が深まっていたのですね｡僕は､時期が争点になるようにと思ったのですが､議会選挙自体を住民

投票に合わせるという発想ですね｡それでは､住民による解散請求とかなければ必然的に4年ごととい

うことですね｡これは､確かに､いいアイデアですね｡これで､まとまりますか｡

具体的にはですね､自分の議席に関わる投票を身近に抱えながら､基本条例改正の議論をですね､議

会でやらないといけません｡議員というのは､半年前から､浮き足だってから､基本的に議会の討議ど

ころではないというような人が､多いじやないですか｡これは結局､時期的に言えば､改選前の議会で

議論し住民投票に付して､新しい議会で最終的な議決するということになるのですか｡旧議会で､全部

改正の審議はしておいて､そして､新議会で議決するということですよね｡この場合､違う議会が､二

つまたがるということになります､この問題点は､どんなですかね｡

沖縄県民投票の場合は､6月に選挙があって､その前にですね､投票の提案が出されて､あんまり､審

議されたかもしれませんけど､今日は､伊波さんがいないので､どういう状況だったか説明がないので

すが､新しい議会になって急ぎ足で審議して､それからすく可決したのですよ｡だから､過去の前例と

して､沖絶県議会のように旧議会で､審議して､新議会でも少し審議したようですが､それで議決する

パターンが､なきにLもあらずです｡もしかしたら､旧議会でもあまり議論していないのではないです

かね､あまり情報がないですから｡委員会の議事録とか見てみないといけないですけれども｡この問題

点を､クリアーできれば､議会の選挙に合わせても良いのですが｡後は､首長の選挙に合わせるという

手もありますよね｡

江上能義 :

首長の選挙に合わせるか､議員の選挙にあわせるのか､ということですが､議会は住民の代表者によ

って構成されるもっとも大切なところですので､議員の資質を向上させるためにも､やはり､議会の選

挙にあわせるべきではないでしょうか｡

高里鈴代 :

合わせるとしたら､議員の選挙が良いと思います｡というのは､選挙時には､新聞でも争点となる項

目について､賛否が出ていますよね｡今回､住民投票のこの条例の可決については､基本的なところを

問うわけですから､市長候補であれば､候補者2人と少ない場合は､2人が同じ立場だったら意味がな

い｡だから､議員選挙が､良いのでは｡

仲村未央 :

先ほどの､議会の3分の2の賛成にするのか､住民投票の方により重きを置くのかという議論と関連

するのですが､議員選挙に合わせるということは､争点として積極的に採用していく上でも､そして､

これが基本条例であることを住民各々､候補者各々が自覚するためにも意義があるかもしれません｡議

論を避けないということで｡もちろん､現実と帝離する部分も多く､心配な部分もあると思いますが､

それでも基本条例を実質化していこう､高めていこうということに重きを置く､住民投票に重きを置く

ということであれば､ストレートに議員に問うことはまんざらでもない｡積極的に議員選挙から外すの

ではなくて､むしろ重ねていくという発想は重要かなと思いました｡
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島袋純 :

議員は､選挙の前には､組織票を固めたりとか､人や金を動員したりとか､どぶ板選挙的なことぽっ

かりをやらずに､ちゃんと政策を勉強して､ちゃんと選挙で､政策を中心とする論議を闘わせて当選し

てこいということですね｡それともう一つは､住民が､議員を選ぶ一つの基準として､この自治基本条

例にどういう態度を示しているのか｡どういう案があるのかということを示すことで､間接的に､住民

に､2つのルートですね､議員を通して､自治基本条例に意見を言うルート､あるいは直接言うル-ト､

2つのルートが住民に提供されることになって､より住民の意思が反映されやすくなることは､確かだ

と思います｡

議会の選挙に合わせるということで､我々の合意にして良いですか｡それで､後は文章の書き方とし

て､合わせるということを､より具体的に､今のうちに文章化をやっておきたいのですけれども､同時

選挙とは言わないですよね｡なんと言うのでしょうかね｡

潮平芳和 :

県民投票を参考にして､首長は議員の任期切れまでに､改正案を提案しなければならない｡で､実際

に選挙を終わった後に､新議会で審議して決着をつけるというようなやりかたが現実的ではないでしょ

うか｡

島袋純 :

なるほど､議員の任期切れですか｡

潮平芳和:

いずれにしても､改正案が提案されなければ､審議のしょうがないわけです｡

島袋純 :

｢改正案は､議員の任期が切れる前に､任期終了以前に､発議されなければならない｡｣

高里鈴代 :

住民投票は､行なわなければならない がいい｡住民投票は､議員の改選と同時に行うとか｡そした

ら､それに合わせて､首長は準備しなければいけないということになります｡ただ､ここで心配なのは､

リコールなど成立して､議会が解散になった場合は､時期がイレギュラーになってしまう｡この場合､

どうするのか｡

島袋純 :

同時にやるということですね｡解散とか､リコールの場合とか｡

新崎盛事 :

解散に､なった時は､何か具体的な争点があるわけですので､基本条例について特にふれなくてもよ

いと思います｡
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島袋純 :

ただし､リコール等の場合は､この限りではないと｡こんな感じですか｡これで､すべてですか｡こ

れを､基本的な考えとして､改正の戦略を持つということですね｡ではこれで､改正手続きについての

報告を終わります｡
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② 総則

前城充:(報告)

それでは､総則の報告をいたします｡大変､広い範囲の議論をしなければならなかったのと､後期の

ワークショップの全部を貫いているものは､何なのかということを出さなければならなかったという､

大変､漠然とした中で進めて､キーワードに何を持ってくるのかということも､最初に話をしたのです

が､結局､目的と理念と位置づけ､の3つに分けました｡ここまでの議論はやって､キーワードを出し

たのですが､記録にされなかったものは､ポストイットにあげたものを､後で読み上げます｡

ポストイットあげたのは､今回少ないのですが､｢自治の主人公は住民である｣ということです｡これ

は､忘れないで､一つ理念として持っておこうという話ですね｡住民という言葉を､潮平さんがどうい

う意味かと言って､人が民主主義の主である｡このすぼらしい言葉を､昨日の夜､ふと思いついたらし

くて､これは､いいなあと｡我々は､これを上にすえて､話を進めてきました｡そして､目的です｡こ

の条例は､住民の権利と責任を明らかにし､住民全体のまちづくりと自治をつくることを､目的とするC

という中に目的を置きまして､で､基本理念の中で､住民の基本理念､行政に対する基本理念というと

ころに､分けてあります｡で､全体をカバーする基本理念として､住民 ･議会 ･行政は､この条例の理

念実現に､努力しなければならない｡住民 ･議会 ･行政は､この条例を尊守しなければならない｡その

中で､住民はどういう理念があるかというと､住民は個人の利害ではなく､公共的な判断に基づいて､

主体的に自治体の行政に参加する｡全ての住民は､平等に自治体への発言権を有し､サービス ･情報を

受ける権利と､それを有する権利を有する｡ここらへんも､今回のワークショップで､ずっと議論され

てきたことですね｡行政の方ですけれども､自治体は地域住民の意思を尊重し､歴史 ･自然 ･文化 ･生

活に配慮した地域づくりをおこなう｡自治体は政策･予算決定において､住民の少数意見にも耳を傾け､

総合的な判断で決定をする｡自治体は､住民はにとってわかりやすく､開かれたものではなくてはなら

ず､住民の声を反映したものでなければならない｡地域づくりは､従来の経済発展一辺倒ではなく､住

民が人間的に､自然によりよく生きていけるものとする｡ここもずっと話されたところでしてね､経済

発展一辺倒ではなくというところが､島袋純先生が､年末に推薦した､神野直彦先生の ｢地域再生の経

済学｣を読んだ影響が大分出ています｡いろいろ話をした中でですね､キーワードとして､我々､沖縄

県でつくるものとして､これは欠いてはいけないものではないのではないかということで､平和､環境､

歴史､共生というのが､今話した中で出てきた4つのキーワードです｡歴史は､沖縄に昔からあった伝

統的な姿､ユタとかも含むのですが､戦争という経験をした県として､ここは､歴史も踏まえて､平和

を入れているということですね｡歴史の中にはですね､今､スローライフという言葉が､新聞にも出て

きていますけれども､岩手県知事も､頑張らない宣言をしたご時世です｡で､沖縄でスローライフが取

り上げられるのも､食文化そのものがあるのですが､先ほど話した歴史､文化がいきづいてきて､伝統

的な生き方､これをもう一度見直しても良いのではないかという発想もこめられています｡で､平和が

入っています｡そして､平和と環境の位置づけですけれども､どんなにすぼらしい自治基本条例をつく

っても､平和という土壌､環境問題を考える土壌がないと､これを生かすことができないという意味を

含めて､平和 ･環境は､入れてあります｡で､共生ということですが､共に生きていく､いろんな人た

ちがいっしょに､やっていくということ｡住んでいる住民はもちろんなんですけれども､働く人たち､

そこで学ぶ人たち､そして､前々回､伊波さんが､言っていた世界のウチナンチュ､沖縄には住んでい
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ないのですが､遠く離れた国境を離れたところからも､沖縄を思う人たちとも共生していける状況を､

今､無意識のうちに共生している状況を守り育てていくことが重要なのではないかと｡もう一つは､沖

絶県を愛する沖絶県外の国民､例えば､沖縄県人会とか泡盛を飲む会とか､そういう沖縄を愛する方々

との共生を持っていてもいいのではないかと｡そういう幅広い､グローバルな人たちとの関わりが､こ

こで事例として入ったほうが良いのじゃないかということで､共生も入れてあります｡もう一つ､環境

の方で､中嶋さんから､話しが出たのが､湯布院の潤いのあるまちづくり条例というものがありまして､

そこちょっと条文を読み上げてみますけれども､美しい自然･環境､魅力ある景観､良好な生活環境は､

湯布院町のかけがえのない資産である｡町民は､その資産を守り､活かし､より優れたものとすること

に､長年の間､力を尽くしてきた｡この歴史を踏まえ､環境に関わるあらゆる行為は､環境の保全及び

改善に責献し､町民の福祉向上に寄与することを基本理念とする｡この条文が､全て沖縄の､ここに読

み換えても通じるものがあるのではないか､ということで､先人が守り育ててきたものを､基本理念に

そえて最後に入れたのが､自治体は､さっきの共生ということがあるので､地域住民は地域だけじゃな

いよ､ということを頭に入れておこうということですね｡自治体は､住民の意思を尊重し､歴史･自然 ･

環境を守り育て､共生できる地域つくりを行う｡そういうことでまとまりました｡

それで､議論されなかったので､読み上げてこちらは､提案するのですけれども､この条例の位置づ

けなのですけれども､行政は他の条例 ･規則などを設け､実施する場合には､このまちづくり条例を尊

重し､再経過をはからなければ､ならない｡この条例は､住民･議会 ･行政が共同して､まちづくりを

おこなう､基本原則を定めることを目的とするということです｡我々が話しあったことは､以上です｡

付け加えることがありましたら､議論をお願いします｡

島袋純:

｢前文｣と ｢総則｣で､何を役割分担するのかということがよく分からず､また法律家ではないので､

｢総則｣とかいう項目自体､必要もないのはというような気がします｡生野町の条文だと､ないのです｡

総則の部分が｡

役割分担を考えたときに､前文というのは､基本的に今､前城充さんが話したようなことを､埋め込

んでいくということではないかと思います｡平和とか､環境とか､共生とか､その部分を､実は前文の

方に埋め込んでいくべきだということです｡

では､｢総則｣は何をするのかというと､この条例自体の目的とか位置づけですね｡前文で明らかにし

たような基本的なまちの理念を実現することを目的として､この条例定めるというようなことです｡

その中で､重要になってくるのは､総則の中で､条例全体に関わってくるような概念の説明がありま

す｡そして､更に必要なのは､ここだけではなくて､前文の中にも落とし込んでおいてもよいと思うの

は､最高法規性ですね｡この条例は､自治体の全てに関して､そのオペレーション･ソフトと言います

か､基本となるような条例である､というような文章です｡役割があると｡

自治を規定することが目的なのですが､もっと具体的には､オペレーション･ソフトを規定することで

あると｡各条例と整合性を求める最高法規性を､ここに大きく定めるということで､書いたほうがよい

のではないかと思うのですが｡

前城充 :

それに関しては､全然議論していないのですが｡他の自治基本条例では､これはどのように書いてい
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ますか｡

新崎盛事 :

前文と総則の関係をどういうふうに位置づけしていくのか､よく見えてこないのですが､個人的には､

前文のほうも並べて､やってもらいたいのですが｡

島袋純 :

今回､例外的にそうしましょうか｡｢前文｣と ｢総則｣は､重なっているところも多いので｡次に連続

して｢前文｣を報告をしてもらって｡
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③ 前文

仲村未央 :(報告)

前文グループの報告をいたしますO私たちのグループでは､前文に何を入れるのかというところから

スタートし､いろいろなキーワードを出してみました｡それで､このキーワードをいろいろ出した後に､

そもそもこれは前文でなくては､ならないのかという議論に戻ったのですね｡

というのは､歴史の尊重であるとか､自治をどのように表現するのか､どんな価値を共有すべきであ

るとか､あるいは普遍性､人権を大事にしようとかいう言葉を､あえて前文に入れる意味があるのかと

いうこと｡それぞれを他の条文では入れられないのか､条文一つ一つに落とし込めないのかということ

を､議論をし直したのです｡

で､前文とはそもそも何かということに話が戻って､前文に期待することとか､つまり前文は必要で

あるという､必要性についての議論をしました｡前文とは､まちづくりの基本となる条例であり､条例

の精神を高らかに宣言する必要があると｡そして､自治の宣言そのものであるということと､そして､

このまちに住む人たちの精神を共有するために､共通の理解 ･認識が必要になってくると｡で､それが

市民の意識､啓発のためにも有効であると｡前文そのものが有効であるというならば､住民にとってわ

かりやすくなければ､いけないと｡わかりやすい言葉でなければ､価値の共有において有効ではなくな

るから｡そして､それが､他の条例の全ての基本となっているんだよ､と最高法規性を示し､

( テープ交換 )

そして､市民が参加していることに重きがあるということを表現する｡それによって前文の意義が分

かりやすくなってくるのではないかということになりました｡
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それから､改めて最初に挙がった前文に入れたいキーワードを整理しなおしてみました｡まず歴史｡

地域の歴史､文化､芸能､自然環境を含めて､その地域の特色をよく理解して､その上に私たちは生き

ているということを考えてみようと｡その上で､私たちが大切にする､自治を表現するキーワードとし

て､あがってきたのは､例えば､沖縄であれば､平和で安心して､暮らせる環境を確保する｡これって

言うのは､一般的な表現として片づけられそうですけれども､沖縄でいう平和で安心して暮らせるとい

うのは､とても歴史の上で意義がある｡その日的というのが､明確である､ということで､あえてここ

に落とし込みたいということでした｡あるいは､人を育てることを掲げたいという意見もありました｡

つまり､自治を表現するときに､自治が基本であるというのが､もちろん自治基本条例なのだけれど､

そのまちを表現するキーワードというのは､歴史を踏まえながら､そこから生まれてくるのではないか､

ということ｡

で､何人も､その条例の下で､人権が保障されなければならないという､こういう視点は､もちろん

その根っこに人間が一人一人大事にされるという普遍性がある｡世界の共通の理念であるということも､

もちろん背景にあると確認した上で｡

そして､主体者は､当然､住民である｡住民が主体者であるということは､どういうことかというと､

それは､情報共有や参加というスタイルで､実践していくことによって､主体であるということが担保

されていくという手続きも盛り込む必要がある｡そして､先ほど言ったように､これが全ての他の条例

よりも､上にある｡これが､根っこにあって他の条例ができているんだよ､ということを記述する最高

法規が必要であって､そしてこの条例は､自治の成長を保障するものであると｡

さらに､この条例ができたら自治が完成するのではなくて､住民一人ひとりが基本条例を理解して､

参加して､見直していくことが､この条例の大きな意義であるのではないか､ということをしっかり打

ち出していくことが重要ではないかということも強調されました｡

で､一応､議論は収まったのですが､やはり､先ほどの総則との絡みで､総則が必要かどうかという

疑問と全く同じように､私たちも前文そのものが必要か､総則で詣うべきこととの役割分担をどうする

のかという部分について､皆さんに投げ掛け､議論していきたいと思います｡

島袋純 :

今の議論で､前文は高らかな宣言のような部分､住民の人権ですとか､住民主権の点､だから､究極

的に何を求めたいのか､こういった部分ですね｡ここが､自治基本条例にあるということが､ごく重要

な点だと思うのですよ｡で､今､掲げられた部分というのは､すべて載せて良いのではないかと思うの

です｡

総則というのは､どういうものかと言うとですね､一端､この前文で出された希望､理念というのを､

具体的にはどうやってこの条文で担保するのかということを明確化するものだと思います｡その前文を､

前文というのは､法的拘束力を持つのか､持たないのか､裁判規範性とか､いろいろなことが問題にな

っていますね､日本国憲法でも｡たとえば､前文の中にある平和的生存権というのが､本文にはないか

ら､拘束力を持たないという主張などもあります｡

具体的に､その前文の主旨を､総則に目的として埋め込まないといけないと思います｡つまり､総則

の段階で､より具体的にしていくのが､役割なのかなと思います｡具体的にどういうことかといいます

と､この条例の目的､この条例は何々の目的のために制定すると､それから､まちや､まちづくりの計

画､それからいろいろな制定に関して､常にこの条例を､もっとも基本的な条例として､整合性のある
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条例を制定しなければならない､というようなことです｡そういう具体的なものを､総則に落としこん

でいくということをすれば､役割がある程度､明白になるのではないかということです｡

したがって､総則は､基本的な理念というよりも､基本理念､この基本理念は､前文においていい話

で､実際に､前文で使われた概念や規定は､どういうことであるかの具体化です｡たとえばこの総則に､

｢平和｣をある程度､定義しておけばですね､後に､平和に関する条例なり､施策をする段階にあたっ

て､ボンとやりやすくなる｡前文に載せると､高らかな宣言だから､結局､守らないという可能性が出

てきますね､それを阻止する上でも､もう一度総則において説明する0

一番重要なキーワードというのは､｢平和｣とか､｢環境｣ですが｡だから､もう一度､具体的に整理

することによって､具体的な施策が､平和条例､平和賞みたいなものもありましたが､自治体にはあり

ますが､そういう具体的な施策なり､具体的な条例のときに､設置するにあたって､その総則の中に､

それに関連する定義づけがあれば､非常に実質的な担保になって､後につづく仕組みになっていくので

はという気がしました｡

前城充 :

ちょっと教えてください｡総則の中で､この定義を､わかりやすくやる方法､というのはありますか

ね｡生野町の条例を見ると解説のところで､いろんな定義がなされているように見えるのですが､この

手法ではだめでしょか､どうでしょう｡

島袋純:

解説は､基本的に条文ではありません｡解説は､役場が､便宜的にこれまでの議論をまとめて作って

あるだけです｡基本的に､これが､裁判とか､いろいろな問題があったときに､あの解説が､その規範

力を持ったものとして取り上げられる可能性は､基本的にないと思います｡

解釈は､裁判官がいろんな資料を基に解釈するのですが､普通は条文に規定されたものを根拠に解釈

しなければいけないわけです｡解説は､解釈の一つに過ぎないと思います｡いろいろな解説があります

が､条例本文を見る限り､そういった解釈はできないというのが､けっこう多いのですよ｡だから､基

本的に､解説本としていろいろ書いても､条例としては､勤かないという部分があるので､最低限の必

要な重要な理念というのは､何かしら条例本文中に書いていたはうがいいような気がします｡

ただ､問題は､｢平和｣なり ｢環境｣なり､｢自治｣なり､非常に定義するのが難しい言葉なので､そ

れを皆で合意していって､それであれば､皆で納得できるだろうというレベルに持っていくのに､異様

に時間がかかってしまうという問題ですね｡それでも､条文の中にないよりは､あったほうが良いので

すね｡

前城充 :

今の純さんの話では､裁判とかなったときに､別の解釈をされないように､文言を誰でも理解できる

ように､文章として､しっかり入れておくという意味で理解していいですか｡

新崎盛事 :

前文というのは､住民が､理念を高らかに掲げる､ある意味では自治基本条例の命であると思うので

すね｡かつ､じゃ総則はどうなのかというと､総則のところで､最高法規性とか､各条項を前文に照ら
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し合わせる､という役割が一つあるのではないでしょうか｡

仲村未央 :

私たちのところで､このooというところにすごくこだわったのは､やはり､権利をどうしていくのか

という､自治や平和とか､環境とかいうことを､誰もがわかる言葉で､これを大事にすることそのもの

が､皆の幸せにつながって､人が大事にされて､環境が大切にされて､そして､最終的には､私たちの

まちの目指すべき方向でもあるのだということを表現することは大変に重要で､それぞれのまちによっ

て特色が大きく出てくるだろうということがあったのですね.たとえば今でも､まちのキーワードとい

うのがあります､西原だったら､文教のまちとか｡自治という言葉をストレートに入れることに値する

くらいのキーワードがとっても大事かなということで､あえてooであるというところを､赤でくくった

のです｡

島袋純 :

おそらく､こちらあたりに ｢平和｣とか､｢環境｣とか ｢歴史｣とかを組み込んで､入れたほうが良い

と思うのですよ｡そして､この面で､平和とは､我々にとって何々である､歴史とは､環境 ･共生とは､

でいいのですね｡この自治基本条例は､こういった価値を実現するために制定されたと書けば､だいた

いの役割分担としていいわけですよ｡

屋良朝博 :

多摩市の前文を見ると､楽しいまちづくりをするという表現があって､そんな感じを､沖縄チックに､

平和とか入れたらいいのかな｡

島袋純 :

これは前文と総則を､一緒に議論しないとダメですね｡おそらく､前文は､この今のままで､大体そ

のままで良いと思うのですが､総則のほうは､キーワードを概略的に利用したいですね｡キーワード､

平和とか､環境とかの概念です｡キーワードの説明､キーワードの定義づけをやらないといけないので

すが､膨大な時間がかかってしまうのです｡

これ､どうしましょう｡そこまで持っていくのかどうか｡大体､皆さんの中で､前文の役割と総則の役

割､いろいろな言い方で､大体､つかめたと思うのですが｡では､前文は取りあえずおいといて､｢総則｣

に関して､具体的にどういう文章が必要なのか､ということを議諭しましょう｡

島袋友一 :

前文は､こういう形でよいと思うのですが､総則は､以下に続く施策を体系化するという内容でいい

と思います｡この程度の ものでも説明になるのではないかと思います｡それで各条項で施策の規定をす

る｡情報公開なら､その分野だとか､行政手続の分野だとか､環境の分野だとか､この条例は､個別に

あるこういった施策を体系化したのものであるという説明くらいで済むのではないかという気がしまし

た｡

また､先はどの解説の話ですけれど､解説が大きくなると､今の自治体に見られる国からの通知 ･通

達で法治解釈をしていくみたいになってしまい､解説を見ないと､この法令運用ができないということ
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にになって､自己解釈能力というか､これが低くなってしまうという気がし ますので､ちょっと話が変

わりますが､僕は､解説については､少ないほうが良いかなあという気がします｡

島袋純 :

基本的に､｢自治｣とか､｢平和｣とか何かということは､前文と中身を見ながら理解してくださいと

いうことで､中身に個別的に出てくるじゃないですか｡平和的生存権のところで､｢平和｣というふうに

出てくるだろうし､だから､定義づけしないで､今､島袋友一さんが言ったように､自治基本条例を制

定した目的ですね､自治を実現するためのものなので､｢すべての自治体の運営というものは､この自治

基本条例の下に､施策が体系化される｣という､それを明文化したものであるという文章でいいのでは

ないでしょうか｡そういった意味でいけば､基本的に分かるのではないかと思います｡

新崎盛事 :

各条項の改正の際には､この前文の中の規定を踏まえる､ということでよいのでしょうか｡

江上能義 :

前文と総則で､重要になるのは､それぞれの関係ということもいろいろと､それぞれのグループであ

ると思いますが､前文は､思い切って面白いほうがよいと思いますね｡思い切って､個性的なものにす

る､主張や基本的な考え方を自由に飛び跳ねさせて､それを現実に実現させるのが､総則である｡前文

は､いかにもおもしろいのだよと思わせる内容にして､でも､それだけではいけないから､総則で､極

めるというか､具体性や現実性をもたせる｡だから前文はそういう漠然としたので､いいんじゃないの｡

これは考えすぎて､おとなしすぎませんか｡ニセコ町の前文などはやはり面白いですよ｡

仲村未央 :

前文が､必要かどうかという議論に差し戻した時に､やはり､分かりやすさとか､沖縄らしさという

ことが､前面にでるような表現でないと､前文そのものの意義がやはり薄れるだろうと｡そういう中に､

沖縄における自治基本条例の価値が生まれてくるだろうという議論が､とても多くありました｡今の先

生と､同じような議論です｡

前城充 :

私も､そう思います｡せっかく作って内容的には､すぼらしいものでも一見､見たときに､議論もで

きない条例って住民に浸透しない｡でも入り口部分の前文で､おもしろそうだなという印象があれば､

関心が高くなってきます｡しかし､おもしろい前文だけれども､核心はついているような｡そのような

ものがいいですね｡

新崎盛事 :

条項の解釈とか､改正をするときには､この前文の基本精神は､踏み外さないようにというような表

現は､どうですか｡
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島袋純 :

総則の中に､｢前文は､我々の自治の本質であり､それを実現させるために体系化を図らなければなら

ない｣と｡前文を､単にそのあるのではなくて､本当に自治の重要な概念だ､ということを中心におい

てですね｡それでいいと思います｡

問題は､自治基本条例のモデル条例を具体的に作るということです｡今は､｢基本的な考え方｣を打ち

出すという段階なので､このような文章でよいと思うのですが､そのモデル条例として考えるときに､

普通の自治体が､条文解釈とかをするときに､今いった前文をつかうということを念頭にモデルを作る

とすれば､ある程度表現力ゆたかな文章を作る作業が必要になってきます｡今後､モデル条例の条項は､

学者を中心としてできるかもしれませんが､おそらく､前文は､それでは不可能です｡

今のワークショップの段階で､魅力ある前文の基本的な考え方をつくることはできないと思います｡成

果報告のシンポジウムでも､これに近づけることできないですね｡今後いずれかの段階で､センスのあ

る方､文書能力のある方に､書いてもらうか､あるいは､全員で文書を立派なものに仕上げていくかし

ないといけないと思います｡

新崎盛事 :

｢この条例は､まちの最高法規である｣といいましたが､｢この条例は､住民が制定するまちの最高法

規である｣として､住民が制定権であることを入れてはどうですか｡

島袋純 :

住民主権の宣言ということですね｡一番､上ですね｡

中嶋栄子:

この住民主権を一番わかりやすく言葉にするのなら､｢私たちは｣と入れることだと思います｡ニセコ

町の条例にも､｢私たち町民は｣というふうに入っています｡私たちが､宣言しているのだ､ということ

が､一番主体性をあらわしているのではないかなあ､と思います｡私たちは､この条例をまちの最高法

規とします｡私たちは､何人も､この条例のもとで､人権が保障されることを保障しますという風に｡

保障されることを保障しますというのは変な表現ですけれども｡そういうようなことですね｡

江上能義 :

今､言葉の問題がでましたが､主権とか､主体とか､やはり､硬いですね｡つい我々は､使ってしま

いますが､中学生でも分かりやすい,親しみやすい表現を気をつけていくことが大切だと思いますね｡

役所では､私などでもわからないことを平気で使っている場合があって､これをおかしいと思わない感

覚が役所の中にありますよね｡

島袋純 :

気になっているのは､わたしたち町民という主語を多用したニセコ町の例でもありますように､誰が

作ったかを明確にするために､市民･住民 ･町民はという主語を明確にしないといけません｡

このとき､我々が､｢市｣は､｢まち｣は､というときに､｢市｣という場合に､行政のことだけを指し

示すことが多いのですね｡その行政にしかかからないことを､市とか､まちとかで表現してしまう｡ま

249



ちの行政イコール ｢まち｣となってしまいます｡

これは条文の中に､見え隠れしている場合が､多いのですよ｡他の自治体のを見てみると｡したがっ

て､主語がだれであって､｢市｣イコール市の行政とやらないといけないですね｡ニセコのように私たち

という主語を使わないと､行政が勝手に作ったもので､住民が主体となってつくったのではないという

ような条例になってしまうかもしれません｡一貫して､前文で言ったからには､条文の最後まで､貫徹

して主語が､｢わたしたち町民｣の主語を全部貫徹しないといけないなということです｡自治基本条例の

全体の主語は ｢わたしたち住民｣ということです｡

前城充 :

自治の成長というものの定義は､何ですか｡

仲村未央 :

自治の成長というのは､この自治基本条例を生かすのも､形骸化させるのも､そのつくった私たち一

人一人であるということを､とても大きく意識して､情報公開とか､共有とかという言葉だけではなく

て､この言葉を生かすためにどう関わっていくのか｡関わっていくことが､更に自治を高めていくのだ

よということを､やはり､前文の中で詣うことによって､主体的に関わる義務というきつい表現ではな

いにしても､その努力を促したい｡市が命令するとかじやなくて､お互いが関わることによって､いい

まちができるんだよねこというニュアンスのことを入れることが､自治の成長という表現になったので

すけれども｡それを保障するという手続きとして､これが最高法規であるということが担保されなけれ

ばならないし､情報共有を実現する手続きが必要になる｡あるいは､役場は､情報を説明する責任があ

ることが明確になってくる,といった議論がありました｡

島袋友一 :

保障するというのは､この条例は完成しきれていないのだよ､常に見直し､先程の改正手続と関係する

んですけれども､常に成長していく条例だということで､イコールそれは､自治の成長を保障するとい

うことで､捉えていいのではないでしょうか｡

高里鈴代 :

その方向性を示していくものですね｡ 先はどの､私たちは､と､住民は､と､市は､という､何か

これを比較して､ごっちゃになっている｡ただ､総則のあとには､そういうのがいいのかもしれない､

どうなのでしょうか｡前文のところでは､私たちは､と言ったはうがいいのかもしれない｡ニセコ町や

多摩市でもやさしい言葉で､表現してあるのですが｡市は､こういう環境であるという､環境を言うと

きは､市は､あるいは何々町はといって､今､島袋さんも言いましたが､ここに行政が入ってくる｡市

を､主体的なものとして使うことも､また必要になりますよね｡

島袋純 :

一番気になっている点は､｢市の役割｣とか､｢市の作用｣とか､｢市は､市民から寄せられた意見に対

して､説明責任を果たさなければいけない｣というような規定です｡これは正確には市の行政ですね｡
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｢市｣と使う場合は､議会も住民も全部含めた意味で､使ってほしいと思っています｡説明責任を果た

すというのは､｢市｣というより ｢行政｣ですね｡

これを混合して使ってほしくない｡前文に載せるときは､基本的に､私たちのまちはというときに､

そのまち全体を指す､首長･議会､とくに住民が主役なので､住民という全体を意味するというようにで

す｡総則で､基本的に島袋友一さんの話を採用して､解説をやらないといったのですが､ですから､こ

の条例の中では手引きをやらないとしたら､自分達で手引きを明確にしておいて､市と市の行政を混同

しないようにつくっていかないといけないかなと思います｡

説明責任､議員にもあると思いますが､基本的に､市はとは使っては､いけないことなんですよ｡

島仲徳子 :

今､おっしゃったことはその通りだと思いますが､ただ､今､実際に､基本条例の中では､いいのです

が､他の条例の中ではどうなのか､その整合性について疑問がでてきました｡

島袋鈍 :

モデル条例の中では､｢自治体は｣というふうになりますので､｢まちは｣という言葉が使われずに､

おそらくこの議論は出ないかと思うのです｡実際に､市町村に持ち帰ってつくるときに､市もそうです

し､県も､国という言葉もそうですし､昔からいやな言葉で､学問を始めたときから､いやな言葉なの

ですが､この辺も整合性の面から言えば,｢市｣はということで書かざるを得ない面が出てくると思いま

す｡何かしら､市の仕事がそのまま日本では市の行政の仕事ということを､つまり､自治体をもっと行

政から開放していくようなそんなことができないかいつも考えてしまいます｡これに文句を言ってもし

ょうがないのですが､何かいらいらしますね｡その整合性を持ってということですが､何か良い解決策

はないでしょうか｡これは､後で､話しましょうね｡では報告を終わりましょう｡

仲村未央 :

はい､わたしたちは､という主体をはっきりする｡わたしたちがつくる条例であるということを明確

にするためにもしっかりと､わたしたちは､という表現を盛り込んでいくこと､あくまでも言葉はわか

りやすくということを､この中に付け加えていただいた､ということだと思います｡前文の報告を終わ

ります｡

前城充 :

総則は､こちらにあった行政は､他の条例にあっては､このまちづくり条例を尊重

しなければならない｡あとは､各条項の策定や改正に､前文の基本精神を活かさなけ

ればならない｡この二つを加えて､報告を終わります｡

島袋純 :

とりあえず､｢歴史｣があるので,こっちを入れて､｢平和｣と ｢環境｣､｢共生｣､こっちを入れて､も

し､何か入れる必要があれば､どうでしょう｡こっちは､文章化する必要があるので,前文としてはな

りたたないかもしれません｡基本的な考え方なので｡例えば､例示として､｢平和｣とか ｢共生｣とか､

入れておきましょう｡
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では､今日は､総則 ･前文 ･改正手続ということで､何を議論してよいのか､よくわからない議論で

したが､にも関らず自治基本条例をつくる上で重要なテーマということで､取り上げました｡
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