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はじめに

仲地 博

文部科学省の科学研究費の給付を受けた ｢自治基本条例の総合的研究｣は2年度に入り､本報告

書は､3集目になる｡

正式な研究テーマと研究目的は次の通りである｡

研究テーマ

｢自治基本条例の比較的 ･理論的 ･実践的総合研究一沖縄の自治経験と新たな展望をもとに-｣

研究目的

①国際統合､地域統合が進展し､主権国家の役割も姿も変容を迫られつつある｡その中で地域の役割が大きな意味を持

ち始めており､その表象として地域の基本法の研究が時代の要請となってきている｡

(参本研究の目的は,地域の基本法 ･自治基本条例の理論的､歴史的,国際的比較､総合的な研究を行うものである｡参

加研究者が､理論面とともに沖縄という地域を意識した実践的研究を行い､(その産物として)市町村レベルと県レベルの

自治基本条例 ･法の試案(モデル条伊♪を案出することにある｡

③沖縄県内の自治制度の研究に実績のある憲法 ･行政法 ･行政学 ･政治学者研究者を一堂に集め､さらに自治体職員及

び議員等との意見交換をふまえ､国内外の最新事例を幅広く調査検討し､自治体の憲法と言われる地域づくり･自治基本

条例に関する研究会を形成して研究目的を追求する｡

復帰は､沖縄の自治が､日本の地方自治体制になじみ､組み込まれる過程であった｡見直しが始

まるのが復帰10年目あたりからであり､慰霊の目休日問題等を経てその山場となったのが 1995

年の代理署名拒否であったと言える｡国との関係で自治が意識された時代である (いわゆる団体自

治)0

今､沖縄の自治は､住民の手による自治として静かなうねりの中にある｡例えば､地域の担い手

としてのNPOの息吹がある｡住民が主導した情報公開条例の制定がある｡住民監査請求はもはや

住民による自治体統制のごく普通の手段となった｡合併についての住民投票も一般化している｡住

民が主権者としてその力を滴養しつつある時期のように見える｡

本研究は､この地域のこの時代の要請に応えるものとなっている｡自治基本条例が目指すものが､

自治の全体像の明確化に他ならず､現実に向き合うことを不可欠にするからである｡本研究は､定

例研究会､先進視察､シンポジウムを重ねながら､自治基本条例の試案まで到達した｡本報告書は､

2年度上半期の成果をまとめたものである｡

研究分担者は､それぞれの研究を行うとともに､その成果を現実に還元し､また現実から学んだ｡

いちいち氏名を記さないが､研究分担者以外の多くの研究者､市民､自治体関係者が積極的に参加

し､本研究に厚みを加えた (上記研究目的③を参照)｡大学の地域貢献が重要な時代であるが､本

研究は､大学と地域連携のモデルを形成しつつあるように思える｡



本研究の遂行に当たり､03年 2月から大学が研究室を貸与し､また03年度には研究費 (50万

円)を給付していただいたことが､本研究をスムーズに進める上でどれほど大きな力になったかは

かりしれない｡記して心から感謝の気持ちを表明する｡
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1､沖縄自治研究会 自治基本条例市町村モデル条例

(2003年8月26日合意)

前 文

沖縄はかつて､住民を巻き込んだ悲惨な地上戦であまりに多くの尊い人命を失い､貴重な自然や文化遺

産を損なってきました｡戦後は27年間､米軍統治下にあり､土地の強制接収や基地あるがゆえの事件辛

故に巻き込まれ 住民への人権侵害が続いてきました｡その中でわたしたちは､自治権の獲得をめざすさ

まざまな運動を住民あげて展開し､市町村自治､立法院､公選主席と､一つひとつ自治の基盤をつくりあ

げてきました｡

わたしたちは､この経験の上に､平和と自治の尊さを学び､世界中の人々が共に支え合って生きること

を理想としています｡

そして､いま､わたしたちは､住民一人ひとりがまちづくりの主役であることをここに宣言します｡わ

たしたち住民は､住民の総意として自治体が存在することを確認し､自治体の主権者として､まちの最高

法規である自治基本条例を定めます｡

わたしたち住民は､まちにかかわる現在 (いま)と未来のことを自ら決定する自治の主体であり､一人

ひとりが自らの自由な意思で､まちづくりについて発言し､お互いの意思を尊重し合いながら決定に参加

し､行動することができます｡この条例の下では誰もが基本的人権を保障され 年齢や性別､職業､国籍､

人種､宗教などいかなる理由によっても､その権利は侵されません｡

わたしたちは､この条例がまちづくり全体を貫く精神として育まれるよう､不断の努力を続けます｡

総 則

1-1.この条例は､主権者である住民の権利と責任を明らかにし､住民主体のまちづくりと自治を実現

することを目的とします｡

1-2.他の条例 ･規則等を設ける際には､この条例を尊重し､体系化を図らなければなりません｡法令

を解釈､運用する際には､この条例の主旨に基づいて行わなければなりません｡

1-3.前文の基本精神は､各条項の解釈や改正案の検討の際にいかされなければなりません｡

1-4.住民とは､わたしたちのまちに住むすべての人々のことであり､年齢､性別､職業､国籍､人種､

宗教等をいっさい問いません｡

平和的生存権

2-1.すべての住民は､恐怖､暴力､欠乏､貧困､抑圧､環境破壊にさらされることなく､平和のうち

に生活し､居住する個別的具体的権利をもっています｡これは､人類普遍の権利であり､いかなる理

由においてもそれを侵害してはなりません｡

2-2.自治体は､すべての住民が平和のうちに生活し､居住する権利を個別的具体的に保障する義務を

負っています｡まちづくりのすべての施策の中に､平和を希求する精神が息づかなければなりません｡
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環 境 権

3-1.沖縄の自然は人類共通の地球の財産であり､わたしたちはわたしたちをとりまく環槍すべてに対

して､それを享受する権利とともに次世代へ保存し､保全継承する責任があります｡

3-2.住民､事業者､議会･行政は､相互に協力して､わたしたちの生活と生産から生ずるごみの減量

と資源化に努め､桑境への負荷を最小限に抑える最大の努力を行う義務があります｡

3I3.議会･行政は､住民､事業者と相互に協働して､ごみの処理と自然環境の保存 ･保全を行う仕組

みを整えなければならなりません｡

基本的人権を守る権利

4-1.何ものも､人類普遍の原理である私たち住民の基本的人権を侵すことはできません｡そのおそれ

がある場合､私たちには､これに対して異議を唱え､行動する権利と義務があります｡

4-2.議会･行政は､住民の基本的人権の保障に取り組み､それが何ものかに侵害されるおそれのある

場合には､議会 ･行政は ｢人権の砦｣となって住民の基本的人権を守らなければなりません｡

まちづくりに参加する権利

5-1.住民は､まちづくりのすべての過程に､参加し決定する権利をもっています｡

5-2.住民のまちづくりへの参加は､自由な意思に基づき､参加しないことで不利益を受けることがあ

ってはなりません｡

5-3.わたしたちのまちに関心のあるすべての人は､住民とともにまちづくりに参加することができま

す｡

教育と学習に関する自治の権利

6-1.わたしたち住民は､学習の自由を有し､地坑文化を学び､創造する権利があります｡

6-2.議会･行政は､住民主体のまちづくりと自治を実現するため､すべての世代の人に学習の権利と

機会を保障しなければなりません｡

まちづくり活動団体

7-1.まちづくり活動団体は､住民が自主的に参加するものであり,議会･行政は､まちづくり活動団

体の自発性 ･自立性を尊重しなければなりません｡

7-2.まちづくり活動団体は､議会 ･行政とともに対等 ･協働のパートナーとしてまちづくりに取り組

み､自らの活動情報の提供とネットワークの形成に努めなければなりません｡

7-3.議会と行政は､まちづくり活動団体がその役割を果たすことができるよう積極的に支援し､その
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意見を尊重しなければなりません｡議会･行政は､その活動を侵害したり､強制することがあっては

なりません｡

議会及び議員の責務

8-1.諌会は､主権者である住民を代表し､住民の総意を具体化する最高の議決機関です｡

8-2.議会及び議員は､議会及び議員活動に関して､わかりやすく､かつ詳細に住民に伝えなければな

りません｡

8-3.議会の本会議､委員会その他の会議は､公開の不利益を具体的に立証しない限り､すべて公開さ

れなければなりません｡

8-4.議会は､住民の直接的な民主主義の権利を尊重しなければなりません｡

首長の責務

9-1.首長は､住民全体の奉仕者であり､この条例を尊重し､公正に自治体行政を執行しなければなり

ません｡

9-2.首長は､住民のニーズを適確に把握することに努めなければなりません｡

9-3.首長には､行政の仕事を分かりやすく､かつ詳しく住民に説明する責任があり､住民の参画を促

進しなければなりません｡

9-4.首長は､自らの選挙公約の達成状況について､毎年､分かりやすくか十分に住民に説明しなけれ

ばなりません｡

9-5.首長は､議会における審議の活性化に協力し､議会がその役割を果たせるように十分に配慮しな

ければなりません｡

9-6.首長は､自治体の行政運営の効率化に努め､職員を育成し､住民へサービス向上に努めなければ

なりません｡

職員の責務

10-1.職員は､この条例を尊重し､公平 ･公正かつ迅速に職務を遂行し､誠実で､住民に信頼される存

在でなければなりません｡また､自己の職務について､住民に詳しく説明する責任があります｡

10-2.まちづくりのための住民との協働は､職員の責務であり､住民のニーズを把握し､住民の意思を

適確に反映し､職務を執行する義務を負っています｡

10-3.職員は､職務能力の向上に努めなければなりません｡

10-4.職員は､法令の形式的な執行者ではありません｡職員は､職務執行にあたって法令を解釈する場

合､住民本位の解釈をしなければなりません｡
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情報の共有

ll-1.情報の共有は､住民が自治体の主権者として､まちづくりに責任を持つために欠くことができま

せん｡住民の自主的な判断と行財政の適切な運営のため､住民の情報は､その質と量において､議会･

行政に劣らない水準を確保することが必要です｡

ll-2.情報の共有は,自治体の主権者である住民と自治体が信頼関係を築く基盤であり､住民は､議会 ･

行政がもっている情報を知る権利があり､議会･行政は､これを保障しなければなりません｡

ll-3.議会 ･行政の情報I淵 Uとして公開であり､住民にとって必要な情報を可能な限り分かりやすく

提供する責務があります｡

ll-4.議会 ･行政は､情報公開にあたって､個人情報の保護に十分配慮しなければならず､個人の権利

と利益を不当に侵害してはなりません｡

財 政

12-1.自治体の財政とは､住民のニーズに対応する住民共同の家計です｡住民は､その共同の家計を適

切に維持 ･運用する義務と責任を負っています｡そのために詳細な財政情報を共有する権利をもって

います｡

12-2.住民は､まちづくりのための予算編成と執行について意見を述べる権利をもっています｡

12-3.議会 ･行政は､住民のニーズを予算編成の過程に反映させなければなりません｡予算編成にはこ

れ間での街づくりに関わる仕事の評価を反映させなければなりません｡

12-4.議会は､予算と決算の議決を､首長は､予算編成と執行を､この条例の精神に基づいて行なわな

ければなりません｡

総合計画

13-1.まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための基本構想及びこれを具体化するための計画弛

びにまちづくりに関するその他の計画(以下これらを｢総合計画｣という｡)は､この条例に適合するも

のでなければなりません｡

13-2.総合計画は､住民一人ひとりの人生に関わるものであり､総合計画の策定と実施と評価の過程に

は 住民の参加が保障されなければなりません｡

まちづくりに関わる仕事の評価

14-1.住民は､まちづくりに関わる仕事を評価し､行政の活動が住民の生活の質の向上につながってい

るかを判定する権利をもっています｡

14-2.行政は､住民による評価が適切に行われるよう保障しなければなりません｡

14-3.まちづくりに関わるすべての仕事は､そのあらゆる過程が評価の対象となります｡

14-4.評価の基準は､住民主体に設定されなければなりません｡
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住民投票制度

15-1.住民投票は､住民自治を保障する手段であり､読会及び首長は､住民発議による住民投票を保障

する条例を制定しなければなりません｡投票で示された住民の意思を最大限に尊重しなければなりま

せん｡

1512.住民投票の発静陸は､住民､議会､首長にあります｡

15-3.まちに住む人々は､住民投票の資格をもっています｡また､その資格に対する制限は最小限でな

ければなりません｡

15-4.議会及び首長は､投票の対象となる事案に関して､住民に対し情報の提供と政策学習の機会､住

民相互の話し合いの場を充実させなければなりません｡

15-5.発議者は､住民投票で何を問うのか対象を明確な文章にしなければなりません｡

15-6.住民投票は､公明かつ適正に行わなければなりません｡

自治体の対外関係

16-1.自治体は､国や他自治体と対等な立場で相互に連携 ･協力を図らなければなりません｡

16-2.住民の主権は､まちづくりに関わる区域として自治体内にある米軍基地にも及びます｡

16-3.自治体は､国際関係の主体であり､世界の平和と人類全体の幸福に積極的に貢献しなければなり

ません｡

改正手続

17-1.住民､議会､首長は､この条例の改正を提宥することができます｡

17-2.この条例の改正は､議会議員定数の過半数の賛成で､議会がこれを発議し､住民投票に付してそ

の承認を経なければなりません｡この承認は議会議員選挙と同時に行う住民投票または特別の住民投

票において､その過半数の賛成を必要とします｡

17-3.住民､議会､首長は､任期満了に伴う諌会議員選挙に合わせて､事前にこの条例の見直しの検討

を行います｡
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2､自治基本条例市町村モデル条例解説

●前 文● フアシリテ一夕:仲村 未央

沖縄はかつて､住民を巻き込んだ悲惨な地上戦であまりに多くの尊い人命を失い､貴重な自然や文

化遺産を損なってきました｡戦後は27年間､米軍統治下にあり､土地の強制接収や基地あるがゆえ

の事件事故に巻き込まれ 住民への人権侵害が続いてきました｡その中でわたしたちは､自治権の獲

得をめざすさまざまな運動を住民あげて展開し､市町村自治､立法院､公選主席と､一つひとつ自治

の基盤をつくりあげてきました｡

わたしたちは､この経験の上に､平和と自治の尊さを学び､世界中の人々が共に支え合って生きる

ことを理想としています｡

そして､いま､わたしたちは､住民一人ひとりがまちづくりの主役であることをここに宣言します｡

わたしたち住民は､住民の総意として自治体が存在することを確認し､自治体の主権者として､まち

の最高法規である自治基本条例を定めます｡

わたしたち住民は､まちにかかわる現在 (いま)と未来のことを自ら決定する自治の主体であり､

一人ひとりが自らの自由な意思で､まちづくりについて発言し,お互いの意思を尊重し合いながら決

定に参加し､行動することができます｡この条例の下では誰もが基本的人権を保障され､年齢や性別､

職業､国籍､人種､宗教などいかなる理由によっても､その権利は侵されません｡

わたしたちは､この条例がまちづくり全体を貫く精神として育まれるよう､不断の努力を続けます｡

【用静の説明】

◇｢立法院｣- ･公選の議員からなる米軍統治下の沖縄の中央議会｡米軍政府が上位政府として拒否権

を持っていたものの､琉球政府唯一の立法機関として､予算案提出を含むすべての議案の提出権を備

え､20年間に約750の立法を行いました｡1968年まで米軍による任命制であった行政主席に

対抗し､住民の信託を受けた機関として､沖縄の人々の人権と自治権を守る砦でした｡

◇ ｢公選主席｣ - ･1952年の琉球政府設立から68年までは､琉球政府の代表は､米軍の任命した

行政主席 (首長)であった｡住民のねぼり強い自治権拡大闘争により1968年､ついに米軍は､行

政主席の任命権を放棄し､住民による直接公選にゆだねることになりました｡

◇ ｢自治基本条例｣ - ･わたしたちのまち (わった-シマ)の憲法と言うべきもので､自治の実現のた

めの基本となる条例として､住民の権利と責任､まちづくりへの参加の仕組み､行政や議会の役割や

責務など自治体の基本原則を具体的に規定しています｡

この条例によってまちづくりのルールを体系化し､各条文の規定をあらゆるまちづくりの仕事に生

かし､実践していくことで､わたしたちのまちの自治が継続的に発展し､自治の基盤が確立されてい

くことを目指しています｡

◇ ｢住民｣･･･まちに住むすべての人々 (総則4に規定)｡

◇｢まち｣- ･必ずしも都市空間の形成を指すのではなく､その土地の歴史や文化が息づく､精神的な

住民のよりどころとしても存在する､自治の共同体 (わった-シマ)｡居住や仕事の拠点として､ま

た､その土地に育まれた自然環境を含め､さまざまな複合的機能を持つ｡
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◇ ｢まちづくり｣･- ｢まち｣という共同体をつくりあげていく､すべての過程｡

◇｢まちづくりの主役｣･･･まちづくりにおいて､自らの自由意思で行動し､決定に参加

し､自治の権利と責任を負う主体｡

◇ ｢自治｣- ･まちづくりにおいて､住民一人ひとりが自ら考え､お互いの意見を尊重

し､話し合って決定し行動していく過程と仕組みのこと｡

◇｢自治体｣- ･わたしたち住民が､自治の主体として存在し､その構成員である住民自治の組属的勺基

盤｡具体的には､住民､議会､行政 (執行部)等から成る｡

◇ ｢最高法規｣･･･個別条例や基本構想の上位に位置し､名実ともに自治体の最高規範とする考え方｡

◇ ｢基本的人権｣- ･住民一人ひとりが人として生まれながらに持っている自らの生命､自由､財産を

確保する権利 (『基本的人権を守る権利』で定義)0

総 則

●条 文●

フアシリテ一夕:前城 充

1-1.この条例は､主権者である住民の権利と責任を明らかにし､住民主体のまちづくりと自治を

実現することを目的とします.

1-2.他の条例 .規則等を設ける際には､この条例を尊重し､体系化を図らなければなりません.

法令を解釈､運用する際には､この条例の主旨に基づいて行わなければなりません.

1-3.前文の基本精神は､各条項の解釈や改正案の検討の際にいかされなければなりません.

1-4.住民とは､わたしたちのまちに住むすべての人々のことであり､年齢､性別､職業､国籍､

【条文解説】

◆条文 1-1.

現在のまちづくりは､主に行政が中心となって進められており､重要な計画などを作る場合でも､行

政や専門家が主導することが多いのが現状です｡

本来の自治体の成り立ちは､そこに住む住民が相互扶助によって自分たちの幸せを追求していく中か

ら作られていくものです｡

自治基本条例は ｢まちづくりの主体は住民である｣という住民自治の原点をもとに､住民と議会 ･行

政の役割を明確にし､情報の共有を根幹にして､住民主体のまちづくりと自治を実現するために制定す

るものです｡

◆条文1-2.

自治基本条例は､個別条例や基本構想の上位に位置し､名実共に自治体の最高法規です｡住民､議会､

行政は他の条例 ･規則等を設け､実施する際に､この条例を最大限に尊重し体系化を図らなければなり

ません｡

また､国の法令についても､自治体には､自治体独自の解釈を行う権利があります｡法令を解釈する

際には､この基本条例の精神に基づいて行わなければなりません｡
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◆条文1-3.

前文は自治体ごとに特色が出る魂のようなものです｡ですから前文の基本精神は､各条項の解

釈や改正案の検討の際に生かされるよう､最大限の配慮が必要です｡

◆条文1-4.

ここでは住民の定義をしています｡住民を ｢まちに住むすべての人々｣と広義に捉えているところ

が特徴です｡しかし､住民投票ではここでの広義の定義が公正に運用されない場合も想定されるため､

その際はできるだけ総則に添うように住民投票の対象を再検討する必要があります｡

【用清の説明】

◇ ｢住む｣- ･住むということは､もともとからまちに住んでいる人も､あとからまちに来た人も当

然の事ながら対象ですが､その他に仕事に来ている人､勉強に来ている人､サークル活動に来てい

る人など､住民基本台帳に記載されている方以外も含みます｡

◇ ｢行政｣- ･首長や教育委員会など,地方自治法上の執行機関のことをいいます｡(追加)

平和的生存権

●条 文●

フアシリテ一夕 :潮平 芳和

2-1.すべての住民は､恐怖､暴力､欠乏､貧困､抑圧､環境破壊にさらされることなく､平和の

うちに生活し､居住する個別的具体的権利をもっています.これは､人類普遍の権利であり､

いかなる理由においてもそれを侵害してはなりません｡

2-2.自治体は､すべての住民が平和のうちに生活し､居住する権利を個別的具体的に保障する義

務を負っています｡まちづくりのすべての施策の中に､平和を希求する精神が息づかなければ

【総 論】

日本国憲法の前文は､｢平和的生存権｣を ｢恐怖と欠乏から免れ､平和のうちに生存する権利｣と定

めています｡

憲法の定めに基づいて､国が国民に対して ｢恐怖と欠乏から免れ､平和のうちに存在する権利｣を保

障する責任と義務を負うのと同様に､自治体には憲法の三原則をはじめ日本国憲法の精神に基づいて､

住民の ｢平和的生存権｣を守る責任と義務があります｡

【条文解説】

◆条文2-1.

わたしたちにとって､｢平和｣を論じ､その実現を目指すことは､机上の議論にとどまる話ではなく､

日常生活に密着した具体的かつ切実な課題です｡

わたしたちは戦前 ･戦中 ･戦後の体験､歴史を通じて､多くのことを学びました｡その中の重要なこ

との一つは､戦争がなくても､住民がさまざまな暴力や貧困､抑圧､環境破壊にさらせれ､人権や生命

の安全を脅かされているのなら､それは ｢平和｣な状態とは言えないということです｡

すべての住民は､いじめから戦争に至るまでのあらゆる暴力､極端な経済格差や貧困､差別意識や偏
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を背景とした抑圧､環境破壊にさらされることなく､平穏な暮らしと生命の安全､基本的人権を最大限

尊重されなければなりません｡平和のうちに生活し､居住する権利は､憲法で保障された権利であると

同時に､人類がいかなる理由においても守らなければならない普遍的な権利です｡自治体と住民は普遍

的な諸権利を暮らしの中に定着､発展させるために､協力しなければなりません｡

戦後､米国統治下に置かれた沖縄では､本来､沖縄の住民の安全を守ると言われた安全保障条約によ

って､逆に住民の生命 ･財産の安全が脅かされてきた歴史と現実があります｡また､復帰後の急激な開

発によって便利さを手に入れたのと引き換えに､沖縄の貴重な自然が失われた面もあります｡

いにしえから｢守礼の邦｣と言われ､平和･友好的な地域である沖縄ですが､住民を取り巻く現状は､

育児放棄を含め家庭内暴力や校内暴力､いじめなどが社会問題化し､沖縄駐留の米軍を起因とする各種

基地被害の頻発とも相まって､暴力から免れた暮らしとは程遠い状況にあります｡

憲法で定められた｢平和的生存権｣をわたしたちの暮らしの中に定着させ､実りあるものにするには､

あらゆる場面で ｢平和｣や ｢持続可能な環境｣を追い求め､まちを守り､地域を守り､環境を守り､か

つ発展させるための具体的な施策の展開が欠かせません｡

◆条文2-2.

自治体は､あらゆる行政施策､サービスにおいて､住民の平穏なくらしと安全､および基本的人権が

脅かされることがないよう､十分配慮しなければなりません｡自治体はまた､独自のまちづくり施策お

よび住民 ･諸団体との協働によるまちづくり施策において､住民の歴史的体験や日常の生活実感から導

き出される ｢平和への思い｣を最大限尊重しなければなりません｡

自治体と住民が平和を望み､そして自治体と住民が協働のまちづくりを進めることは､憲法の精神に

沿ったことであり､時代にふさわしい新しい価値を造っていく営みです｡

【用帝の説明】

◇ ｢平和的生存権｣- ･｢平和的生存権｣の源は､フランクリン･ルーズベルト米大統領が出した ｢四

つの自由｣(1941年1月-言論の自由､信教の自由､恐怖からの自由､欠乏からの自由)及び米

英間で結ばれた ｢大西洋憲章｣(1941年8月締結)であることは､よく知られています｡

特に同憲章は ｢すべての国民が､自国の領土内で安全な生活を営むための､および地上のすべての

人類が､恐怖と欠乏からの自由のうちにその生命を全うするための保障を与える平和の確立すること

を希望する｣と宣言しています｡憲法学者はこれを､日本国憲法前文の平和的生存権の直接の原型だ

と見ます｡また､1928年の不戦条約や国連憲章により､武力に訴え国家間の問題解決を図ること

は違法という考え方が一般的となり､それも ｢平和的生存権｣の背景の一つになったといわれます｡

ただし､大西洋憲章の制定後に､日本は住民を巻き込んだ悲惨な沖縄戦をはじめとする惨禍や世界

で初めて原爆投下を経験しており､日本国憲法が規定する ｢平和的生存権｣は､大西洋憲章のそれ超

えた､日本独自の ｢進化型｣と見ることもできます｡ ｢平和的生存権｣は､日本国憲法では前文､

九条､-三条に依拠するものと考えられます｡しかし､これまでのわが国の司法の場においては､一

部を除き､｢憲法前文は抽象的な理念であり､裁判規範にはなりえない｣とか､｢憲法九条は戦争放棄､

戦力不保持を定めた規定であって､人権規定ではない｣などとみなされてきた経緯があります｡

｢平和的生存権｣は､本来 ｢公共の福祉のために｣との理由で制約を加えられる場合もありえる ｢財

産権｣とは同列に論じられない､崇高かつ根源的な権利として認識されなければならないと思われま

す｡

10



環 境 権

●条 文●

フアシリテ一夕:中嶋 栄子

3-1.沖縄の自然は人類共通の地球の財産であり､わたしたちはわたしたちをとりまく環境すべてに

対して､それを享受する権利とともに次世代へ保存し､保全継承する責任があります｡

3-2.住民､事業者､議会 .行政は､相互に協力して､わたしたちの生活と生産から生ずるごみの減

量と資源化に努め､環境への負荷を最小限に抑える最大の努力を行う義務があります｡

3-3.議会 .行政は､住民､事業者と相互に協働して､ごみの処理と自然環境の保存 .保全を行う仕

【総 論】

環境とは､わたしたちを取り囲む周囲のものすべてを指します｡そのため､人間と動植物をはじめと

する自然界のものすべては､互いに影響を与え合います｡その中で､わたしたちは生まれ､心身ともに

生育していきます｡つまり､わたしたちは自然界の中で､体が成長するだけでなく､命の尊厳を学び､

他者 (動植物含む)への思いやりを身につけ､情緒を育んでいきます｡この環境を壊すということは､

わたしたちの人間性を壊し､命の連鎖を分断するということに他なりません｡環境を守るということは､

わたしたちの人間性と命の連鎖を守るということにつながります｡また､若い世代や未来の人々にも､

沖縄の自然を享受する権利や守る義務があり､わたしたちは全世代､全世界に向けて今ある自然を保存･

保全し､失われた自然を回復し､継承しなければなりません｡

【条文解説】

◆条文3-1.

沖縄は復帰後､経済発展の名のもと､30年で22.53平方キロメートルと県土面積を増やしてきま

した (2002年現在)｡このほとんどが公有水面の埋め立てによるもので､これは伊江島に匹敵する面

積です｡さらに2001年から2007年までに4.78平方キロメートルの埋め立てが予定されていま

す｡一度失われた自然は戻ってはきません｡沖縄の自然は､今沖縄に住んでいる地元の人間だけの所有

物ではありません｡人類共通の普遍的な地球の財産です｡この認識に立ち､今のわたしたちの都合だけ

で自然を食いつぶしてはなりません｡

◆条文3-2.

美しい島を守るため､ごみを出しているのは､わたしたち1人ひとりであるという認識に立ち､この

条文には ｢わたしたちは主体的にごみを出さない努力をします｣という意味を含んでいます｡つまり､

わたしたちにはごみの分別収集をはじめとして､生活全般に関して考え､見直し､行動し､協働してご

みの減量と資源化に勤める義務があります｡

◆条文3-3.

議会 ･行政は､すべての環境問題に関して､住民に粘り強い働きかけや徹底した情報の共有を行い､

住民との間に信頼関係を構築する義務があります｡そのうえで､相互に協働した仕組みを整えなければ

なりません｡

【用清の説明】
◇｢責任｣- ･自分が引き受けて行わなければならない任務と義務のことです｡

◇｢公有水面｣･･･みんなの共通財産である海､河､湖､沼などのことです｡
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◇ ｢事業者｣- ･民間企業､NPO団体､公的機関､米軍など､公共･民間のあらゆる企業を含みます｡

◇ ｢ごみ｣･･･ちり･あくたも含みます｡

◇ ｢保存｣･･･そこあるもの､ある状態を人の手を加えず､あるがままにしておくこと｡

◇ ｢保全｣- ･人の手を入れて､積極的に能動的にある種の理想状態を保っていくこと､自然環境や

生活環境に関しては､保存すべきところと保全すべきところを意識して区分けしていく必要があり

ます｡

基本的人権を守る権利

●条 文●

フアシリテ一夕 :新崎 盛事

4-1.何ものも､人類普遍の原理である私たち住民の基本的人権を侵すことはできません.そのお

それがある場合､私たちには､これに対して異議を唱え､行動する権利と義務があります｡

4-2.議会 .行政は､住民の基本的人権の保障に取り組み､それが何ものかに侵害されるおそれの

ある場合には､議会 .行政は ｢人権の砦｣となって住民の基本的人権を守らなければなりませ

【総 論】

私たち住民ひとりひとりは､自らの生命 ･自由･財産を確保する生まれながらの権利 (基本的人権)

を持っています｡私たちは皆､自由かつ平等であり､誰からもこの基本的人権を侵されることはありま

せんし､誰もこれを侵すことはできません｡国や自治体を始めとする共同社会は人類普遍の権利を守ろ

うとする住民相互の意思を基盤に構成されています｡もし､私たちの基本的人権が国やその他のあらゆ

るものから侵害されるおそれがある場合､私たち住民には､その抑圧から基本的人権を守る権利と義務

があります｡

【条文解説】
◆条文4-1.

私たち住民は､相互の基本的人権を守るために皆の意思で国や自治体を形成しています｡何ものか

が住民の基本的人権を不当に抑圧しようとする場合､私たちには､これに従わないことを主張して抵

抗する権利と人類普遍の原理である基本的人権を守る義務があります｡

◆条文4-2.

住民の基本的人権が何ものかに侵害されるおそれがある場合､自治体の議会と行政は､住民の声とし

てこれに異議を唱え､住民の基本的人権を守る防波堤として行動しなければなりません｡(議会と行政の

"異議を唱え､行動する権利と義務")また､議会と行政の一方が住民の基本的人権を侵害しようとする

場合も相互にこれを抑止しなければなりません｡

【用帝の解説】
◇｢人類普遍の原理｣- ･場所や時代がかわっても､誰からも侵害されることなく､誰も侵すことので

きない､すべての人に共通する原則です｡

◇ ｢基本的人権｣- ･住民ひとりひとりが､生まれながらに持っている自らの生命 ･自由･財産を確保
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する権利です｡

◇ ｢何もの｣･･･住民の基本的人権を侵すおそれのあるすべてのもの｡この例としては､国や自治体､

外国やその軍隊､企業などが考えられます｡◇｢人権の砦｣- ･沖縄では､戦後､三権をすべて掌握した米軍政府が､統治の頂点に君臨し､沖縄

の人々の人権が十分に守られていませんでした｡沖縄で人々の人権を守るため戦いの矢面に立った

のが､公選で選ばれた､市町村長及び市町村議会及び琉球立法院でした｡沖縄の地方議会と行政は､

その伝統を継承し人々の人権を守る砦とならなければなりません｡

まちづくりに参加する権利

●条 文●

フアシリテ一夕:難波田到吾

5-1.住民は､まちづくりのすべての過程に､参加し決定する権利をもっています.

5-2.住民のまちづくりへの参加は､自由な意思に基づき､参加しないことで不利益を受けること

があってはなりません｡

5-3.わたしたちのまちに関心のあるすべての人は､住民とともにまちづくりに参加することがで

【条文解説】

◆条文5-1.

まちづくりの主権は住民にあります｡それは､このまちをどうしていくのか､このまちがどうなって

いくのか､ということが､このまちの住民の生き方に､大きく関わる問題になりうるからです｡住民に

は､どのようなまちづくりをするのか､判断し､決定し､行動する権利があるのです｡

住民にはまちづくりの仕事に､白紙の段階から参加する権利があります｡また､まちづくりの事業の

実施中､終了した後も､まちづくりの仕事を評価し､それを次に反映させるのは､住民の権利です｡

住民が必要な機会に､参加しやすい様々な時間､場所､手段が用意されます｡これら､まちづくりに

参加する権利を保障する事は､自治体の責務です｡

◆条文5-2.

まちづくりへの参加は､自由な意志に基づくものです｡誰からも参加を強制される事ではありません｡

人それぞれの関心や､事情によって､まちづくりへの参加の仕方は当然違って来ます｡参加しないこと

で不利益を受けることがあってはなりません｡

◆条文5-3.

まちに住んでいる人だけではなくて､そのまちで働いている人や､そのまちの学校に通って来る人､

そのまちのまちづくりに関心を持っている人なども､まちづくりに参加することが出来ます｡それぞれ

の人が必要な機会に､参加しやすい様々な時間､場所､手段が用意されます｡

まちは､それ自体いろいろな機能 (居住､産業､学習､医療､福祉､文化､娯楽など)を持っており､

それらの担い手によってまちは成り立っています｡それぞれの担い手が参加することは､まちづくりに

とっても欠かせません｡
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まちづくりをめぐって､住民､働きに来る人､学びに来る人､その他まちに関心を持つ人の間で､視

点や感覚の違い､利害対立などが生ずる事も考えられます｡その場合にも､お互い理解を深めながら､

それぞれの基本的権利を侵さない様､充分な共通認識を持って､まちづくりをすすめなければなりませ

ん｡

【用帝の説明】

◇｢まちづくり｣･- まちの建築物､土地利用などの外形 (ハード面)をつくることだけを指すのでは

なくて､それを含め私たちが住む共同体づくりのこと｡自治のしくみや運用の改善など､住民主体の自

治をつくっていく過程も含みます｡

教育と学習に関する自治の権利

●条 文●

フアシリテ一夕 :与那嶺 武

6-1.わたしたち住民は､学習の自由を有し､地域文化を学び､創造する権利があります.

6-2.読会.行政は､住民主体のまちづくりと自治を実現するため､すべての世代の人に学習の

【条文解説】

◆条文6-1.

住民自身が強制ではなく､自分たち自身で学習し､自己変革していく権利のことです｡教育と

学習の権利は住民自身の権利です｡私たちは自ら考え､発言し､話し合い､決定します｡また､私たち

は地域の自然や歴史､伝統文化などを積極的に学び､発展させる権利があります｡

◆条文6-2.

議会 ･行政は､住民に十分な情報を提供し､住民が学ぶ場や機会を保障しなければなりません｡

また､議会 ･行政は､教育の内容を独自に判断 ･決定し､住民もその判断 ･決定に参加する権利をもち

ます｡

まちづくり活動団体

●条 文●

フアシリテ一夕 :照屋 勉

7-1.まちづくり活動団体は､住民が自主的に参加するものであり､議会 .行政は､まちづくり

活動団体の自発性 .自立性を尊重しなければなりません.

7-2.まちづくり活動団体は､議会 .行政とともに対等 .協働のパートナーとしてまちづくりに

取り組み､自らの活動情報の提供とネットワークの形成に努めなければなりません｡

7-3.議会と行政は､まちづくり活動団体がその役割を果たすことができるよう積極的に支援し､

その意見を尊重しなければなりません.議会 .行政は､その活動を侵害したり､強制するこ
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【総 論】

まちづくりを主体的に行うのは､議会や行政だけではありません｡地域のさまざまな課題を解決して

きたのは､本来､住民主体の自主的活動にはかなりません｡

今日では､まちの公共的な課題や問題を議会や行政にゆだねるだけではなく､住民自身が中心となっ

て､まちづくり活動団体を細腰して解決を図っていくことが重要となってきます｡

住民主体の団体 ･議会 ･行政が､互いに認め合い協力してまちづくりに取り組んでいくことが大切であ

り､そのためには､相互の情報共有を実践していくことも大切な要素になります｡

【条文解説】
◆条文7-1.

まちづくりの活動団体には､さまざまな形があります｡従来の自治会組織､地縁団体､社会教育団

体だけでなくNPO､ボランティア団体などまで含めた広い意味のまちづくりの担い手となりうる団

体を指します｡議会と行政は､団体に参加している個人と団体の自発性 ･自立性を尊重しなければな

りません｡

◆条文7-2.

議会と行政とまちづくり活動団体は､相互の存在意義を認識し合い協力して､まちづくりに取組み､

情報公開や他の団体との情報共有に積極的に努めなければなりません｡

◆条文7-3.

議会と行政は､まちづくり活動団体に対して一方的に関与して､活動や団体の意見を抑圧するよう

なことがあってはなりません｡

【用清の解説】

◇｢まちづくりの活動団体｣･- 自治会等の地縁団体､婦人会等の社会教育団体､NPO､ボランティ

ア団体等､組織 ･事業への参加が自由で開かれた､共同体づくりの主体となる団体｡

◇｢協働｣- ･まちづくり活動団体と自治体が対等な関係のもと相互の得意分野を明確にし､サービス

を提供し問題解決に向けて活動すること｡

◇ ｢支援｣- ･まちづくり活動団体への補助金､助成金及び物品の提供といった財政的な支援だけでは

なく､職員の能力を積極的に提供することやまちづくり活動団体間の連携を助けることなどをいう｡

議会及び議員の責務

●条 文●

フアシリテ一夕 :高里 鈴代

8-1.議会は､主権者である住民を代表し､住民の総意を具体化する最高の議決機関です｡

8-2.議会及び議員は､議会及び議員活動に関して､わかりやすく､かつ詳細に住民に伝えなけれ

ばなりません｡

8-3.議会の本会議､委員会その他の会議は､公開の不利益を具体的に立証しない限り､すべて公

開されなければなりません.
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【総 論】

議会は､主権者である住民が､自分たちの代表として､公正な選挙で選出した議員により構成されま

す｡議会において議員は､個々の利益によるのではなく､住民全体の意志がどこにあるか､様々な暮ら

しや価値観､少数者の立場の尊重など､全体の利益に基づいて意見を出し､徹底した論議の中から住民

全体の意思を導き出し決定します｡すなわち､議会は､公正な民主的な選挙による代表制､その意思形

成過程がすべて住民の見守る中で行われること (公開制)､そして､その意志決定過程は徹底した討論､

審議が､基本原則です｡それらの要件を満たす議会は､自治体の最高議決機関に成り得るのです｡

また本来､予算編成も含めてすべての議案の審議と議決は､議会に属する役割でありますが､議会は

政策執行者の首長に対して､住民のニーズを十分に勘案した政策､事業を議案として議会に提出するこ

とを求める事が出来ます｡当然ながら､議案の提出に当たっては､首長は審議に必要な情報を提供しな

ければなりません｡

同じく議会は､首長が､主権者である住民に対して行政情報の共有を適正に行っているかも含め､行

政運営が適切に行われているかを監視し､政策提言をおこなう責務があります｡

最高議決機関としての議会の役割が遂行されていないのが現状といえます｡このような議会の持つ本

来の権能が十分に発揮しえる環境を整備するには､議会を支える議会事務局の調査事務の充実､拡充が

不可欠です｡

住民は､主権者として､議員､議会が､住民の意思を十分に反映しているかを審査し､評価する責任

がありますが､もし､住民の意思が反映されず､住民に閉ざされている場合には､住民は､住民の総意

を具体的に勝ち取る手段として､リコールや住民投票などの処置を求める権利を行使することが出来ま

す｡

【条文解説】
◆条文8-2.

議員は､議案の提出と審議のために積極的に取り組まなければなりません｡個々の議員は､住民の

代表として選出された限りにおいて､どのような審議がなされているかその過程を､分かりやすく住

民に説明する義務があります｡また､住民の意思を的確に把捉する上で､絶えず意見や提言をきちん

と聴取して議会活動に反映すると共に､自らの選挙公約の取り組みおよび達成状況を､住民に説明す

る責任があります｡

◆条文8-3.

議会の審議は､結果はもとよりその審議過程についても､すべて､主権者である住民が理解できるよ

うに最大限伝える努力をしなければなりません｡それは,主権者である住民の意見や提言が保障される

ためです｡また､議会は､住民の傍聴を容易にするための夜間､休日議会の開催や､ケーブル･テレビ､

インターネット中継も含めて､議会の動きが絶えず住民に､遅滞なく公開されなければなりません｡
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首長の責務

●条 文●

フアシリテ一夕 :玉城 デニー

9-1.首長は､住民全体の奉仕者であり､この条例を尊重し､公正に自治体行政を執行しなければ

なりません｡

9-2.首長は､住民のニーズを適確に把握することに努めなければなりません｡

9-3.首長には､行政の仕事を分かりやすく､かつ詳しく住民に説明する責任があり､住民の参画

を促進しなければなりません｡

9-4.首長は､自らの選挙公約の達成状況について､毎年､分かりやすくか十分に住民に説明しな

ければなりません｡

9-5.首長は､議会における審議の活性化に協力し､議会がその役割を果たせるように十分に配慮

しなければなりません｡

9-6.首長は､自治体の行政運営の効率化に努め､職員を育成し､住民へサービス向上に努めなけ

ればなりません｡

【総 論】

ここでは行政の長であるものにとっての､職務についての責任と義務､そしてより良い行政の運営や

その範囲･権利などについて説明しています｡

住民の代表である議会との協力､職員の育成についての責任､そして住民が平等に､かつ地域全体に

希望をもって生活し､住民がまちづくりにも積極的に参加 ･計画できる機会を作っていくことも､長の

責任ある仕事として述べています｡

また､すべての長の行政上の仕事については､住民に対して具体的で分かりやすい説明と､決められ

た期間において､行政上の仕事がきちんとした予算の計画に基づいて滞りなく行われているかを､積極

的に公表する責任と義務をおいています｡

【条文解説】
◆条文9-1.

市町村長は､選挙において支援を受けた人々だけの利益を追求してはならず､ひとたび首長となった

からには､まち全体､住民全体にとって何が最も望ましいかを考える住民全体のために活動する住民全

体への奉仕者となれなければなりません｡自治基本条例は､市町村政の最高の原則であり､市町村長た

りとも忠実にこの原則にのっとり､偏りのないように行政運営をおこなわなければなりません｡

◆条文9-2.

偏りのない行政運営を行なうためには､住民の声を幅広くしかも頻繁に聞くことが最も重要です｡

住民が行政に対して意見を述べる機会を何度もそしていくつも設けなければなりません｡

◆条文9-3.

行政にとって情報共有の第一番目の取り組みは､行政情報を分かりやすく､しかも詳しく住民に提

供することです｡情報なくして､住民が主体的に考え､判断することは出来ません｡したがって､参

画することもできません｡徹底した情報の提供が必要です｡

◆条文9-4.

選挙公約は､首長となった際にはこうするといった住民との約束です｡その約束が､どこまで達成

されているのか､住民は知る権利があります｡
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◆条文9-5.

行財政運営の効率化は､行政のトップマネージメントとしての､首長の責任です｡そのためには､

経済性と効率性を高める仕組みと精神を行政に注入することに努め､職員の資質の向上を､採用､研

修､昇進､組織再編等､あらゆる機会において図らなければなりません｡それによって､住民への行

政サービスの向上に果たさなければなりません｡

職員の責務

●条 文●

フアシリテ一夕:島仲 徳子

10-1.職員は､この条例を尊重し､公平 ･公正かつ迅速に職務を遂行し,誠実で,住民に信頼される

存在でなければなりません｡また､自己の職務について､住民に詳しく説明する責任がありま

す｡

10-2.まちづくりのための住民との協働は､汲員の責務であり､住民のニーズを把握し､住民の意

思を適確に反映し､職務を執行する義務を負っています｡

10-3.職員は､職務能力の向上に努めなければなりません｡

10-4.職員は､法令の形式的な執行者ではありません｡職員は､職務執行にあたって法令を解釈す

る場合､住民本位の解釈をしなければなりません｡

【条文解説】
◆条文10-1.

議会と行政は､住民の信託を受けて成立しています｡したがって､自治体職員は､その信託に適切に

応えるように仕事をしなければなりません｡

職員は､住民の側に立って物事を捉え､場合によっては長に助言したり､あるいは､憲法及び自治基

本条例に基づく住民の権利を損なうような長の判断に対しては､それに反論するという義務も負ってい

ます｡

◆条文10-2.

職員は､その行使する権限が､議会や行政に対する住民の信託に基づいていることを自覚し､常に､

信託者である住民の側に立って物事を発想し､住民の共通の願いを掴み取ることを通して､より良いま

ちづくりに努めます｡

また､ゆとりと豊かさを実感できる住民本位のまちづくりのために､主権者である住民と自治体の職

員が､それぞれの課題と責任を分担して協働することが大切です｡

◆ 条文10-3.

自治体が地方政府として､自ら独自の政策を立案し､地域の特性を生かした先進的な自治を可能にす

るか否かは､偏に､その職員にかかっているといっても過言ではありません｡

健全で豊かな社会を構築していくことを使命とする自治体職員は､その使命を達成できるよう､常に

職務の遂行に必要とされる知識や技術､態度を習得し､自らの能力の向上に努めなければ

なりません｡

特に､政策形成能力､政策法務能力､住民に対して職務を説明する能力そして､独自の財政を展開す
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るための財務能力などの職務能力の向上が強く求められます｡

◆条文10-4.

2000年の ｢地方自治法｣改正による分権改革によって､自治体は､地方政府として､条例という自治

立法が自由に行えるようになりました｡すなわち､これまでのように､国からの指示を待ったり､通達

を待ったり､あるいは､国が作ったモデル条例に従わなくても良いようになりました｡

情報の共有

●条 文●

フアシリテ一夕 :前城 充

ll-1.情報の共有は､住民が自治体の主権者として､まちづくりに責任を持つために欠くことがで

きません｡住民の自主的な判断と行財政の適切な運営のため､住民の情報は､その質と量にお

いて､議会 ･行政に劣らない水準を確保することが必要です｡

ll-2.情報の共有は､自治体の主権者である住民と自治体が信頼関係を築く基盤であり､住民は､

議会 ･行政がもっている情報を知る権利があり､議会 ･行政は､これを保障しなければなりま

せん｡

ll-3.議会 ･行政の情報は原則として公開であり､住民にとって必要な情報を可能な限り分かりや

すく提供する責務があります｡

ll-4.議会 ･行政は､情報公開にあたって､個人情報の保護に十分配慮しなければならず､個人の

権利と利益を不当に侵害してはなりません｡

【総 論】

自治基本条例では､主権者である住民の権利と責任を明らかにし､住民主体のまちづくりと自治を実

現することを目的としています (総則1)0

その目的を達成するために必要不可欠なのが情報の共有です｡

情報とは行政内で決裁済みのものはもちろんですが､物事が決まっていく過程なども全て含む幅広い

ものです｡いわゆる住民がまちづくりに参加する上で､理解したり判断したりするときに必要なもので､

それらを提供する責務が自治体にあります｡

提供とは公開より積極的な行為であり､自治体ができうる限りわかりやすく作り出して伝えることは

当然ですが､住民が知りたいときにリアルタイムで情報が手に入るシステムを作り出すことも含みます｡

これらのことを正しく認識し実践することによって､情報の共有が図られ住民主体のまちづくりと自

治の実現に向けて進むことが出来ます｡

【条文解説】

◆条文11-1.

住民と議会 ･行政が連携してまちづくりを進めるためには､お互いの理解を深めることが重要

です｡そのためにはお互いが情報を共有することが必要です｡

｢情報の共有｣とは議会 ･行政情報の提供だけではなく､住民へ積極的に､そして可能な限りわかり

やすく説明することを意味しています｡
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◆条文11-2.

議会 ･行政が保有している情報は､住民全体のものであることを認識し､積極的に提供することが原

則です｡

議会 ･行政から住民への情報提供手段が充実しても､住民自らがそれを積極的に活用しなければ情報

は生かされません｡そのために住民は議会 ･行政の情報に関心を持ち､まちづくりに参画する姿勢が大

切です｡

◆条文11-3.

議会 ･行政から提供される情報の多くは､住民にとって理解しにくいものです｡そのため､行政は､

説明責任を果たす上で､住民にわかりやすい内容と方法を心がけなければいけません｡さらに行政は､

住民からの情報も積極的に取り入れ､情報の共有が図れるようにします｡

同様に行政は住民の求めている情報や住民が発信する情報を敏感に把握し､国や他の自治体の情報も

積極的に取り入れて､まちづくりに生かす姿勢が必要です｡

◆条文11-4.

住民と行政の間で情報を共有することは信頼関係を築くうえで必要ですが､個人のプライバシーに関

わる情報の取り扱いに関しては､保護される制度が必要です｡

【用帝の説明】

◇｢情報の質と量｣･･･情報の量とは､その言葉の意味するとおり数量的なことです｡情報の質とは､

｢受け手が理解できるように､わかりやすく提供された情報｣､｢住民がまちづくりに参加する上で､

理解したり判断したりするときに必要な付加価値の高い情報｣のことを意味しています｡どんなに情

報の量が多く提供されても､質がともなわなければ情報の共有はできません｡

財 政

●条 文●

フアシリテ一夕 :上見 充寛

12-1.自治体の財政とは､住民のニーズに対応する住民共同の家計です｡住民は､その共同の家計

を適切に維持 ･運用する義務と責任を負っています｡そのために詳細な財政情報を共有する権

利をもっています｡

12-2.住民は､まちづくりのための予算編成と執行について意見を述べる権利をもっています｡

12-3.議会 ･行政は､住民のニーズを予算編成の過程に反映させなければなりません｡予算編成に

はこれまでのまちづくりに関わる仕事の評価を反映させなければなりません｡

12-4.議会は､予算と決算の議決を､首長は､予算編成と執行を､この条例の精神に基づいて行な

わなければなりません｡

【条文解説】
◆条文12-1.

自治体の財政は､住民がより暮らしやすいまちづくりを行うための住民共同の家計と言えます｡

財源を求めることも､予算のつかい道も全て自分たちで考え､住民自ら維持 ･運用できるものです｡
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住民は､共同の家計が破綻しないように､財政情報 (家計符)をチェックしながらどのように予算の維

持 ･運用を行うか考える義務と責任があります｡そのために自治体に詳しい財政情報 (家計縛)を求め

る権利があります｡

◆条文12-2.

住民はより暮らしやすいまちづくりのために予算全体を見通し､予算編成について意見を述べる権利

をもっています｡それは､個々の事業やサービスの請求や削減に止まらず､自治体の借金や補助金など

を含む財政の全体的な維持や管理についても含んでいます｡

◆条文12-3.

行政と議会は､予算編成の際には住民の請求に対して議論と説明責任を果たした上で､予算に反映さ

せなければなりません｡住民から要請を受けて予算を組み立てる時には､本当にその事業が必要である

か､しっかりと吟味しなくてはなりません｡さらに事業を行った後も､まちづくりに必要であったかを

見直して今後の予算編成に活かさなければなりません｡

◆条文12-4.

まちづくりのための予算と決算の最終的な決定ができる議会は､住民の代表として基本条例の精神を

常に心にとどめながら､住民が心から納得できる共同の家計 (財政)のつかい方を決めなくてはなりま

せん｡

総合計画

●条 文●

フアシリテ一夕:比嘉 俊雄

13-1.まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための基本構想及びこれを具体化するための計

画並びにまちづくりに関するその他の計画(以下これらを｢総合計画｣という.)は､この条例に適

合するものでなければなりません.

13-2.総合計画は､住民一人ひとりの人生に関わるものであり,総合計画の策定と実施と評価の過

【総 論】

総合計画は自治体が行政を行っていく上で最上位の計画となるもので､まちづくりで実現すべき事項

について期間中に達成すべき目標を計画設定しているものです｡

総合計画のすべての過程への参加は､まちづくりだけでなく､生涯学習の一環として人間(人格)形成

に果たす役割は大きく､地方自治の本旨である｢住民自治｣の担い手としての意識ある住民を育むもので

す｡

【条文解説】
◆条文13-1.

総合計画はまちの各計画の最上位の計画であり､この基本条例の趣旨に沿って策定 ･運営されなけれ

ばなりません｡

◆条文13-2.

総合計画は､私たちをとり巻く生活環境や自然環境等ばかりでなく,住民一人ひとりの人生に大きな
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影響を与えます｡したがって､行政のみの価値判断だけでなく､誰が見ても納得できるような客観的かつ

合理的でなければなりません｡

住民一人ひとりがまちづくりの主役であることを確認し､総合計画の策定等の一連の過程に住｣民一

人ひとりがいつでも､どこでも｢参画｣し､｢協働｣して進められる仕組み作りを行わなければなりません｡

まちづくりに関わる仕事の評価

●条 文●

フアシリテ一夕 :曽根 浮

14-1.住民は､まちづくりに関わる仕事を評価し,行政の活動が住民の生活の質の向上につながつ

ているかを判定する権利をもっています.

14-2.行政は､住民による評価が適切に行われるよう保障しなければなりません｡

14-3.まちづくりに関わるすべての仕事は､そのあらゆる過程が評価の対象となります.

【条文解説】

◆条文14-1.

まちづくりに関わる仕事の評価は､これからのまちづくりに関わる仕事をよりよくしていくことを目

的とします｡まちづくりに関わる仕事の評価は､住民主体のまちづくりを実現するため､行政の活動が

住民の生活の質の向上につながっているかどうかを判定するためのもの (道具)です｡評価の結果をこ

れからの政策の優先順位付けや､予算 ･人員等の資源配分の組み替えに反映することで､政策形成過程

の質と透明度を向上するとともに､住民参加型の政策形成を実現するため､住民と行政はそれぞれ積極

的に話し合いに参加していかなければなりませんO

◆条文14-2.

行政は受益者である住民の政策に対するニーズや満足度を､アンケート､ヒアリング､集会等あらゆ

る手段を使って収集するとともに､行政活動の内容や効果を具体的な分かりやすい数値で公開しなけれ

ばなりません｡また､政策の重要性や緊急度､他地域との比較､目標が達成できない場合の原因分析等､

評価の材料となる情報をより多く提供し､住民が話し合いに参加しやすいようにしなければなりません｡

◆条文14-3.

行政が直接おこなう仕事以外にも､補助金や関連団体への委託等まちづくりに関わるすべての仕事が

評価の対象になります｡また､計画､予算化､執行時､執行後のあらゆる過程が評価の対象となります｡

ただし､実際の評価にあたっては行政活動全般を体系的に表現できる政策を選択して実施することが

できます｡

◆条文14-4.

評価の基準は､行政の活動指標ではなく受益者である住民の視点に立った指標が選択されなければな

りません｡また､評価の基準は社会状況の変化に応じて常に見直さなければなりません｡
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住民投票制度

●条 文●

フアシリテ一夕:照屋 勉

15-1.住民投票は､住民自治を保障する手段であり､議会及び首長は､住民発議による住民投票を

保障する条例を制定しなければなりません｡投票で示された住民の意思を最大限に尊重しなけ

ればなりません｡

15-2.住民投票の発話権は､住民,議会､首長にあります｡

15-3.まちに住む人々は､住民投票の資格をもっています｡また､その資格に対する制限は最小限

でなければなりません｡

15-4.議会及び首長は､投票の対象となる事案に関して､住民に対し情報の提供と政策学習の機会､

住民相互の話し合いの場を充実させなければなりません｡

15-5.発議者は､住民投票で何を問うのか対象を明確な文章にしなければなりません｡

15-6.住民投票は､公明かつ適正に行わなければなりません｡

【総 論】

住民投票制度は､議会制主主義を否定するものではありません｡しかし､ 近年､議会制主主義方式は

完全に機能しているとは言えません｡お任せ民主 主義から脱するため､住民の自治への参加の機会の充

実を図り､政策形成等 における住民意思の反映方法として位置づけるものです｡

住民投票の対象事項､投票結果の拘束力､投票資格者の範囲､設問形式 などの仕組みを工夫するとっ

た制度設計は極めて重要です｡

【条文解説】
◆条文15-1.

住民投票は､住民自治の充実に資するものであり､住民が主役であることを守るものです｡議会及び首

長は､一定数の住民の署名による請求に基づき住民投票を実施しなければなりません｡そして､議会及び

首長はその投票結果を重く受け止め､住民意思が生かされるように努めなければなりません｡今後､住民

投票の事案は多岐にわたることが予想されます｡

そのために､投票が有効に活用されるよう住民投票条例を制定しなければなりません｡

◆条文15-2.

住民投票実施の発議権は､住民､議会､首長に平等に与えられるものです｡

◆条文15-3.

住民投票資格者の範囲は､まちに住むすべての住民に与えられものです｡

投票の対象事項により､一定の範囲制限が設けられるとしても､合理的な根拠がなければなりません｡

◆条文15-4.

議会及び首長は､投票の対象事案について積極的な情報の提供､学習機会の設定､住民同士の話し合い

の場を設ける義務を負います｡

◆条文15-5.

投票結果に解釈の余地を残さないために､住民に対して何を問うのかはっきりさせなければなりませ

ん｡
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自治体の対外関係

●条 文●

フアシリテ一夕 :屋良 朝博

16-1.自治体は､国や他自治体と対等な立場で相互に連携 .協力を図らなければなりません.

16-2.住民の主権は､まちづくりに関わる区域として自治体内にある米軍基地にも及びます.

16-3.自治体は､国際関係の主体であり､世界の平和と人類全体の幸福に積極的に貢献しなければ

【総 論】

自治体と国との関係はかつての ｢上意下達｣から､対等に協力し合う相互補完的な位置付けがなされ

ました｡地方分権の時代です｡自治体はいま､地域の資源 ･特性を生かして個性ある行政を作り上げる

取り組みが求められています｡対外関係においても､グローバル化の進展に伴い自治体も物流や情報交

換などを含めた独自 ｢外交｣を展開しています｡それは､駐留米軍を含むすべての団体との交渉におい

ても自治体はより積極的に関与し､問題解決に努める役割が求められています｡

【条文解説】

◆条文16-2.

戦後､沖縄に集中する米軍基地の配備や運用については日米政府間交渉により定められ､基地により

最も影響を受ける自治体が米側と交渉するチャンネルは確立していません｡そのため､沖縄本島の20%

を占拠する米軍基地に対し､住民の自治権が及ばないという米軍統治時代の状態がいまに引き継がれて

います｡

米本国においては､米軍も連邦法はもちろん､基地が所在する州､郡の法令 ･条例を遵守する政府組

織です｡しかし､沖縄駐留の米軍は地域の条例や規則を"尊重"する立場に過ぎず､義務を負いません｡

米軍基地は日本政府が提供する公共用地 ･施設であり､住民の自治権も当該施設､区域にまで及ぶはず

である､と理解されますが､現状は自治体職員が職務のために基地内へ立ち入るのも米軍当局の許可制

となっています｡沖縄の地方自治において､基地を抱える地域では主体者が誰なのか判全としない状態

です｡地方分権の時代で､国と地方が対等 ･協力の関係となったいま､地方は国と同じく地域に影響を

与えるすべての団体 (外国軍を含む)と直接交渉し､生活環境の向上に努めるのは当然の責務と考えら

れ､国はそれに協力､支援する対応が求められます｡

政府は､戦後の強制接収を起源とした米軍基地が沖縄発展の阻害要因となっていることを沖縄振興開

発特別措置法の中で明記しています｡米軍側も基地用地の必要性を絶えず検討し､不要となった土地は

返還することを義務付けられています (日米地位協定2条3項)｡国､自治体､米軍はともに地域発展の

ために連携 ･協調すべき関係にあるとみなすべきでしょう｡

国と自治体はまちづくりの中で米軍基地を白地のまま放置するのでななく､地域ニーズに応じた土地

利用の可能性を追求し､その実現を目指す必要があります｡ちなみに､ドイツのボン協定 (NATO軍

の地位協定)は､米軍基地用地を地域経済のために使用した方が土地の利用効率が上がる場合､ドイツ

政府はNATO軍に返還を請求でき､駐留軍はその請求に対し妥当な考慮を払わなければならない､と

の規定があります (同協定48条5項b)0

米国では､仮に地方政府が基地内の環境保全のため､演習場の一角を保護地区に指定した場合､その

一帯には基地司令官であっても立ち入りが禁じられます｡軍隊といえども平時においては地域行政の統

治下に置かれるのは､民主国家においては当然のことです｡環境基準を上回る騒音を出す軍事飛行場は
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当然､閉鎖､移転が検討されます｡これもごく当たり前の住民生活を尊重した公共的措置です｡

ところが､日本に駐留する米軍は､日米地位協定により基地の排他的使用を認められているほか､港

湾や空港と基地間の移動の自由や航空法の適用除外､治安維持のための基地周辺での警備 ･警察権 (氏

間地にもおよぶ)などが認められています｡これらは有事を想定した規定であり､地域の自治権を保障

する合理的な規定はほとんど見当たりません｡長く､平時にある駐留軍基地なのですが､法的には有事

形態の軍事優先が続いています｡自治体職員による基地内への立ち入りについても米軍の基地司令官に

委ねられた ｢管理権｣に基づき､確たる規定がなく運用されている状態です｡

地方の時代､国と自治体が対等 ･協力関係と位置付けられたいま､自治体は交渉相手が米軍であれ地

域住民の生活圏改善を目指して交渉し､問題解決に努める義務を負います｡

◆条文16-3.

自治体も国際関係の主体である､とする主張は人権の国際保障を目指す近代国際法に照らしても妥当

です｡人権の砦である自治体は､人種差別撤廃条約をはじめさまざまな国際人権法上の条約実現のため

の実施主体とされており､国際舞台で発言することを望まれています｡NGOも国際社会で発言力を強

めている現在､自治体が対外的に無関係でいることは非現実的です｡国境を越えた経済活動や人的交流

が質量とも増大し､越境活動を国家の統制下に置くことは現実的に不可能です｡このため､国際機関や

多国籍企業､NGO,自治体､その他の団体も国際関係の主体とみなされています｡

沖縄は戦後､日米同盟の中で米軍基地が集中し､過重な負担を強いられてきました｡これからは､沖

縄の持つ地理的優位性､近隣諸国と歴史的なつながりを自治体発展､繁栄のために活用すべきです｡

【注 】
◇｢ボン協定｣- ･ドイツにおけるNATO軍地位協定の補足協定 (1959年8月3日調印､199

3年3月18日に大幅改定) その署名議定書で基地内への立ち入りについて第53条4項 a (a)

で規定｡｢軍隊当局は連邦､州､市町村レベルの所轄 ドイツ当局に対し､事前の通知後の施設への立

ち入りを含め､ドイツの利益を保護するのに必要なあらゆる適切な援助を与え､ドイツ当局が公務を

果たせるようにするものとする｡施設を管轄するドイツ連邦当局は要請に応じて軍隊当局を援助する｡

緊急の場合および危険が長引いている場合､軍隊当局は､事前通知なしの即座の立ち入りを可能にす

るものとする｡軍隊当局は､ドイツ当局に同行するかどうかを個別の場合について決定する｣｡

◇｢日米地位協定｣- ･第3条 (施設 ･区域に関する合衆国の権利)1項 ｢合衆国は施設､区域内にお

いて､それらの設定､運営､警護および管理のため必要なすべての措置を執ることができる｡｣ こ

の規定により米軍司令官に与えられた権能は基地運営すべてにわたり､それは自治体の要求を考慮す

る義務を負わされない｡ただ､地域への配慮について同条3項で ｢施設､区域における作業は公共の

安全に妥当な考慮を払って行わなければならない｣としている｡その一文だけである｡
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改正手続

●条 文●

フアシリテ一夕 :曽根 淳

17-1.住民､諌会､首長は､この条例の改正を提案することができます.

17-2.この条例の改正は､議会議員定数の過半数の賛成で､議会がこれを発議し､住民投票に付し

てその承認を経なければなりません.この東諸は諌会議員選挙と同時に行う住民投票または特

別の住民投票において､その過半数の賛成を必要とします.

17-3.住民､諌会,首長は､任期満了に伴う議会議員選挙に合わせて､事前にこの条例の見直しの

【条文解説】

◆条文17-1.

自治基本条例はまちづくりに関わるすべての人が共に守り育んでいくものです｡住民､議会､首長の

それぞれが必要に応じて条例の内容を変更する提案をすることができます｡改正の提案は自治法上の発

議､各自治体が定めた条例手続きによって行うものとします｡

◆条文17-2.

条例の内容を変更するときには必ず住民投票をおこない､変更についての住民の意思を確認しなけれ

ばなりません｡議会は住民投票の実施にあたって変更についての住民の意思が明確に確認できる設問を

用意しなければなりません｡

自治基本条例の変更にともなう住民投票については､見直しに一定の期間を設けるとともに､変更に

かかわる議論の活発化､住民投票にかかわる経費の削減を図るため､任期満了に伴う議会議員の選挙に

あわせて行います｡

◆条文17-3.

まちづくりの基本精神を確認し､自治の成長を見守っていくため､住民､議会､首長はまちづくりに

関わる人が自由に意見を述べることができる場を設けて､自治基本条例の内容についての見直しを行わ

なければなりません｡議論の結果見直しが必要な場合には､改正案は任期満了に伴う議会議員選挙の前

までに議会で充分審議し議決しなければなりません｡
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