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沖縄自治基本条例モデル案報告フォーラム

日時 : 平成15年8月23日 仕)

場所 : 琉球大学法文学部新棟215大講堂

仲村未央 (司会) : それでは､定刻の3時になりました｡いよいよ､自治基本条例のフォーラム､開

始したいと思います｡

今日は暑い中､お越しくださいましてありがとうございます｡沖縄自治研究会､そうですね､ ｢自治

って何だろう｣から始まって､2002年の1月にこの研究会を立ち上げ､隔週での議論を重ねて､ど

うにかこのように条例案をまとめるという段階にいま､入っています｡今日は､その中の1つの大きな

節目として､日本で一番最初に自治基本条例､まちづくり基本条例をつくった､北海道のニセコ町長､

逢坂誠二さんをお招きしています｡

それでは､ ｢自治基本条例フォーラム､わった-シマの憲法をつくりました｣を､ただいまより開催

いたします｡よろしくお願いします｡本日の司会を努めます沖縄市議会議員の仲村未央です｡自治研究

会の1人です｡よろしくお願いします｡

それでは冒頭､島袋純琉球大学助教授が､この自治研究会の経過､今日までの経過を説明します｡よ

ろしくお願いします｡

島袋純 : 皆さん､こんにちは｡今日は本当に全国からいろんな方が､この記念すべきモデル条例の発

表のシンポジウムに来ていただきました｡札幌市､それから､兵庫県の生野町､そういったところから

も来てくださっています｡

こういった発表のシンポジウムを開催することができたのも､大きな地方自治の改革の流れの中で､

自治をどうとらえ直していくか､どう再構築していくか､そういう問題意識が非常に多くの方々に共有

されているからではないかと思っています｡

そして､この自治基本条例のモデル条例が､沖縄各自治体のそれぞれの自治の現場の事情に照らし合

わせ､住民主体につくっていき､沖縄中､それから日本国中に広がっていくことを希望しています｡

今日は実をいうと､50回の記念の会合にしたかったのですが､ちょっと足りません｡我々の自治研

究会が発足し､これで48回目の会合になります｡今日の資料の6ページを見ていただきたんですが､

あと2回､どこかで会合を開けばよかったのでしょう｡50回という切りがいい大会にしたかったので

すが ･- ｡いずれにせよ､ほとんど毎週に近く集まりまして､自治基本条例の研究､あるいは自治基

本条例にかかわるような､最近の自治制度改革､財政改革､そのような現状についての研究を進めてき

ました｡来週49回､会合が予定されているのですが､49回目の会合で最終的にモデル条例､あるい

は自治基本条例の試案としてまとめたいと思っています｡

今日までに9割方完成しているのですが､あとは今日お招きしました､逢坂町長のお話､ご意見､そ

れから会場の皆様のご意見をお聞きして､最終的にそれを我々でまた､かみ砕き､消化しまして､最後

の26日の会合に臨み､最終的な試案に仕上げていきたいと思っています｡そのため､後ほど発言の機

会も設定されていますので､皆様の協力も何とぞよろしくお願いします｡

それで私の役割は､沖縄自治研究会が発足し､それからどういう経過を経て今日にいたったのか､そ

れからなぜ今日､逢坂町長をお招きしたのかということについて報告することにあります｡
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これは我々の研究会の発足のきっかけにさかのぼらないといけないと思います｡私がイギリスに在外

研究で2年行っている間に､日本の地方自治が大きな変化を迎えつつありました｡98年から2000

年にかけて､私はイギリス･スコットランドの自治政府の設立を目の当たりにすることができました｡

非常に興奮して､毎日毎日大学には行かずに､スコットランド議会にぽっかり行って､調査研究という

よりも､スコットランド人と一緒に新しい議会､これは国政レベルの権限を持った議会なのですが､そ

れが立ち上がるのを毎日｢緒にワクワクしながら見ていたわけです｡

スコットランドのことを注目している間に､日本の地方自治制度に非常に大きな変化が生じていまし

た｡私が地方自治の研究を始めて以来､それ以前からそんなに大きな変化はなかったものですから､ま

さか､機関委任事務が魔止するなんていうことはあり得ないと思っていました｡それが､2000年4

月､ちょうどイギリスから帰ってきた翌週ぐらいでした｡地方自治法が変わって施行されると｡非常に

大きな驚きでした｡

日本でいったい何が起こっているのだろうと､スコットランドから帰ってきて､一生懸命情報を集め

ていたのですが､そこへちょうど高校時代の友人で南風原町の職員である前城さんのほうから､イギリ

スの自治について話を聞きたいと､私のほうにアクセスがありました｡それで､私のほうは地方自治の

現場､研究者といっても実際に現場を知っているわけではありませんので､現場の話を聞きたいという

ことがありまして､何回か会っているうちに､ ｢ニセコという､すごくおもしろい自治をやっていると

ころがある｡ホームぺ-ジを見てみろ｣といわれたのですね｡

それで､そのニセコ町のホームページにアクセスしてみました｡私はイギリスの自治をドキドキしな

がら見ていたのですが､日本の自治はおそらく長い間変わらないだろうと､もうほとんどだめだろうと

いうあきらめに近いような､そういった意識があったのです｡が､ニセコ町のホームページを見ると､

ワクワクしてくるような､ドキドキしてくるようなホームページになっているわけです｡

町長のホームページもすごいのですが､一番何よりも驚いたのは､自治基本条例でした｡自治基本条

例に関しては､研究者ですから､ちょっとは自分の認識の中にあったのですが､自治基本条例が制定さ

れているということに非常に驚いた｡これは昔､川崎市でやろうとしたことがあって､それが頓挫した

ということは前から知っていたのですが､ニセコができたと書いてあるではありませんか｡そのできた

理由は何なのか｡それは本当に住民参加型の行政､まちづくり､自治の運営､それを徹底して実践して

らっしやるということが､ありありと分かったのです｡

それで､この自治基本条例に行き当たりました｡住民参加ということは､抽象的にはどこでもいって

いることですし､どなたも了解していることですが､もし､日本の自治の歴史上､ニセコの名前が残る

としたら､それは自治基本条例を最初に制定したということでしょう｡これが非常に大きな重要な意義

であろうということです｡

その自治基本条例の背景には,住民参加型のまちの運営の実践､町長が就任して以来､6年におよぶ

実践｡これがあって､それを制度化するということ｡それを条例として､どなたが町長になっても続け

ていく｡そのために自治基本条例が制定されたということが分かりました｡それを見て､もうニセコへ

行かないといけないと思い､すぐに行きまして､そこで町長とお会いしたのが最初だったわけです｡そ

のときに2時間余り話していただき､それから翌日は朝から晩まで､町の職員の方々にいろんなお話を

聞くことができました｡

我々は非常に感銘し､それをうまく沖縄に伝えたい｡そして､沖縄においても住民参加型､あるいは

住民主権､これをいかに実体化していくか｡それを我々の研究のテーマにしようということで､研究会
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の立ち上げを､前城とともにいろいろと考えていました｡

北海道に札幌自治法研究会という､自治基本条例のモデル条例をつくった研究グループがありまして､

そこがやった役割を果たせる研究グループをつくろうということで早速動きました｡沖縄の行政法学者､

それから行政学者､行政学というのは政治学系ですね､そういう地方自治に関する政治学､あるいは法

学の先生方をほとんど全員集めました｡そして研究グループとして､まず自治基本条例の研究グループ

を中核にし､文部省から助成金をいただき､自治基本条例に関する研究ということで､沖縄自治研究会

を昨年の1月5日に立ち上げました｡

この一番大きな目的は､まず市町村レベルの自治､基本条例のモデル条例をつくるということです｡

沖縄に見合った､沖縄のための市町村レベルの自治基本条例のモデル条例の作成です｡これを､今まで

研究者が大学の中という閉じた空間で考えてきたプロセスではなくて､完全に公開し､策定過程も極め

て民主的なプロセスでやっていこうという形でつくりました｡

昨年の後期からは､沖縄中から自由な参加者を募り､モデル条例のたたき台作成をワークショップで

やりました｡これはモデル条例作成のプロセス自体が､住民参加型の､あるいは住民主体となるような

自治基本条例のモデルとなってはしいという願いのもとに､一般公募で､完全に公開してやりました｡

しかもゼロから､誰も試案をつくらない､誰もたたき台をつくらない､まったくのゼロから始めました｡

ようやく今年の3月にシンポジウムをやりましたが､あれはできあがったたたき台の発表のシンポジ

ウムだったわけです｡そして4月から､ようやく試案を作成する作業に取りかかりました｡たたき台を

たたいて､たたいて､そしてモデル条例の試案としてつくりあげていくワークショップをまたやりまし

た｡合計1年半のプロセスを経て､しかも自由に参加できる､自由に意見のいえる雰囲気､ワークショ

ップという形態を使ったモデル条例の作成を行ったわけです｡

このように､条例案､モデル条例を提示するだけではなくて､そのモデル条例の作成のプロセスもモ

デルにしたいという､この2つの思いがありました｡今日､後はどパネリストで出てきますが､基本的

にこれは研究者がつくったというよりも､自由に参加して､自由に集まったメンバーたちがつくった条

例です｡これを､来週の26日を最後に､研究者､それから法律の専門家を集めて､地方自治法､現行

法に見合ったものにするため､最終的なチェックをして完成させていくことになると思います｡

いずれにせよ､今日はそういうことで自治基本条例のモデル条例の発表をとりあえず行いたいと思い

ます｡その後に､我々の出発点であります､ニセコ町長の逢坂町長に､この自治基本条例について､フ

ォーラムの中でいろいろコメントをいただきたいと思います｡

今日は皆さん､よろしくお願いします｡

(拍 手)

仲村未央 (司会) : はい｡島袋純琉球大学助教授を中心に取りまとめてきた､今日までの経過を説明

していただきました｡

それでは､いよいよ､ただいまから45分間,北海道のニセコ町長､逢坂誠二さんをお招きして､基

調講演をしていただきます｡どうぞ､皆さん､拍手でお迎えください｡ありがとうございます｡

ニセコ町長､1959年生まれ､35歳の若さで町長に初当選をされ､今年9年目でよろしいでしょ

うか｡3期日になられます｡私たち､沖縄自治研究会は､実は7月にニセコ町を大人数で押しかけまし

て､ぜひ町長のお話を聞かせてはしい､まちづくりを見たい､ということで現場をお訪ねしました｡そ

の際には本当に温かく迎えていただき､そして､わかりやすいお話をしてくださいました｡今日は本当
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にお忙しい中､はるばる来てくださっています｡どうぞ､皆さん､もう一度大きな拍手で｡ただいまか

ら､逢阪町長の基調講演を始めたいと思います｡よろしくお願いいたします｡

(拍 手)

逢坂誠二 : どうも､皆さん､こんにちは｡ニセコ町長の逢坂と申します｡何ですかね､こんなたくさ

ん拍手をもらって､大学の教室で授業というか､話をするのは初めてのことでありまして｡これぐらい

拍手がたくさんもらえて､たくさんの人が集まるのなら､私の選挙のときにも､これぐらい集まればい

いがな､なんていうふうに思うんですけれども｡

今朝､ニセコを出てまいりまして､私の家を出るときは､雪が30cmほど積もっておりました｡うそ

ですよ､うそ (笑)｡うそ｡いくら北海道でもそんなことはありません｡まだ､8月ですからね｡今年

の北海道は大変寒くて､冷夏でした｡沖縄の自治研究会の皆さんがたくさん来られたときも､大変寒く

て｡皆さんせっかく沖縄からニセコへ行くということで､かりゆしウエアというんですか､それを着て

来られたんですけれども,北海道のみんなはそれを見て ｢寒くねえのかな｣と｡それぐらい､今年はと

っても寒い夏でした｡ただ､ここ数日ほど､夏がちょっと遅刻してやってきまして､札幌ではこの間は

27度になったとか､ニセコも25度を超えたとか､いま､そんな状況です｡

しかし､すぐもう秋になるのは目に見えていまして､ススキの穂がもう野原には生えていますし､そ

れからナナカマドという実がもう赤くなっています｡ちょっと高い山へ行きますと､すでに葉の色が変

わっているのもたくさんありまして､もう北海道は秋に入りかけているという感じです｡

今日は45分という時間ですので､手短にお話をしたいと思いますが､今日私がする話は､まず1つ

は､日本の国が今大変な曲がり角に差しかかっているということです0

それから､大変な曲がり角に差しかかっていて､それを乗り越えていく大きな鍵というのが､民主主

義｡本当の意味での民主主義が必要だということ｡そして､その民主主義を支えているのが､実は自治

というものであります｡今日の主題であります､ここにあります､自治基本条例というものは､その自

治を支える､自治をうまく動かしていくための､1つの合い言葉だったり､道具だったりするのではな

いかということでございます｡そんな話を今日､させていただきたいと思います｡

それから､私の話の中で多少歴史的なことも出てくるかと思いますが､私は北海道で生まれて､北海

道でずっと育ちました｡だから､北海道から見た日本全体の歴史認識というもので､話をすると思いま

す｡沖縄の皆さんには､沖縄の皆さんの歴史があって､そこともしかすると､齢鮪 (そご)､合わない

部分があるかもしれない｡それは私の勉強不足ということで､もし失礼があったらお許しをいただきた

いと思います｡

さて､まず､冒頭の話でありますけれども､いま私たちの日本は､私が思うに､これは予想以上に大

変なところへ来ていると思っています｡たとえば､少子化､あるいは経済がもうこれ以上大きくならな

い｡それで､そのことに起因する財政難､財政も非常にひっ迫した状況になっています｡ひっ迫という

言葉ではもういいあらわせないですね｡

かつて､イタリアの財政を､日本の国ではひどいというふうにいっていました｡ところが､そのひど

いといっていたイタリアを､いま､もうはるかに超えているのが日本の状況ですから､もう諸外国と日

本の財政の比較をするということを､多くの人はしなくなりました｡それぐらい､ひどい状況になって

きています｡

人々の考え方､価値観も大きく変わってきました｡それから､日本のいまの大きな問題点として､教

300



青が非常に脆弱といいましょうか､あいまいなものになってきていまして､本当は国を支えていく大き

なもとになるのは教育であるはずなのに､そこがだめだということ｡

今日､こちらへ来る飛行機の中で､ニューズウイークという雑誌の日本語版を読んでおりましたら､

そのコラムの中にも書いてありましたけれども､カンボジアがボルボト政権から､いまの民主カンボジ

アに変わろうとしているときに､力を入れているのは教育であると｡だがしかし､それに比較して日本

はどうであろうか､みたいなことが書いてありました｡まさに日本はいま､大変なところへ来ているわ

けでありますね｡

この大変な状況をなんとかしないといけないということで､多くの人たちがこのことを第3の改革と

いうふうに呼んでいます｡本当はこれは第3番目ではないはずなんですけれども､まあ一応､大ざっば

に日本中では第3の改革みたいないい方をしているわけであります｡しかし､この第3の改革には､注

意点がいくつかあります｡それは､従来の2つの改革とくらべて､まったく違っていることです｡

まず､近来になってからの最初の改革は明治維新｡1853年にペリーが浦賀沖に来て､1868年

から明治という時代が始まりました｡富国強兵という概念で､アメリカ､ヨーロッパを手本にして国を

つくってきました｡ものすごいスピードで､これは日本の江戸から明治へ向かって､文明の開き方とい

うのが進んできたわけであります｡

それから､2番目の改革は1945年､戦後改革｡太平洋戦争が終わってから､経済復興というよう

なものを軸にして､日本の国をつくってきた｡そして､このときもお手本はやはりアメリカやヨーロッ

パ.特にアメリカ主導だったというふうにいってもよいかもしれません｡

これが､近代になってからの大きな改革というふうに､一般的にはいわれているわけですが､沖縄の

皆さんにしてみると､それ以外にもたぶん､1972年というのは絶対忘れられない年になるでしょう｡

そのとき私は中学1年生だったんですが､5月15日の目は､中学校の何か行事がありまして､生徒会

室で何か担当の先生と議論をしていたのを覚えています｡だから､さっき私が日本全体でいまのことを

第3の改革というふうにいっているけれども､たぶん,皆さんにとってはそうではないのかもし

れないという気持ちも持っています｡

いずれにしましても､明治維新があり､戦後改革があり､そして､いまの時代を迎えている｡いまの

この改革というのは､従来の2つの改革にくらべてまったく違っている点がある｡それは1つは､きっ

かけ､時間｡国民全体がはっきり認識できるようなポイントがないということなんですね｡

明治維新､ペリーが来た｡そして､江戸の幕府が鎖国を解いて､新しい時代に人らざるを得ないとい

うことで､明治という時代をスタートさせるわけであります｡そのことはいや応なしに､国民全体に広

がるわけですね｡

ですから､これから私たちの国は明らかにこの時点から変わっていくということを､多くの人が認識

をするわけであります｡戦後改革もそうですね｡1945年の8月15日､戦争が終わる｡無条件降伏

をする｡そして､明日から私たちの生活はどうなるのだろうと､多くの国民の心の中に強く刻み込まれ

るわけであります｡

ところが､今回の改革は､先ほど私がいいました少子 ･高齢化だとか､経済が縮減していく､財政難

になる､価値が多様化していく､教育もおかしくなっている｡でも､そのことを多くの人たちがここか

らその変わり目なんだとか､ここから変えないといけないんだというような､明確なポイントを持って

認識するということにはなっていないわけであります｡ここが非常に大きな注意点だというふうに私は

思っています｡
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確かに大変だ､大変だとはいいながらも､ダラダラダラダラッとした中で､気がついてみたら､にっ

ちもさっちもいかない､取り返しのつかない状況になっているのではないかと｡これが､いまの時代の

大きな留意すべき点の1つであります｡

明確な変局点､変化のポイントが示されていないだけに､多くの人は大変だとは思いながらも､この

まま流されてしまう可能性がある｡だからこそ､よっぽど目を大きく見開いて､耳の穴を大きく開けて､

いろんなことを聞いて､アンテナを高くして､自分の感性を研ぎ澄ましていなければ､この時代の大変

さは､本当の意味で心の中に刻み込まれて､次の行動へと結びついていくことにはならないのではない

かということなんですね｡1番目と2番目の改革との決定的な違いは､まず1つ､そこだというふうに

思います｡

それから､もう1つ違いがあります｡それは､今回の日本の難局､厳しい局面を乗り越えていくため

のお手本がないということであります｡明治､戦後改革､いずれもアメリカやヨーロッパをお手本にし

て､この国は進んできました｡ところが､今回の改革にあたっては､これほど早いスピードで高齢化が

進んだ国は世界の中にはない｡高齢化､あるいは少子化もそう｡じゃあ､どこをお手本にすればいいの

か｡それがわからないわけであります｡

それから､また逆に､1945年以降､こんなに早いスピードで経済が復興して､ある一定程度の世

界の国の仲間入りをしたという､こういう奇跡の復興を遂げた国も､実はない｡ないがゆえに､その後

に起きてくる問題に対する答えを持っている国は､日本以外にはないわけであります｡

ということを考えてみますと､いまのこの日本が大変だというふうに私がいくつか並べたこと､もち

ろんこれだけではありませんけれども､それを乗り越えていく鍵というのはどこにあるのか｡それは自

分自身､皆さん1人ひとり､国民1人ひとり､その手､頭､力にしかないということであります｡よそ

にそれを求めたとしても､簡単にはうまい具合に答えがぶら下がっているわけではない｡自分たち自ら

がきちんと責任を持って､いまの日本の状況をきちんととらえて､そして､自分たちが自ら行動するこ

とによって､初めて乗り越えていける｡誰かが手を差し伸べてくれるとか､誰かが教えてくれるとか､

何か外圧によって変われといわれるのではないんだということであります｡

ここが､20世紀後半から､21世紀の初頭にある日本の大きな留意点､問題だというふうに感じて

いるわけであります｡明治維新､確かにいろいろなことはあったでしょうけれども､ほとんどは外の力

によって変わっていったわけであります｡戦後改革だって､そうですね｡

いま私たちは､今日ここに役所の職員の方が多いと思いますけれども､いまの税制にしても､自治の

制度にしても､ほとんどが外国人の皆さんが示してくれたもの｡シャープ勧告なんていうのがありまし

たけれども､それに乗っとっていろんなことをやっているところが多い｡お手本がきちんと示されてい

たわけであります｡

そのことが良かったか､悪かったということは別にしても､そういう事実がある｡だがしかし､いま

この時点で､そんなことをしてくれる国はないし､そういうお手本､処方等を持っている国はないとい

うことであります｡私たち自らが考えなければいけないのが､今回の非常に大きなポイントであります｡

その意味で､本当の意味の民主主義が日本に必要になってくるんだというふうに私は感じているんです｡

1945年以降､確かに日本では民主主義というものが､広く広まってきたように思える｡だがしか

し､これまでの民主主義は､私はお任せ民主主義だったと思っています｡お任せ民主主義｡何か困った

ことがあれば､政府､行政､誰か自分以外のどこかに依拠する､寄りかかる｡日ごろ何もないときは､

本来自分たちが責務を果たさなければならないようなことについても､他人を批判する｡ ｢あいつはど
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うしょうもない｣ ｢役所なんか何の足しにもならない｣ ｢県庁の職員は悪いことばかりしている｣

｢政治家なんてろくなものではない｣といっている｡

だがしかし､自分が利益を得たいとか､自分が困ったということになると､実は日ごろ悪いことをい

っている政治家に頼んでいる｡困った､困ったといって､市町村､都道府県に補助金くれというふうに

いっている｡これは本当の民主主義ではない｡一応､民主主義の形はしていたけれども､お任せ民主主

義だったんだろうというふうに思うわけです｡もちろん､これには少し理由があります｡

1945年以降､日本が早いスピードで経済復興を遂げて､人々の暮らしをある一定のレベルまで引

き上げるということをするためには､ある種､中央集権的に､ぐいっとこう牽引していく必要があった｡

だから､それはお任せ民主主義にならざるを得ない側面もあったわけであります｡しかし､それをやり

続けておよそ50年｡その結果､日本の国は､ある一定程度の形式的な繁栄は手にしたけれども､本当

の意味でいま私たちが直面している課題を解決するための力は､まだ手にしていないわけであります｡

お任せ民主主義から脱却して､国民1人ひとりが､地域に住んでいる皆さん1人ひとりが､私も含め

て､自分たちが責任を持って､自分たちの周りのこと､国のことを考えてやっていく｡本当の民主主義

が必要になっているのが､いまの時代ではないかということであります｡

民主主義というふうにいいますと､だいたい多くの方は､私の世代などはもしかすると､特にそうか

もしれませんが､多数決だというようなことをよくいわれる場面があります｡学校の学級会などでも､

すぐ多数決で物ごとを決める｡意見の多いほうに傾いていくということがありますけれども､実はそれ

は必ずしも民主主義といい切れるものではないと私は思っています｡

1つの考え方ではあるけれども､多数決がすべてではない｡実はもっと別のところに､私は民主主義

の本当の核心があるというふうに思っています｡実は､私たちは民主主義だ､民主主義だ､1945年

以降､日本も民主主義の国になったというふうにいっているけれども､その民主主義を支えているのが､

私は自治だというふうに思います｡自治｡

たとえば､国政の問題について､民主主義の国だから､みんな議論しろなどと急にいわれても､それ

は簡単にはそうはいかないわけであります｡そうではなくて､私たちが暮らしている身の回りにあるこ

と､そのことをきちんと考える｡会社でもいい､学校でもいい､小さなグループでもいい｡そういうと

ころの問題をきちんと解決していける力､それをみんなで協力し合って､あるいはときには議論し合っ

て､ときには反発し合って､でも､みんなのためにどこか一定の方向へ向かわないといけないよね､と

いうことをみんなで考え出すこと｡これが非常に大事なこと｡それはまさに自治そのものなわけであり

ます｡自治がしっかりしていること｡それが実は日本全体の民主主義を支える礎になるんだということ

ではないか｡

これは何も私がいったことではありません｡もうすでに19世紀のフランスのトクビルという社会学

者､政治学者というふうにいっていいでしょうか､がいっていること｡

｢自治は民主主義の学校である｣と｡もちろん､20世紀に入ってから､イギリスの政治学者もこうい

うことをいいました｡自治は民主主義の学校であるということ｡もうすでにこれは歴史が証明している

わけであります｡

いま､21世紀の日本｡さっき私は本当の意味での民主主義が必要だというふうにいいましたが､そ

の民主主義を支えるのは､やっぱり自治なわけであります｡自治がしっかりしていない国は､民主主義

もうまくいかないというのが､私は定説ではないかと感じています｡民主主義の国だ､国全体の大きな

話ばかりをしていればいいということではない｡自分の村や町､県､身の回りのこと､それらをきちん
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とやれる力をどうつけるかが大事なことであります｡

もちろん､沖縄の場合においては､自分たちの身近な問題を議論することが､イコール､即国政､あ

るいは外交に直結する問題もあること｡これも事実であります｡しかし､それとても､自治の活動があ

って､民主主義の動きにつながるというふうに私は感じています｡

また､カンボジアの話をしますが､カンボジアはボルボト政権が終わって､いま､民主化へ向かって

いろいろな動きをしている｡そして､海外のいろいろな事例を学んで､いろんなことをやっていますけ

れども､力を入れているのは､実は､地方政治といいましょうか､いわゆる私たちの言葉でいうと､自

治に力を入れているわけであります｡それを見るにつけ､カンボジアは確かに国全体としてきちんとし

た姿にならなければいけないというふうには思っているんですが､それを遂げるためには､地方政治､

自治がしっかりしていないとだめなんだということを､ここ数年､身をもって感じているのではないか

と思います｡

それとまた､逆説的な意味で､いま､中国が非常に世界の中で大きくなっていて､世界の工場といわ

れている｡中国の経済の動きを見ていると､日本の多くの経済人は驚異に思っている節がある｡だがし

かし､昨年の秋に東京外国語大学の興椙一郎さんという方が書いた 『現代中国』という岩波新書を読ん

でみると､確かに中国は表面はそういうふうに見えるんだけれども､農村部へ入ってみる､あるいは貿

易のその細かい中身を見てみる､工場で行われている動きの細かい部分を見てみると､どうもその基盤

が必ずしもしっかりしていないようであると｡

たとえば､農村部では学校教育であるとか､社会保障制度であるとか､医療であるとか､そういうも

のが実は非常に脆弱であって､あの姿を見る限り､確かに表向き中国は世界の工場としてものすごい強

大な力を持っているように思えるけれども､それは本当なのだろうかというようなことが､あの本全体

から読み取れる｡それを読んだときに､私たちは､国を支える大きな力って何か｡やっぱり自治なので

はないかというふうに私は感じるんですね｡

自治｡じゃあ､自治って何だって｡さっきの民主主義と似たような感じになるわけですが､私たちの

頭で自ら考えて､責任を持って行動するというのが自治だと思います｡自分たち自らが考えて､責任を

持って行動をしていくことが自治であります｡

この自治を､しかし､円滑に動かすために必要なのが､実は情報であります｡情報のないところに自

治はないというふうにいわれています｡自分たち自ら考えるとき､地域のことを考えよう､自分の町内

会のことを考えよう､自分の会社のことを考えようとしたときに､実は情報というものがとっても大事

になるわけです｡情報がなければ､何を考えたところで､それは我田引水的な自分の利益のことだけを

いってみたり､あるいはまったくとんちんかんな発言になったりすることがある｡だから､自治を動か

すもとになるのは情報だということであります｡

これについても､今日ここにお集まりの皆さん方は､たぶん､行政､あるいはそれらに関心のある

方々ですから､すぐおわかりいただけるかと思います｡情報のないところに自治はあり得ません｡情報

は自治の原動力だということなんですね｡このことを十分にご認識をいただきたいと思います｡

ちょっと一滴千里 (いっLやせんり)にぱーっと話をしましたが､もう1回整理をしてみます｡

いま､日本は大変な曲がり角にきています｡しかも､その曲がり角というのは､本当に曲がり角にき

ているかどうか､従来の2つの大きな改革にくらべて､日本の国民全体の認識度合いというのが､明確

なポイントがないだけにはっきりと心に刻み込まれていません｡ともすれば､流れの中でダラダラダラ

ダラッと､悪いほうへ流れていって､気がついたらにっちもさっちもいかない状況になっているかもし
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れない｡

それから､今回の改革はお手本が必ずしも世界のどこかに転がっているというものではない｡

以上､2つの理由によって､いまの状況を少しでも好転させていくためには､本当の意味での1人ひ

とりが責任を持ってやる民主主義というものが必要になるんだと｡これまでのお任せ民主主義から脱却

をするということが不可欠だということであります｡

しかし､民主主義､民主主義といってみても､それは簡単なことではない｡民主主義を支える､それ

ぞれの人々の動きというものが､実は自治にあるということなわけです｡自治､これがしっかりしてい

ることが､実は日本の国の民主主義を支え､国の方向をしっかりしたものにしていくことになる｡それ

は反面教師のように話をしました､中国｡カンボジアがそのことに気がついて､これまでとは別の動き

をしているということ､それらからも読み取ることができるわけであります｡

じゃあ､自治って何か｡自分の頭で自ら考えて､責任を持って行動することだ｡自分の頭で自ら考え

るとはいうけれども､そのためには情報がなければ､きちんとした考えを持つことはできない｡自治に

おいて､情報は不可欠なものであると｡情報は自治の原動力といえるものだということであります｡

たぶん､この沖縄でも､あるいは沖縄以外のいろいろなところでも､住民の皆さんにいろんな意見を

聞いたり､住民参加の市政を実現しますとか､役所も市民の皆さんの声を聞いて､役所の仕事を進めて

いきますなんていうことをいうわけであります｡今日のような会場に市民の皆さんにお集まりいただい

て､ ｢皆さん､何かご意見ありませんか｣ ｢皆さん､これについてはどう思いますか｣ ｢ニセコ町の財

政の将来について､皆さん､どうお考えですか｣と聞いてみる｡そのときに､ほとんど意見が出ないこ

とがある｡あるいは､せっかく意見が出ても､役所の職員や､その道路だとか財政だとか福祉だとか教

育だとかに詳しい人からみると､なんであんなずれたこといっているのかなというふうに思うことがあ

る｡それはなぜそうなるのか｡そこに適切な情報がないからであります｡

たとえば､道路のことを聞いて､ニセコ町では道路の整備水準が極めて高いにもかかわらず､まだ道

路を舗装しろ､舗装しろとか､道路を直せというような声が出る｡役所の職員にしてみると､ニセコの

道路はもういいではないか｡そうではなくて､ニセコでは実はまだ水道が普及していない地区があるか

ら､水道整備をすべきだというふうに役所の職員は思っている｡だがしかし､そういう実態､情報が市

民の皆さんの前に出されていなければ､そんな発想は誰しもが持てない｡道路は目に見えて､みんなが

あそこが悪いとか､あそこが壊れているとか､あそこが狭いということはわかる｡

だがしかし､たとえば､水道などというものは､自分の家の蛇口をひねって､水が出さえすれば､5

軒向こうの家が井戸水で水を汲んでいるなどということは､誰しもが知り得るものではない｡こういう

情報こそ､きちんと役所が皆さんにお示しをして､実はニセコの場合は水道の整備が遅いんですよね｡

道路の整備水準はこんな感じです｡

さあ､皆さん､どっちの道を選択しますか｡どっちが必要でしょうかね､というような情報があると､

みんなが頭をめぐらして､ ｢ああ､そうだよな､道路も本当は立派にしてほしいけれども､考えてみた

ら､まだ水道もできていないところがあるなんて､じゃあ､やっぱり水道だ｣って｡私たちの税金は水

道に振り向けようということで､責任ある結論が生まれるようになるわけであります｡

だから､情報がなければ､ほとんど自治とはいえないというのが､私の非常に強い思いなわけであり

ます｡そんなことを思いながら,私は1994年に町長になりました｡それまで11年間役所の職員を

やっていましたが､役所の職員をやっているときに､まちで行われていることは､自治とはほど違いと

いうふうに思っていました｡ある程度､役所がいろいろなことを決めて､原案ができあがったら町民の
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皆さんに示して､一応意見を聞いたというステップを踏んで､次の段階､実行の段階へ進んでいく｡

しかし､それでは何か物ごとが具体的に進んでいくと､町民からいろいろな不満が出てくる｡ ｢あれ､

こんなもの私たちが望んでいたものではありませんよ｣ ｢これは私たちの希望する方向とは違います

よ｣というような話が出る｡役所がどんどんどん変なことばかりをやる組織のように､町民は思い始め

る｡不信感が生まれる｡あるいはまた､町民は役所の職員がどんな仕事をしているのかということもよ

くわからない｡だから､たくさん役所に対して不満をいう｡でも､本当は役所の職員は怠けているばか

りではなくて､中には怠けているのもいますけれども･･･笑った人はだいぶ危ないかもしれない｡拍

手をした人は､何ていったらいいのかな (笑)｡だから､役所の中身のことも､ほとんど実は､地域の

皆さんに伝わっていないから､批判だけが届く｡お互いが批判をいい合い､相手のことを悪くいい合い

していく関係｡これがもしかしたら15年､20年前の日本の自治の多くの状況だったのではないかと

いうことですね｡

それから､もしかすると役所というものは､市民の実は奴隷であって､奴隷､ちょっといい過ぎかな｡

市民のためには何でもやらないといけないものだというふうに､ある種勘違いをして､迅速に何でもか

んでも要望をかなえていくことが役所だというふうに思っていたかもしれない｡しかし､それは自治と

はほど遠いものであって､本来やるべきではないことにまで手を染めていった歴史もあるかもしれない｡

それはやっぱり私はまずいと思った｡

そこで､本来､皆さんの税金でやるべきことは何かと｡本来､税金というものを集めて解決しなけれ

ばならない課題は何なのかと｡それを突き詰めて議論できるような組織､体制､雰囲気､市民と役所の

あり方をつくらなければいけないというふうに感じていました｡

そこで､とっても重視したのが､やっぱり情報だったわけであります｡とにかく積極的に情報を出す

こと｡そして､情報というのは､単に紙に書いてお知らせすればいいというものではなくて､コミュニ

ケーションをする｡コミュニケーションをすることによって､相手に伝わっているかどうか｡本当に理

解をしているか｡私のいっていること､ここに私は ｢水が入っている｣というふうに説明しても､遠く

にいる人にはこれが水に見えないかもしれない｡高速バスの運転手はこの中に焼酎を入れていた｡だか

ら､私はここで ｢水だ､水だ｣といっても､ ｢いや､あれは水じゃない｣という人がいるかもしれない｡

だったら､側へ持っていって､キャップを開けて匂いをかいでもらって､ ｢ああ､これは焼酎じゃない

ね｣｡あれ､これ焼酎じゃないよな｡

要するに､情報ってそういうものなんですよね｡だから､自治で情報が大事だっていうけれども､コ

ミュニケーションをしながら､お互い確かめ合いながら､そして､確認し合って､よし､わかったなっ

て｡だったら､うちの町､どっちへ進もうかっていうようなことをどんどんどんやってきた｡それがニ

セコ町のここ数年の取り組みでありました｡

ところが､そういうことをいっぱいやっていくと､私は町民の皆さんに書ばれると思った｡そうした

ところが逆だった｡もちろん喜んでくれた人もいました｡たくさん､役所が情報を出すようになったっ

て､町長の交際費もよくわかるし､町長が今日どこへ行っているのかもみんな公開されている｡わから

ないことがあるといえば､書類もいっぱい出してくれるし､職員も来て説明もしてくれる｡何か事業を

やるときは､白紙の段階から集まって説明会も開くし､意見はありませんかと聞いてくれる｡それは確

かに悪いことではないけれども､何か変だって｡そんなに俺たちはかかわってられないって｡実は､朝

から晩まで仕事をして､いくら夜待ちで説明会開いてくれたって､やっぱり家帰ったらビール飲んで､

北海道ならサッポロビールだし､沖縄ならオリオンビールだって｡飲んで野球見たいって｡それが普通
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の人間だって｡役所はいろんなことやってくれるけれども､果たしてそれだけでまちが動くんだろうか｡

ちょっと違うのではないかいう批判が出てくる｡

それから､町長は若くして町長になっているから､自分で物ごとが判断できない｡だから､みんなに

聞いているんじゃないかと｡あれは汚い｡みんなの意見の多いほうにしていけば､絶対批判されないは

ずだって｡あれは非常に姑息なやり方だって｡職員もいつもいつも情報公開だ､参加だっていわれる｡

何か都合のいいところだけやっているんじゃないか｡本当はもっと伝えないといけないことがあるはず

なのに､それだけは隠しているんじゃないか｡何か変だよなという批判が出てくるようになった｡

そこで､職員といろいろ話をしてみた｡町民とも話をしてみた｡だったら､情報共有とか､参加とか､

みんなで議論するというのはやめましょうか｡いや､違う｡それはどうしても必要なことだ｡どんなに

議会の皆さんが私たちの代表であっても､議会だけで決められたら困る問題だってある｡参加をし､議

論をし､何とかしないといけないということがたくさんあるはずだ｡じゃあ､参加も情報公開も大事だ｡

でも､日常的にいつも行くのは大変だし､役所の職員だって何かよりどころがない｡何かうまい方法が

ないのかなと考えたのが､基本条例でした｡

要するにニセコ町のまちをつくっていく基本的な考え方を､じゃあ､紙に書いてみようと｡情報共有

と参加が基本なんだって｡ニセコ町がそれでやる｡じゃあ､そのためにどんな手順で話し合いするんだ｡

それ､紙に書いてみようって｡どんなふうに計画つくるんだ｡それもみんな紙に書いてみよう｡

A4の､役所のコピーの書き損じの紙の嚢に私が何か書いた｡こんなこと定められないかなって｡そ

れから､町民の皆さんには必ず意見を聞くんだって｡何か役所がやるときは参加する権利があるんだ｡

意見を聞かなかったら､町が悪いんだっていうふうに何か定められないかなって｡そうすれば四六時中､

みんながすべての問題を監視しなくても､自分に何か被害がおよぶとか､影響がおよぶとかがないし､

自分が特にこの間題だけやりたいということだってできるし､もちろん時間のある人は､朝から晩まで

役所のことを見てればいいし､いろんなやり方があるはずだって｡

だがしかし､今のニセコのまちづくりの姿を少しでもはっきりとさせるために､何か方法はないかな

って｡よし､紙に書こう｡そうだ､役所で紙に書いて､みんなにぶら下げて見せるのを条例というらし

い｡ああ､条例なんだな｡そうしてつくったのがニセコ町まちづくり基本条例です｡

だから､ニセコ町では最初から基本条例をつくろうと思ったわけではありません｡根っこは､自治を

どうしたらうまく回していくことができるか｡どうしたら､町民の皆さんと役所が仲良くなって､協働

の力で地域のことを考えて､地域をつくっていけるかということを考えて実践をしてきた｡ある種､行

き当たりばったりにやれることを一生懸命やってきた｡

その結果､いびつさ､変な声も出てきた｡だけれども､情報共有や参加は大事だ｡だったら､そのこ

とを紙に書いて条例という形で担保しておきさえすれば､みんなが少しでもいまよりは良くなるのでは

ないかというふうに思ったんですね｡そして､ニセコ町まちづくり基本条例というようなものをつくる

ことにしたわけであります｡

その議論をいろいろ進めていったら､どうも世の中にいる学者という人たちは､このことを何とか基

本条例とか､自治基本条例とか､行政基本条例というふうにいうらしいということが私もわかって､そ

れでいい気になって､何かニセコ町では全国では初めてこんな条例つくりましたっていっているんです

ね｡

最初からそういうものだなんて思っていたわけじゃないんです｡最初は､まったくわからないでやっ

てきた｡結果､それがえらい学者の先生たちが､ ｢ああ､町長さん､それはですね､基本条例っていう
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んですよ｣っていわれた｡でも､私は基本条例がどうこうという気はさらさらない｡大事なのは､それ

ぞれの地域に合った､自治をどうやって元気にするかであります｡そのためには､たぶん､沖縄には沖

縄の､那覇には那覇の､石川には石川の､稚内には稚内の､いろんな条例があっていいんだというふう

に思います｡それをどうやって考えていくかというのも､実は自治の大事なポイントではないかなと私

は感じているところです｡

すみません｡ご丁寧に｡

今日､実はここでちゃんと,あと10分とかって出してくれるんですね｡ちょっと話が変わりますけ

れども､このシンポジウムの始まりは､本当に3時ぴったりでした｡私は時計の時刻がちょっとでもず

れていると､ちょっと気になるほうで､別に神経質というわけではないんですけれども､秒針まできち

んと合ってないとどうも気が済まないんですね｡

だから､今､電波でこうピタッと合うやつが非常にいいなと思っているんですけれども､ちょっと子

どもくさい時計を何年か前に買っちゃったもんですから､家庭内ではまだ次の時計を買っちゃいかんと

いわれているもんだから､いつも自分の時計を合わせながらいるんですが､何の話だったかな｡

とにかく､もう時間にけっこううるさい｡時間にうるさい理由はいくつかありまして､メリハリがち

ゃんとしていないというのは､あんまり好きじやないというところがあります｡それから､ラジオだと

か､あっ､そう､電車の時間が遅れるなんていうのは最悪で｡ラジオとか､テレビに出る機会がたまに

ありますけれども､そのときも与えられた時間の中できちんと話をするというのは､けっこう重要であ

りまして､今日のように､あと10分､あと5分って出されると,非常に気持ちがいいですね｡しかも､

本当にきっちり時間を見て出していますので､いいですね｡

テレビの討論番組なんか出ると､画面に映らないところで､時間を知らせる赤ランプがパカバカ光っ

ていたり､スタジオにいる人が知らせてくれたりしているんですけど､無視してしゃべる人がいるんで

すね｡そういう人が同じ討論の席にいると､私はもうほとんど頭にきてしまうというようなのが実態で

す｡

それはともかくとして､いまいったようなことで､ニセコでは最初から基本条例をつくろうと思った

わけではないということを理解してください｡条例ありきで世の中が変わるのではなくて､やっぱり基

本的に何か､私たちはどうしたい､こうしたい､どんなことをしたい｡じゃあ､それを担保するために

どうしようかということが､たぶん､スタートなのではないかというふうに思っています｡

先ほど､島袋先生もいっていましたけれども､今日､モデル条例が発表になると｡でも､モデル条例

をそのままモデル条例の中の､何々市というところを自分の町や村の名前に変えたところで､きっとそ

れは具体的にはその地域では動かないものだろうというふうに思うんですね｡モデル条例があればやり

やすい部分はたくさんあるけれども､それを1つの参考にしながら､やっぱり似たようなステップを踏

みながら､制定していくというのは､きっと普通の姿なのではないかなというふうに私は感じてい

ます｡

それと､ニセコ町の条例をお手元に配っているようですけれども､その中を見ていただければ､4年

を超えない範囲に1回は必ず見直すということが書いてあります｡

実は､このまちづくり基本条例､自治基本条例､行政基本条例の世界は､まだ繋明期､立ち上がった

ぽっかりですから､これが本当に正しい形だなどというものはまったくあるわけではありません｡だか

ら､何度も見直して､本当に自分たちのまちにこれで合っているかなということをチェックするのも､

今の時期の大事な仕事だというふうに私は感じています｡
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そんなことで､ニセコの話を含めてさせていただきました｡本当の民主主義が必要だよ｡民主主義を

支えるのは自治だよO自治を､でも動かしていくためには情報が必要だよ｡情報をベースにしてみんな

が意見を闘わせて､そしてある一定の方向へたどり着くということが大事｡しかし､その作業というの

は､必ずしも簡単なことではなくて､みんな日常の生活もあるし､忙しいし､人によっては関心のある

こともあれば､関心のないこともある｡もちろん､それはだめだっていう人もいるかもしれないけれど

も､生活の実態を見たらそうならざるを得ないことだってみんな理解できるはずだ｡

だったら､自治を動かしていくための一般的なルールだとか､一般的な考え方をそれぞれのまちで決

めておけば､少しは安心できるのではないかというのが､ニセコ町まちづくり基本条例の考え方であり

ます｡基本条例ができたからといって,何かが急に変わるというものでもない｡基本条例がないからと

いって､だめだというものでも､実はありません｡基本条例がなくても､いいまちづくりをしていると

ころは全国に山のようにあります｡結局は､条例をつくることが目的ではなくて､地域でいかに生き生

きとした自治を実現するかということが､大事なことだというふうに私は思います｡

あと5分あります｡そこで､最後の話ですが､さっき私は多数決の話をしました｡民主主義は多数決

なのかという話なんですけれども､民主主義というのは多数決ではない｡多数決という方法もあるけれ

ども､そうではない側面も非常に強い｡民主主義というのは､違ったものをお互い認め合うこと｡その

お互いが違っているということを前提にしながら､ある一定の方向にたどり着くプロセスを共有できる

こと､これが私は民主主義ではないかなというふうに思っています｡

共有できるっていうことはどういうことか｡ある方向にたどり着くプロセスをみんなが知ろうと思え

ばわかる｡手にできる｡透明性が高い｡だれが何をいって､どう決まったかということがわかるという

こと｡それから､その決まっていくプロセスの中で､みんなが意見をいえる､口を差しはさめる､反対

だっていえる｡それ､正しいって､賛成だっていえる｡いや､違った考えがあるっていうことがいえる｡

そうすることが､実は民主主義ではないかというふうに私は思うんですね｡

そして､実は民主主義は多数決ともちょっと違うというのは､リーダーの役割が､そこでまた大きな

ものがあります｡実は､地域に住んでいる人みんなが賛成だといってち,それをやらない｡みんなが反

対といってもやる｡そのことを明確にしておくのも､実は民主主義です｡そこをあいまいにしてやるの

は､それはだめですね｡明確にして､民意と違うことをやったときに､責任を取る｡失敗したら責任を

取る｡うまくいったら､みんなから ｢ああ､あれは大したリーダーだな｣っていわれることもあるかも

しれない｡それが大事なことではないか｡

最近､日本ではいくつか､概念のとらえ方が誤っているものがあると私は思っています｡民主主義も

その1つです｡声が大きければそっちへ行く｡人口が少ないところよりも､人口が多いところの人の意

見が大勢を占めると､そっちへ転がっていくのが民主主義だというふうに思われているけれども､それ

はどうも違うらしいということが1つ｡

それから､もう1つ､税金｡税金についても最近はずいぶん概念が間違っている｡自分は税金10万

円納めている｡でも､那覇市役所は私に10万円分のサービスなんてくれないじゃないか｡税金って､

そういうものです｡不公平なものが実は税金です｡コンビニで1万円払う｡1万円払ったら､コンビニ

では1万円分の商品をくれる｡1万円払ったのに､5000円分しかくれなかったら､みんなは文句を

いう｡1万円しか払っていないのに､コンビニで2万円分の商品くれたら､それはおかしい｡普通の人

は1万円分は戻す｡ ｢これ､違いますよ｣と戻す｡普通の人はですよ｡中には返さない人もいるかもし

れないけれども｡コンビニで払うお金はそれで当然｡

309



ところが､税金は自分は10万円しか払っていないのに､50万円分のサービスが来たり､10万円

払っているのに､サービスがまったく来ない｡直接的なサービスが来ないということがある｡普通のお

金と､税金が違っているということを､私たちはいま少しずつ,日本の､特に都市に住んでいる国民の

人は忘れがちになっている｡

こんなことも含めて､自治って何かな｡民主主義って何かな｡税金って何かなということを考えなが

ら､それぞれの地域で､この基本条例を地域に合った形で考えていくプロセス､それも非常に大事なこ

とだというふうに感じています｡

今日は少し早口でしたけれども､私の基本条例に対する基本的な考え方をお話しして終わらせていた

だきます｡どうも､ありがとうございます｡

(拍 手)

仲村未央 (司会) : 逢坂誠二町長､どうも､ありがとうございました｡本当にわかりやすい語り口で､

｢民主主義｣について語っていただきました｡

ともすれば､何でも多いほう､それが正しい､そう思いがちな私たちの日常のいろんな決め方｡それ

に対して､ ｢1つの方向に向かうまでのプロセスをどのように共有をし､公開をしていくのか｣ ｢それ

がいかにわかりやすく示されているか｣が大切であると｡その上に立って､ニセコではまちづくりが行

われ､ ｢基本条例｣につながっていった｡そういうお話でした｡

では､これから10分間の休憩をいただいて､そして､町長を交えまして､いよいよ ｢わった-シマ

の憲法｣について話を進めていきたいと思います｡

それでは､10分間の休憩をとります｡4時10分からの再開となりますので､よろしくお願いしま

す｡

(休 憩)

仲村未央 (司会) : それでは､4時10分を少し過ぎました｡先ほど町長に時間のことをいわれたの

で､何かピリピリしないといけないんじゃないかと思って､緊張をしておりますが｡皆さん､お席にお

着きいだたけますでしょうか｡

先はどの町長のお話､皆さん､水も漏らさぬような､いまにも町長に噛みつくんじゃないかというよ

うな勢いで聞いていらっしゃいました｡

さあ､ここからは逢坂誠二町長を交えまして､私たち沖縄自治研究会がたたき上げてきた､本当にた

たき上げてきたという言葉を使いたくなるぐらい議論を重ねてきた､そういう ｢モデル条例案｣という

ことで皆さんにご提示をし､そして､この部分はどうしても町長にご意見をうかがいたい､あるいはニ

セコではここはどうなっているんですか､というようなことも交えながら､より具体的な話をパネリス

トの皆さんと一緒に進めていきたいと思います｡

それでは冒頭に､私のほうから､皆さんのお手元にお配りしております自治基本条例フォーラム ｢わ

った-シマの憲法をつくりました｣､これに基づいて､いまから10分ほどお時間をいただいてお話を

します｡皆さん､手元に持っていらっしゃいますでしょうか｡それでは､座って失礼いたします｡

これをめくっていただいて､1ページ､2ページ､3ページ､こちらのほうは先ほど島袋純助教授の

ほうから､経過について説明を申し上げました｡そして､私のほうからは､いったいどういうことが沖

縄の私たち自治研究会の特徴であるか､ということを説明していきたいと思います｡
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まず前文｡こちらのほうは文章が流れておりますので､ひと通り読んで､そしてこの前文に基づいて､

各条文の話を進めていきたいと思います｡7ページをお開きください｡

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､私たちは､自治権の獲得を目指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､1つひとつ自治の基盤をつくりあげてきました｡

私たちは､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理

想としています｡

そしていま､私たちは､住民1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｡私たち

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｡

私たち住民は､まちに関わる現在 (いま)と未来のことを自ら決定する自治の主体であり､1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｡

私たちは､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｣｡

前文のほうには､このようにうたってあります｡

私たちのこの条文､1ページずつめくっていきますと､最終的には改正手続き17条というところま

でいきます｡

この前文と全体の条文がどのように関わるかと申しますと､前文は1つの大きな目標であるとか精神､

そういうものを象徴的にあらわしたもの､日本国憲法にも前文がありますが､あれと同じような形でこ

こに定めました｡

そして､たとえば1行目､ ｢沖縄はかつて住民を巻き込んだ悲惨な地上戦で｣というところ､ここに

は平和に生きる権利と平和を希求しる精神が盛り込まれています｡それが11ページの ｢平和的生存

権｣､この部分に条文としては反映されてきます｡ ｢平和的生存権､2条の1項､ ｢暴力､貧困､抑圧､

寛境破壊にさらされることなく､平和のうちに生活し｣とか､その2項では ｢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｣とある｡このような形で､条文が1つ

ひとつ盛り込まれてきます｡

そして､もう1つ､下のほうにおりていきます｡たとえば､そのすぐ後､前文の冒頭のはう､ ｢貞重

な自然や文化遺産を損なってきました｣｡これを見ますと､13ページの ｢環境権｣につながってきま

す｡ ｢環境権｣では､まず3条の1項として､ ｢自然は人類共通の地球の財産であり､私たちはそれを

次世代へ保存し､保全継承する責任があります｣ということになります｡

そして､また前文のほうに戻ります｡たとえば､いろんな米軍の犯罪など､いまでもあります｡ある

いはその土地の問題も､あるいは事件事故というのも､やはり新聞などでも日常的に騒がれます｡そう

いうものを受けて､私たちは ｢基本的人権｣ということについても､特にこの沖縄における､大きな項

目として､特徴的な部分として定めてあります｡

15ページをお開きください｡こちらには ｢基本的人権を守る権利｣として､ ｢人権｣が ｢人類普遍

の原理である｣ということを確認し､この条例の下でも､もちろん憲法と同じように､私たちはそれを
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侵害するものに対して異議を唱えたり､行動する権利､義務を持っていると｡そして､何よりも議会や

行政が前面に立って住民の人権を守るべきであると｡これが ｢人権の砦｣という表現になっています｡

16ページ｡ ｢人権の砦｣ということで､用語解説があります｡ ｢沖縄では戦後､3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､闘いの矢面に立ったのが､公選で選ばれた､市町村長および市町村議会および

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｣

ということで､このように用語の解説1つひとつを含めまして,もちろん法律の専門家でもないメン

バーである私たちがこのように解説も含めてつくってきたものです｡そして､その前文にうたう精神､

いま申しあげた ｢基本的人権｣､あるいは ｢外交権｣について､自治体がその外交の主体であるという

ことに触れた部分において､これを1つひとつ担保する手続きを､じゃあどうするのかというと､たと

えば､17ページの ｢まちづくりに参加する権利｣ ｡ ｢住民には､まちづくりのすべての過程に､参加

し決定する権利｣がある｡

このようなことを定めながら､ ｢まちづくりへの参加｣､あるいは ｢教育と学習の権利｣､19ペー

ジです｡それから､20ページになりますと､ ｢まちづくり活動団体｣､いわゆるNPOとかNGO､

そういう団体も含めてどのようにまちづくりに参加していくのか｡

さらに22ページを開けますと､ここからはまた ｢議会､議員の責務｣｡議員は何をしなければなら

ないのか､吉碁会は何をしなければならないのかということを定めてあります｡

さらに､25ページには ｢首長の責務｣｡市町村長､県知事とは何をしなければならないのか｡

さらに開けますと､27ページには ｢職員の責務｣｡役場の職員､役所の職員というのは､どのよう

な仕事をやるべきなのかということも含めて､さらに ｢情報の共有｣へとつながっていく｡このように､

条文に基づいて､いま､こちらにパネリストが ｢議会の責務｣ ｢職員の責務｣ ｢首長の責務｣と並んで

いますけれども､この中の条文の､今回は6項目を取りあげて､町長と､そして島袋コーディネーター

を交えてお話を進めていきたいと思います｡

ということで､これから､そのつどページを使ってひも解いてまいりますので､どうぞ条例案をご覧

になりながら､議論のほうに加わってくださいますようによろしくお願いします｡

それでは､早速､次のプログラムです｡コーディネーター島袋純､そして､コメンテーター逢坂町長

ということで進めてまいりたいと思います｡パネリストの皆さん､よろしいでしょうか｡自己紹介とい

う形で､首長の責務の玉城デニーさんのほうから､とりあえず3人自己紹介を先にされて､それから

｢首長の責務｣から始めましょう｡お願いいたします｡

玉城デニー : 皆さん､こんにちは｡沖縄自治研究会会員番号21番､番号があれば21番にしたいと

思いますが､沖縄市議会議員の玉城デニーです｡今回は､ ｢首長の責務｣ということで､まとめ役､コ

ーディネーターで関わらせていただきましたので､私がみんなで話し合ったことを代表してお伝えした

いと思います｡よろしくお願いいたします｡

島仲徳子 : 皆様､こんにちは｡那覇市役所に勤めております島仲徳子と申します｡今回のモデル案の

紹介では､ ｢職員の責務｣を担当いたします｡私が役所の職員だからだと思います｡よろしくお願いい

たします｡
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高里鈴代 :｢議会の責務｣を担当いたします､那覇市諺会議員の高里鈴代です｡4期日になりますが､

いったい4期､何していたんだと反省しながら､論議に参加していました｡

(拍 手)

仲村未央 (司会) : ありがとうございます｡それでは､この3人をまずパネリストにしながら､まず

首長の責務について､玉城デニーさんの報告をお願いします｡デニーさん､よろしくお願いします｡

玉城デニー : それではよろしくお願いいたします｡ ｢わった-島の憲法をつくりました｣､この自治

基本条例フォーラムの資料の25ページをどうぞお開きください｡

25ページには､ ｢首長の責務｣ということで､条文と総論､そして条文の解説が載っております｡

基本的に私たちそれぞれがグループをつくって､みんなでブレーンストーミング (集団で創造的に考え

ること)をし､そして､1枚1枚の紙に書かれているものを全部まとめていきながら､1つの流れとし

てみんなで認識していこうというふうにとらえてつくっていったものです｡そして､書いている言葉は

そのまま普通に話し言葉だったり､あるいは思いだったり､いろんな形で､それぞれ個人個人の自由な

形で紙に書いて貼りつけました｡それを条文という形で整理をしたのが､ここに載っております ｢首長

の責務｣で､9条の1項から9条の5項までにまとめております｡

なお､ ｢首長の責務｣､それから ｢職員の責務｣ ｢議会の責務｣というのは､それぞれが行政を進め

ていくうえで､事務や事業を進めていくうえで､それぞれが関連しているところもありまして｡ですか

ら､お互いに認識として条文の中に織り込んであるところと､それぞれの責務として織り込んであると

ころがあります｡ご覧いただいたら､その内容はすぐお分かりいただけると思います｡

9条の1項は､首長は住民全体の奉仕者であるということです｡条例を尊重し､公正に自治体の行政

を執行しなければならない｡

9条の2項は､住民のニーズを正しく把握することに努めなくてはならない｡

9条の3項は､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と住民の参画を促進しな

ければならない｡

9条の4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､かつ十分に住民に説明する｡

これはいわゆるいいっぱなしではいけないということです｡選挙公約がそのまま住民の生活の平安と幸

福につながることを､選挙で公約として住民に約束をする｡そして､それを達成するために､どういう

ふうに取り組んでいるかという情報を開示し､提供しなければいけないということですね｡

9条の5項は､自治体の行政運営の効率化に努め､職員を育成し､住民へのサービス向上に努めなけ

ればならないということです｡多少語句が欠け落ちているところがありますが､そのへんはご了解いた

だきたいと思います｡住民へのサービス向上に努めなければならないということで､その総論と条文の

解説が載っておりますので,そこをご覧いただければ分かると思います｡

さて今回､この ｢首長の責務｣で､私が逢坂町長に少し質問をさせていただきたいのは､特にリーダ

ーの役割についてです｡逢坂町長にいろんなお話を聞かせていだきましたが､その中で日本の国全体の

自治が､そのあり方が問われているということをおっしゃいました｡それとあわせて､では､首長とし

て､住民自治をどのように進めていくかということを､私のこの ｢首長の責務｣の9条の5項､ ｢首長

は､自治体の行政運営の効率化に努め､職員を育成し､住民へのサービス向上に努めなければなりませ

ん｣｣にポイントを絞って質問をしたいと思います｡
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その解説が後ろに載っているんですが､やはり首長は行政のトップマネージメントとして､行財政運

営の効率化ですとか､あるいは職員の育成､研修､それはただ職員になったら終わり､研修期間が過ぎ

たら終わりということではなくて､常に首長の考え方を､その行政内部で職員のみんなが分かっていな

いと､住民への説明や住民と協働のまちづくりというのはできないのではないか｡

そこで､ニセコ町では､逢坂町長がまず真っ先に職員の理解を深めるについて取り組まれていますね｡

これについて聞かせていただきたいと思います｡ひと言ずつ進めましょうね｡ひと言ずつといいますか､

一間ずつ､進めさせていただきたいと思います｡

仲村未央 (司会) : では､逢阪町長｡町長になられて､町長ご自身が財政の係長から町長への出馬と

いうことで､さまざまな抵抗や反応あったかと思いますが､そのへんは町長､どのような形で進められ

たのでしょうか｡

逢坂奴二: 職員に対してはいろんなことがあるんですが､まず1つは､職員の資質を高めるというこ

とがありました｡日本の市町村の職員は､能力は高いんですけれども､能力開発はほとんどされていな

いのが実態だと私は思っています｡ですから､職員の研修というものに相当力を入れております｡1つ

は､座って知識を得るということ､それからもう1つは､交流するということと実践するということ､

これを非常に強く心がけています｡

それから､もう1つは､住民と役所の行政の情報共有というのも大事なんですが､職員と私の間の情

報共有というのも非常に大事でして､いかに私の考えを広く職員に知ってもらうかということに心がけ

ているわけです｡その1つの事例として､毎朝私が役所に出勤をしたら､町長室日記というのを書きま

して､それを全職員にパソコンの電子メールで送っています｡それを読むこと､あるいはそれをネタに

して職員が議論をすること､あるいは私と話をすることで､少しでも理解を深めてもらうなんてことも

やっています｡

それから､リーダーとして非常に重要なのは､指示をいかに具体的に出すかということだと思います｡

私が選挙で闘ったのは､現職の町長さんだったものですから､私の上司に当たるわけです｡当然､職員

組合とかは､私に残念ながら支援をいただけなかったので､当遺しますと､敵が役所の中に入ってきた

という感じになり､私が指示を出したことに対しては､基本的にはすべて反発をするというのが現実で

した｡

しかし､それはよく考えてみると､私の指示が具体性に欠けていたという反省も､私自身にありまし

た｡だから､たとえば､先はどどなたか､まちの名前は忘れましたけれども､地域の方に分かりやすい

予算の説明書をつくってくださったまちがありますが､ああいう作業をするときも､職員にそのことを

言葉だけで説明したのではまったく理解をしてもらえないんです｡だから､そこをいかに具体的に指示

をするか､具体性というのを非常に心がけているところです.研修と情報共有と､リーダ-としての指

示の具体性というのは､私の心がける点でございます｡

玉城デニー : その指示の具体性ということについて､やはり何回かの段階を経て､1つの形を踏まえ

ていこうという手法をとられたんですか｡それとも､どんどんこちらから出していって､こういうふう

にしてくれと指示を出していって､分からないものはどんどん聞いてくれということでの､岨噛 (そし

やく)を繰り返していったわけですか｡
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逢坂誠二 : パターンはいくつかありまして､定型的なものではないです｡事例によってはいろいろ変

わってくると思います｡

たとえば､先ほど説明した､分かりやすい町民向けの予算の説明書をつくるときは､私はとりあえず

町民向けに分かりやすい予算の説明書をつくりたいから､ ｢こうこう､こんなものをつくってくれ｣っ

て指示を出したんです｡ところがまったく職員は動かなかった｡で､私は ｢何で動かないんだよ｡こん

な簡単なもの｣っていったら､ ｢実は､いっている意味がよく分からない｣というんです｡それで､職

員はすぐ ｢どこの事例ですか｣とか､ ｢どこへ調べに行けばいいですか｣とか､ ｢何県の何とか町でつ

くっているんですか｣みたいなことを聞いてくる｡ ｢いや､全国どこにあるか分からない｣といったら､

｢じゃあ､つくりようがない｣というわけです｡ ｢ああ､そうか｣っていうことで､これは指示が悪か

ったんだなって｡

それで､その次にやったのは､私は絵に描きまして､こんなことだよと｡そしたら､ ｢あ､こんなこ

とでいいんですか｣という｡ ｢だから､早くつくれっていっているだろう｣って｡ ｢これだったら､う

ちの課には説明資料ありますから､じゃあこれ出せばいいですね｣ ｢あ､それ出せばいいよ｣｡ところ

が､隣の建設課へ行ったら､そういうのがない｡じゃあ似たようなものをつくってと｡教育委員会へ行

ったら､ ｢いやあ､あそこぐらい詳しくやるのは無理だから､全体のレベルが保てないから､ちょっと

うちでは出せません｣とかいうわけです｡公務員ってそういうところあるんですね｡レベルがちょっと

違っていると､公平性に欠けるから出せないとかって｡ ｢いや分かった､それは適当でいいからやって

ください｣と｡それで最後は､とにかく形にして､バチンととめて1年｡つくってしまえばこっちのも

ので､2年目からは実例があると次はうまくつくれるんです｡そんな感じですね｡

玉城デニー : はい､うまく公務員の考え方を利用していらっしゃるのは､やはりご本人が行政出身だ

からではないかなという気もいたします｡

実際にそれをつくってみて､今度は職員と住民との情報の共有というのは､着実に目に見える形で進

んでいったんですか｡

逢坂誠二 : 一番先に困ったのは､実は住民ではありませんでした｡住民の一部ではあるんですけれど

も､議会でしたね｡実は､その予算の説明書をつくって､議会の皆さんが､いままで自分たちがいかに

予算を知らなかったかということが分かったんです｡いろいろ議会で審議はしているんだけれども､実

はほとんど分かってなかったと｡予算書を見るよりこっち見たほうが議論しやすいと (笑)｡

というようなことで､いろんな理解が深まってきたということがあります｡そういうふうになると､

今度は住民の中に何人か情報にたけた人が出てくるようになるんですね｡その人が周りを引っぼってい

くというんでしょうか｡たとえば､茶飲み話しているときに､ ｢いやあ何か､ニセコで農業にぽっかり

補助金出しているみたいだよ､あれちょっとおかしいんじゃないの｣って話が出るようになる｡そうす

ると､いままで関心がなかった人も､ ｢ええっ､農業ってそんなに補助金だらけなの｡みんなが実は農

業って補助ぽっかりもらっていると思っているんだけど､なんかまちの説明書みたら､教育も補助事業

ぽっかりだよ｡校長会とか教頭会とか､10万円とか8万円とかたいしたことのない金額をいっぱい出

している｡これは何しているんだろうかね｣というようなことで､疑問に思うようになる｡そうすると､

職員にも聞いてくる｡そんなプロセスが生まれるのかなと思っています｡
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玉城デニー : こちらからどんどん職員に対して町長が指示を出し､それをつくることによって議会が

理解をし､そして､それを住民の皆さんが手にすることによってそこからフィードバックが返ってくる｡

そのときにまた職員や担当者が研修をしていくというシステムですね0

逢坂誠二 : そう研修､要するにコミュニケーションですね｡何なの､あ,こうだよって｡そんな感じ

ですね｡

玉城デニー : 首長の責務の中で､やはりこういうふうに職員の質､もともと持っている質を高めてい

くということが､リーダーとしての一番大きな役割｡ましてや役所というところは､自分たちが分から

ないものにはふたをして､知らなくてもいいものだけ情報公開していますよといわれかねないような現

状の中にあって､首長の､職員にどう分からせ､それをまたどう伝えていくかということの努力という

ことが､この首長の責務にあるんですね｡私たちもしっかりととらえて進めていきたいなと思います｡

島袋先生｡

島袋純 : デニーさん､これ私たちが話し合った中で､一番問題になったのが､選挙公約のところです

よね｡1､2､3､それから5は､大して目新しいことをいっているわけではないのです｡ところが､

｢選挙公約｣については､今まで日本の政治家というのは､選挙公約を非常にないがしろにしてきた､

選挙の時にいいたい放題いって､当選したら結局､あとは知らないふりしてきたのではないかと｡まっ

たく当てになりませんでした｡選挙公約の達成状況については毎年分かりやすく住民に説明していただ

きたい｡

選挙公約というのはちゃんとした住民との約束であるべきじゃないのかなということでしたね｡そうい

う問題提起をして9条の4項に入れたと思うのです｡

ですから､この条文について､逢坂さんはどういうふうなお考えを持っているのか､こんなことはあ

り得ないよという感じで思っていらっしゃるのか､あるいは､いま､選挙公約ってそもそもこういうも

のだというご自分の定義を含めまして､これについてのお話をひとつ聞きたいのですが｡

逢坂奴二: 選挙公約っていうのはすごく難しい言葉だと思います｡ここの会場にお越しの皆さん､選

挙公約といったらどんなことを思い浮かべますか｡何か選挙公約を掲げて､首長になったらそれを全部

実現してくれるものだというふうな印象をお持ちになるかと思うんですが､そういう側面もあるんです

けれども､それに取り組むという目標である側面もあって､実現できないという性格もその中にはある

んです｡

だから､そういう意味でいうと､ちょっと条例の技術上の話をすると､選挙公約は､一般的にみんな

が理解する言葉なんだけれども､この言葉をここで使うのは､ちょっと厳しいかなという印象を私は持

っています｡

(拍 手)

仲村未央 (司会) : 何か拍手が起こっていますけれども､最近マニフェストという言葉もちょいちょ

い出ていますよね｡
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