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Ⅱ 沖縄自治研究会の経緯

1､沖縄自治研究会の経緯･日.
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< 活 動 経 過 >

0､研究会立ち上げ準備 会合多数

01年8月～12月にかけて研究会の核となるメンバーを開拓､研究支援体制の確立｡

1､2002年 1月 5日 設立会議

テーマ :研究会の目的､構成､年次計画､助成金について (島袋純報告)

2､1月18日 テーマ :自治基本条例とは何か

報告 (徳田博人 琉球大学助教授)

報告 (島袋純 琉球大学助教授)

3､2月2日

4､2月23日

5､3月30日

テーマ :自治基本条例の必要性について

テーマ :自治基本条例において必要な条項

立ち上げシンポジウム及び前期定例会について

テーマ :(ヨシンポジウムの内容最終決定

②定例会 (研究報告講座)の内容決定

③ホームページの立ち上げについて

6､4月6日 研究会発足記念シンポジウム

メインテーマ :｢新しい自治体とこれからのまちづくり｣

トータルコーディネーター :島袋純 (琉球大学助教授)

基調講演 :辻山幸宜 (自治総合研究所理事兼主任研究員)

報 告 :翁長正貞 (西原町長)

パ ネ ル :｢まちづくり第一歩､いま何が必要か｣

コーディネーター :仲地博 (琉球大学教授)

レポー ト:江上能義 (琉球大学教授)

高良鉄美 (琉球大学教授)

前津柴健 (沖縄国際大学教授)

7､5月11日 (前期第一回報告会講座)

テーマ :危機にある自治とその再生に向けて

(∋ なぜ今､まちづくり基本条例が必要なのか (島袋 純 琉大助教授)

② ニセコ町の取り組みとその意義について (前城 充 南風原町職員)
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③ 基本条例とは何か､その可能性と限界について (徳田博人 琉大助教授)

8､5月25日 (前期第二回報告会講座)

テーマ :どうすれば人権は?一人権条項と最高法規性-

(∋ 抵抗権と最高法規性 (仲地 博 琉大教授)

(診 自衛権と平和的生存権 (高良鉄美 琉大教授)

③ 国際条約から見た人権と自治権 (島袋 純 琉大助教授)

9､6月8日 (前期第三回報告会講座)

テーマ :コミュニティと住民の自発的組織の役割

① 住民自治組織の現状と課題 (前津柴健 沖国大教授)

② 住民主体のまちづくりの方法 (屋比久功 沖縄市職員)

③ NGO･NPOとまちづくり (横山芳春 那覇市職員)

10､6月22日 (前期第四回報告会講座)

テーマ :自治体議会は何のためにあるのか?

(∋ 住民主権と議会の役割 (照屋寛之 沖国大講師)

② 議会の運営､このままでいいのか (又吉健太郎 浦添市議)

③ 議会と行政の役割分担一自治財政権を主に- (島袋 純 琉大助教授)

11､7月6日 (前期第五回報告会講座)

テーマ :行政の役割と行政への住民参画

① 行政組織のあるべき姿 (江上能義 琉大教授)

② 計画や政策決定への住民参画 (徳田博人 琉大助教授)

③ 住民主権と行政評価 (宗前清貞 琉大講師)

12､7月20日 (前期第六回報告会講座)

テーマ :まちづくりの担い手 :住民と情報共有

① 何のために情報は共有されるべきなのか (前津柴健 沖国大教授)

② 政策学習と住民投票制度 (大域渡 名桜大学専任講師)

③ まちづくりの担い手 :住民を育てる自治の権利 (屋比久功 沖縄市職員)

13､8月3日 (前期第七回報告会講座)

テーマ :新しい自治の権利とこれからの自治体

(9 自治の主権者 :住民とは (仲地博 琉大教授)

② 自治体の環境権 (高良鉄美 琉大教授)

③ 新しい自治の権利とこれからの自治体 (島袋 純 琉大助教授)
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14､8月 10日

テーマ :後期研究定例会 (研究講座)の形態とスケジュールについて

(丑 後期定例会-講座の目的

(参 スケジュール

③ ワークショップについて

15､9月 14日

テーマ :前期研究定例会-講座総括と後期講座の内容

16､10月 19日 (後期第一回ワークショップ講座)

テーマ :ワークショップを体験する (比嘉穂乃 沖縄社会福祉協議会主事)

17､11月2日 (後期第二回ワークショップ講座)

テーマ :後期ワークショップの審議の進め方見直しについて (島袋純 琉大助教授)

(丑 講座の目標

② 審議項目

③ wsの進め方

④ 事前学習 (ML･掲示板)

18､11月 16日 (後期第三回ワークショップ講座)

テーマ :① 教 育 権 (与那嶺武 西原町職員)

② まちづくりの参加の権利 (島袋友一 西原町職員)

③ コミュニティ ･NPOの役割 (堀井大 沖縄県庁職員)

19､11月21日 (研究報告会)

テーマ :(丑 ｢西尾私案｣についての報告会

地方自治学会での議論 (佐藤 学 沖縄国際大学教授)

自治学会での議論 (島袋 純 琉球大学助教授)

(診 伊丹市 ･生野町調査報告 (島袋 純 琉球大学助教授)

20､11月30日 (後期第四回ワークショップ講座)

テーマ :(∋ 議会のあるべき姿 (高里鈴代 那覇市議会議員)

(診 市長のあるべき姿 (玉城デニー 沖縄市議会議員)

③ 職員のあるべき姿 (比嘉俊雄 浦添市職員)

21､12月 14日 (後期第五回ワークショップ講座)
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テーマ :① 総合計画 (知念弘聡 群計画)

(診 財政自主権 (上見充寛 社会大衆党職員)

③ 政策評価 (島仲徳子 那覇市職員)

沖縄自治 研究会専用事務所 (会議室兼用)獲得､忘年会等開催

22､03年 1月9日 (研究報告会)

テーマ :(∋ 水俣視察報告 (宗前 清貞 琉球大学講師)

② 神野直彦 『地域再生の財政学』読書報告 (島袋純 琉大助教授)

23､1月 11日 (後期第六回ワークショップ講座)

テーマ :(∋ 情報共有 (佐藤学 沖縄国際大学教授)

② 住民投票制度 (島袋友一 西原町職員)

③ 対外関係 (伊波洋一 沖縄県議会議員)

24､1月25日 (後期第七回ワークショップ講座)

テーマ :(丑 前 文 (中村未央 沖縄市議会議員)

(診 総 則 (前城 充 南風原町職員)

③ 改正手続 (島袋純 琉球大学助教授)

25､1月30日 (研究報告会)

テーマ :兵庫県生野町のまちづくりと自治基本条例

(和田幸司 生野町まちづくり政策課主査)

26､2月8日 (後期第八回ワークショップ講座)

テーマ :(丑 環 境 権 (中嶋栄子 フリーライター)

(診 平和的生存権 (屋良朝博 沖縄タイムス記者)

③ 抵 抗 権 (新崎盛幸 沖縄市職員)

27､2月 11日 (後期ワークショップの総まとめ) (まとめ役 :島袋純)

テーマ : 自治基本条例のたたき台一条一句の野再吟味と精査

28､2月 15日 02年度研究成果報告シンポジウム&ワークショップ

テーマ : 沖縄自治研究会 自治基本条例モデル案報告シンポジウム&ワークショップ

｢これからのまちづくり｣～みんなで知ろう､みんなで考えよう～

経過報告 :島袋 純 琉球大学助教授

基調講演 :江上能義 琉球大学教授

会 場 :西原町中央公民館ホール
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29､2月22日 追加ワークショップ

テーマ :シンポジウムでの意見をどう生かすか

30､3月 8日 年度最終研究報告会及び企画会議

テーマ :先進自治体の取 り組み

(D 三重県の事例 曽根浮

② 栄村その他の事例 潮平芳和

(参 来年度企画の目的と内容

31､4月 18日 特別勉強会

テーマ : ｢まちづくり基本条例制定から2年､これからのニセコ｣

講 師 : 片山健也氏 (ニセコ町役場 企画環境課長)

会 場 : 那覇職員研修所 201号室

32､4月 19日 特別勉強会

テーマ : ｢市町村合併､ニセコ町の対応｣

講 師 : 片山健也氏 (ニセコ町役場 企画環境課長)

会 場 : 南風原町立中央公民館ホール

33､4月26日 03年前期第 1回定例研究会

テーマ :(∋ 平和的生存権 潮平芳和

② 環境権 中嶋栄子

③ 権利守 り権 新崎盛事

34､5月 10日 前期第 2回定例研究会

テーマ :(∋ 住民参加権 難波田至吾

(さ まち活動団体 照屋勉

(卦 教育学習権 与那嶺武

35､5月 12日 特別勉強会 【読み合わせ会】

テーマ : ｢今後の地方自治制度のあり方についての中間報告｣

36､5月24日 前期第 3回定例研究会

テーマ : (》 職員の責務 島仲徳子

(診 首長の責務 玉城デニー

③ 議会の責務 高里鈴代
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37､6月2日 特別勉強会

テーマ : ｢地方分権改革推進会議とは?｣

会 場 : 沖縄国際大学 9号館 6階小会議室

38､6月 7日 前期第4回定例研究会

テーマ :(∋ 総合計画 比嘉俊雄

② 財政自主権 上見充寛

③ 政策評価 曽根純

39､6月7日 沖縄自治研究会ニュー ･ガバナンス ･フォーラム

テーマ : ｢激変 !これからの自治～改革の主役､若い力～｣

基調講演 : 伊波洋一 宜野湾市長

討論者 : 島袋純 琉球大学助教授

パネリス ト:比嘉美和 琉球大学島峡3年 ･他

総合司会 : 仲村未央 沖縄市議会議員

場 所 : 沖縄国際大学5号館1階講堂

40､6月 11日 特別勉強会 par15

テーマ : ｢地方財政勉強会｣

会 場 : 沖縄国際大学 9号館6階小会議室

講 師 : 前村昌健氏 (沖縄国際大学教授)

41､6月21日 前期第 5回定例研究会

テーマ :(∋ 情報共有 前城充

(診 対外関係 屋良朝博

③ 住民投票 照屋勉

42､7月2日 特別勉強会

テーマ : ｢豊見城市の､私たちの生活と "よさん"発刊報告会｣

講 師 : 翁長卓司氏 (豊見城市役所総務部財政課 主査)

43､7月5日 前期第6回定例研究会

テーマ :① 改正手続 曽根純

(診 総則 前城充

③ 前文 仲村未央

44､7月 10日～13日 第 1回 激変 !自治の旅～ニセコ町編～ (17名参加)
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訪問先 :北海道ニセコ町 ･札幌市

内 容 :ニセコ(ヨ ニセコ町 ･総務課参与 ･総務課長 ･財政係長報告

② 逢坂誠二ニセコ町長講話

③ ニセコ町 ･駅の道 ･図書館 ･温泉施設 ･椅麗街道視察

札 幌(∋ 山口二郎北大教授の講話 ｢自治体改革と再編の展望｣

② 札幌市企画調整局情報化推進部 北川憲司氏講請 (IT推進課CRM担当

係長)

③ 札幌市コールセンター視察

45､7月21日 前期第7回定例会 ･全体ワークショップ

テーマ : 平和的生存権～議会の責務

46､8月2日 前期第8回定例会 ･全体ワークショップ

テーマ : 総合計画～前文

47､8月9日 前期最終研究会､法律 ･研究者会議

テーマ :自治法との整合性と法的再検討

49､8月23日 自治基本条例試案報告フォーラム

テーマ : 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～

司 会 : 仲村未央 沖縄市議会議員

経過説明 : 島袋純 琉球大学助教授

基調講演 : 逢坂誠二 北海道ニセコ町長

フォーラム :(司会/仲村末央､コーディネーター/島袋純､コメンテーター/北海道ニセコ

町 逢坂誠二町長)

会 場 : 琉球大学法文学部新棟215講堂

50､8月26日 自治基本条例モデル条例最終検討会議

テーマ :モデル条例の完成
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