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Ⅲ 2003年前期 研究会議事録
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③ 基本的人権を守る権利 (ファシリティータ
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(9 まちづくりに参加する権利 (ファシリティータ: 難波田 到吾)

② まちづくり活動団体 (ファシリティータ: 照 屋 勉 )

③ 教育と学習に関する自治の権利

(ファシリティータ: 与刃臓 武 )

前期第3回 定例研究会 研究会議録 (会合36･5月24日)

(9 職員の責務 (ファシリティータ: 島 仲 徳 子)

② 首長の責務 (ファシリティータ: 玉 城 デニー)
③ 議会及び議員の責務 (ファシリティータ: 高 里 鈴 代)

前期第4回 定例研究会 研究会議録 (会合38･6月7日)

(9 総合計画 (ファシリティータ

② 財 政 (ファシリティータ

③ まちづくりに関わる仕事の評価
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(ファシリティータ: 曽 根 浮 )

前期第5回 定例研究会 研究会議録 (会合41･6月21日)

(》 情報共有 (ファシリティータ

② 対外関係 (ファシリティータ

③ 住民投票制度 (ファシリティータ
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前期第6回 定例研究会 研究会議録 (会合43･7月5日)

① 改正手続 (ファシリティータ: 曽 根 浮 )

② 前文 ･総則 (ファシリティータ:仲村未央･前城充)
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前期第 1回 定例研究会 研究会議録 (会合33･4月26日)

①平和的生存権

潮平 芳和 :(報告)

皆さん､おはようございます｡いきなり記念すべき前期の第一回目､トップバッターに立ってしまい

ました｡普段怠けている私が一番バッターというのは責任重大です｡本来ならネット上で議論を深める

べきところを､私の方に不行き届きな点があり､事前に皆さんにメッセージを届けることができなくて､

失礼しました｡

今日は､二枚の紙をお配りしました｡これはあくまでも､解説文書の原案ではなくて､原案作成前の

たたき台という理解いただき､これを大いにたたいて､成案に仕上げることが出来ればなと思います｡

時間が15分ということですので最初にパッ-と解説案文を読み上げ､それに若干説明を加えて行くよ

うにしたいと思います｡

【読み上げ]

条文 1.自治体は､全ての住民が平和のうちに生活し､居住する権利を具体的個別的に保障する義務を

負っています｡また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｡

これを解説するにあたって､まず ｢平和的生存権｣が何処に由来しているのかということを記述して

います｡では､一応バッ-と読みます｡

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

ている｡｢平和的生存権｣の源は､フランクリン･ルーズベルト大統領が出した ｢四つの自由｣(1941

年 1月-言論の自由､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｣(199

4年8月締結)であることは､よく知られる｡

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

恐怖と欠乏から平和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｡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的原型だと見る｡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る｡

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､太平洋憲章のそれを超え

た､日本独自の ｢進化型｣というべきであろう｡

(これに説明を加えますと､前期の講座で高良先生が行ったプレゼンテーション､報告を基本にしてあ

ります｡)

｢平和｣は ｢戦争の対概念ではなく､窮乏の対概念｣､つまり ｢欠乏｣が ｢平和｣の対概念だという学

者 (ピピト)がいる｡我々は ｢Piece｣の対概念は ｢War｣ではなく､｢Pieceless｣(平

和でない状態)だと確認した｡

(これも､高良先生の提起でありました｡今のような流れを踏まえた場合にそういう平和というものを､
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｢pie°e1ess｣という言葉がありましたけども､俗な言い方をすれば､それは ｢戦争がなくて

も平和ではない｣という言い方で説明できるだろうということです｡)

戦後この方､我々は真の ｢平和｣を手に入れ 享受しているのだろうか｡本来､安全を守るはずの安

全保障条約によって､沖縄県民は生命と財産の安全を脅かされてきた｡度重なる米軍演習､航空機騒音､

米兵絡みの凶悪犯罪などは､県民の心と体､沖縄の貴重な自然､生き物たちに､絶えずダメージを与え

続けてきた｡

(この下りは､後期の講座で屋良さんがフアシリテ一夕を務めたときに､彼がこの二国間条約の問題提

起をしていた際の理論をこんな形でまとめております｡)

憲法の定めに基づき国家は国民が ｢恐怖と欠乏から免れ､平和のうちに生存する権利｣を保障する責

務があるのと同様､地方自治体には憲法の三原則および地方自治体の本旨に則って､住民の ｢平和的生

存権｣を守る責務がある｡それは自治体の存在意義そのものだと言っても過言ではない｡

自治体には ｢非核港湾条例｣の制定等､平和的手段により住民の人権と生命を守る ｢自衛権｣がある

と信じる｡

(この下りは､高良先生が提起されたことで､｢自衛権｣と ｢平和的生存権｣をテーマにしたワークショ

ップの時にそういうことを言っておりました｡これは面白いなということで盛り込んでおります｡)

｢自衛｣と ｢外交｣が､住民の人権と生命を守る有効な手段であるとするならば､それが国家の専権

事項に止まる理由はどこにもない｡主権者である住民の負託に基づき､自治体はまちづくりの施策の主

体であるのみならず､国際関係の主体であるということができる｡自治体はまちづくり施策と対外関係

を通じて､世界の平和と人類の幸福に貢献しなければならない｡

｢平和的生存権｣を実体あるものにするには､ハード､ソフト問わず､あらゆる場面で ｢平和｣や ｢持

続可能な環境｣の破壊を許さず､維持･発展させるという具体的な施策の展開が不可欠である｡自治体と

住民が ｢平和｣を希求し､協働のまちづくりを進めることは､憲法の精神に合致し､時代の要請に応え､

新しい価値を創造していく崇高な行為である｡

とりあえず､こんな形のまとめ方をしております｡前段の ｢平和的生存権｣の背景の中で､高良先生

がおっしゃられていた事で非常に印象深いのは､原爆投下の前と後では､やはり ｢平和的生存権｣の意

味合いが違ってきたということです｡つまり､その原爆投下によって世界は無差別､非人道､大量殺教

が可能な時代に入ったということが言えるということです｡そういう中で日本は被爆体験や､数百万人

の国民が犠牲になったというような経験をし､沖縄をはじめ多くの地域が焼け野原になったという悲惨

な経験をしました｡こうしたことが､日本の ｢平和的生存権｣を語るときには見落としてはならない事

だと強調されており､そういった被爆体験､戦争体験は抑えておくべきだろうということです｡ 後､こ

れを書きながら少し思ったことは ｢平和的生存権｣の背景などは大体分かったのかなという気がします

が､条項の意図を明確にする意味で､もう少し ｢平和｣とは何なのかというようなことの肉付けが必要

なのかなという感じがします｡

条文2.すべての住民は､暴力､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､

居住する具体的個別的権利をもっています｡

という条文です｡それに関して､

戦争がなくても､住民が暴力や貧困､環境破壊にさらされ､人権や生命の安全が脅かされているのな
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ら､それは真の意味での ｢平和｣の状態とは言えない｡

(裏を返せば､真の ｢平和｣とは上記条文2.に書いてある暴力､貧困､抑圧､環境破壊にさらされな

い状態｡つまり､戦争がない状態だけにはとどまらない状態だと言えると思います｡)

日本国内に存在する米軍専用基地の75%が集中する沖縄の住民にとっては､｢平和｣はいかにそれを

享受するかという理念や机上の空論ではなく､日常生活に密着した個別､具体的な課題です｡

国と沖縄県が争った代理署名訴訟において､沖縄県が ｢平和的生存権は戦争行為 (戦争類似行為､戦

争準備行為､戦争訓練､基地の配置管理なども含む)によって､生命の危険に脅かされることなく､平

穏な社会生活を営むことを阻害されない権利を重要な内容とする｣と主張したのは､我々沖絶県民の生

活実感と歴史的体験に根ざしたまっとうな主張だと思います｡

沖縄県民の主張は最高裁によって退けられた｡ここで問われるのは､その司法判断を我々沖縄の住民

はこの国の主権者として､甘受するのか否かです｡すべての住民は､自らの人権と生命を脅かす者に抗

い､基本的人権を最大限保障するようを求める具体的､個別的な権利を有するのではないでしょうか｡

条文3.平和のうちに生活し､居住する権利は､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｡

｢平和的生存権｣は､日本国憲法の前文､九条､十三条に依拠するものと考えられる｡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

なされてきました｡

しかし､｢憲法の番人｣｢人権擁護の砦｣であるはずの司法が､憲法の精神を否定することは､それ自

体､究極の自己矛盾であろうと思います｡主権者である国民は､(住民といったほうがいいいですかね?)

そうした矛盾を克服し得ない司法及び立法､行政の三権の現状を看過することなく､自分の足元や地域

から憲法を生活の中に定着させ､同時に憲法そのものを進化させる権利がある｡

平和のうちに生活し､居住する権利は､人類普遍の権利であり､何人にもこれを脅かしたり､奪い取

る権利はない｡市民に対する武力行使は､国際法違反にとどまらず､人類普遍の権利に対する冒涜であ

ると認識されるべきだと思います｡｢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

なければならないのではないでしょうか｡

メールでも少し書きましたが､これは去年の前期､後期の講座と､仲地先生､水島先生の ｢沖縄憲法｣

という本や､代理署名裁判の記録 ｢沖縄コラム現代史｣岩波書店から出版されていますが､その中に ｢平

和的生存権｣という項目があります｡そういったものを参考にしてまとめてあります｡早い話が､高良

先生や仲地先生がこのプレゼンテーションをした方が一番良かったのですが､私がこういう役回りを演

じ､大体こういった感じでまとめてみました｡

おそらく､自分が発言されたことが反映されてないことがあったり､或は､ 純先生がメールをして

くれましたけども､私自身でもちょっと弱いなと思っているのは､所謂､｢国際人権規約｣｢国際人権裁

判所での判例｣など､そういった要素をもう少し盛り込んだほうがいいのかなという気もしております｡

では､そういったことを含めて､島袋先生から先でもいいですし､こういったものがはいってないと
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いう質疑 ･応答がありましたらどうぞ｡私のはうからは以上です｡

島袋 純 :

私の意見ですが､一つ､一つ解説文を作っていかないといけません｡最初の条文1の段落に関しては､

すべて研究者の論文の様になっているので､これはいらないのではないかという気がします｡潮平さん

は新聞記者ですが､本当に研究者みたいな文章書くので､"戦後この方､我々は真の｢平和｣を手に入れ､

享受しているのだろうか｡日 から下の文章を中心に､もっと中学生でも分かりやすいレベルに､文章を

分かりやすくしていくという作業をする必要があるのではないかなという気がします｡"戦後この方､

我々は兵の ｢平和｣を手に入れ､享受しているのだろうか｡" と言う所から､沖縄では非常に問題があ

り､自治体が住民を守る責務があるということなど｡この後の下りは良いと思うので､これをどうにか

活かしたまま出来ないかなって気がします｡どうでしょうか?

潮平 芳和 :

はい､どなたか他にありますか?屋良さん､何か質問があるって言っていましたが､質問というか提

言をどうぞ｡

屋良 朝博 :

I2'の説明の中で､具体的な数字で基地のパ-センテ-ジが入っているんですけども､｢平和｣と対し

たときに､果たしてどのぐらいのパーセンテージでいいのかと言う議論や指摘があった際､これはなか

なか説明しにくくなるのではないかという気がします｡"では､全く0%だったらいいですか?"とか､

"25%だったらいいじゃないの?"とかいう感じで突っ込まれそうなきがするので､解説の部分の中

では数字は入れないほうが良いような気がました｡

潮平 芳和 :

なるほど､ではこれは､｢過重な負担｣とか､｢過密に集中している｣というような表現にした方がい

いでしょうか?今の意見に関して皆さんはどうですか?具体的な数字を入れるべきではない､或は入れ

るべきか｡何か質問ありますか?

中嶋 栄子 :

数字というのはどんどん変化していきますから､数字を入れると変化するごとに変えていかなくては

ならないと思います｡数字を入れると､普遍的なものではなくなるので､あえて入れなくてもいいと思

います｡ それと､やはり中学生でも解りやすいように"我々は'ではなく"私たちば'｡それから､"で

す日､"ます"にした方がいいと思います｡

潮平 芳和 :

はい､分かりました｡ では､その他､何でもありませんか?

玉城 デニー:

とりあえずこの 1̀'については､私も前の方は先生方の研究論文のような感じがします0"戦後この
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方､我々は真の ｢平和｣を手に入れ､享受しているのだろうか｡"以降でいいのではないかと言う事につ

いては､大旨賛成はしていますが､最初の､"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｡"という一文を入れ そこからその次の文章に繋げ

るような形､要するに､この ｢平和的生存権｣がどこから持ってこられたものなのかということの､ま

ず根拠が最抑 こ示されれば､日本国憲法でそうやって定められていることによって､私たちは住んでい

る地域でこういうふうに考えて生きたいというような形での引き出しということでやっていった方が良

いような気がします｡

島袋 純 :

今のデニーさんの意見だと､恐らく最初に2段楽日の "憲法の定めに基づき国家は国民が､､､､､､日と

言う段落が前に来て､そう言っているにも関らず､"戟後この方､我々は真の ｢平和｣を手に入れ､享受

しているのだろうか｡" と､そういう形で繋げれば､より形が整ってくるのではないでしょうか｡憲法

でそこは定められているけれども､実を言うと､本当に沖純で平和を享受してきたかと言えば疑問があ

ると言う形で｡ですから､実際にそういった ｢平和的生存権｣を保障するために自治体が取組んでいく

ことに意義があるんだという形になりますよね｡それで良いのではないでしょうか｡

潮平 芳和 :

これは､ずっと議論してきたことですが､この解説文書とは別に､キーワードの用語解説集､そうい

ったのがあるのでしょうか｡

島袋 鈍 :

用語解説集というか､一応この解説文書の中で重要なキーワードは用語解説していこうということも

含まれています｡用語解説集を作るのは難しいです｡

潮平 芳和 :

｢平和的生存権｣に関しては､大いに端折ってもいいと思いますが､日本国憲法で定めているという

ことだけでは非常に大雑把になってしまうので､短くてもいいので､ ｢平和的生存権｣の 源がどこから

来ているのかを入れたほうがいいと思いますが｡どうでしょうか?

仲村 未央 :

三段落目後半の =自治体には ｢非核港湾条例｣の制定等､日の後の行に =｢自衛｣と ｢外交｣が､住民

の人権と生命を守る有効な手段であるとするならば､それが国家の専権事項に止まる理由はどこにもな

い｡"という下りがありますけども､ここでいう ｢平和的生存権｣の条項は､日本国憲法に言う ｢平和的

生存権｣を､条例においても改めて確認するためなのか､｢自衛｣と ｢外交｣が何も国の専権事項ではな

いんだということをより強く､つまり､その自治体にも ｢自衛｣と ｢外交｣があるんだということを強

調せんがためなのか｡その辺は､議論がありましたでしょうか?
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潮平 芳和 :

これは､先ほども言いましたが､高良先生も提起されていて､その時は確かあまり突っ込んだ議論が

なかったですよね｡ネット上でも議論がなかった｡個人的に､この指摘っていうのは､ ｢平和的手段｣

による ｢自衛権｣というものについては､自治体にも権利があるんではないかという趣旨の高良先生の

主張が新鮮に思えたもんですから､とりあえず議論するだけでもいいかと思い入れました｡違和感があ

ると言うならi溺り除してもいいという気はしますけども｡

仲村 未央 :

｢対外関係｣の中でいう ｢外交権｣､国際化はどんどん進むし､世界のウチナーンチュも含めて､｢個

人｣と ｢個人｣の国境を越えた繋がりであるというような議論が ｢対外関係｣のところでなされたかな

というのがあって､私もその部分と兼ね合いが､少し疑問に思ったものですから､あえて質問をしまし

た｡

潮平 芳和 :

わかりました｡じゃあ､ここは削除しましょうか?

島袋 純 :

私もそのほうが良いんじゃないかと思います｡恐らく ｢平和的生存権｣というものは個々の人々が持

っている平和のうちに生きる権利なんですが､この権利の根拠として､｢自衛｣と ｢外交｣の権利がある

という構成にはなっていないのではないかと思います｡｢平和的生存権｣を守る手段として ｢自衛権｣と

｢外交権｣があるという論理構成も可能だと思うんですが｡とりあえず､別々の権利として､我々の議

論の中ではこの相互関係がどう関係があるのかは基本的に議論していませんので､これを更に再構成を

して鰍密に組み立てて発表することは今の段階ではできないんじゃないですかね｡ですから､この三段

落目は削除したほうが良いような気がします｡

潮平 芳和 :

今の条文の後半は島袋先生が強調されていたことを若干､反映させたつもりなんですけども､確か､

"自治体はまち作り施策の主体であり､世界の平和と人類の幸福に貢献しなければならない"というこ

とを島袋先生が後期の講座で強調していたと思うのですが｡

島袋 純 :

｢自治体外交｣というものが何のためにあるべきなのかっていう理念を詣っているので､外交をやっ

て単に自治体だけの利益を追求するのではなく､国際公共的な役割､或は国際的平和というものも自治

体は達成するための主体であるということで言ったものですから｡

それは､どこか別のところで､あるいは､｢対外関係｣のところで活かしたほうがいいのではないでしょ

うか｡｢対外関係｣のところでこの文書自体が出ているので､どうしても､どういう意味かと､説明する

必要が出てきます｡そこで説明すればいいと思います｡
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潮平 芳和 :

わかりました｡ではその他､何か条文1に関して質問等ありますでしょうか?

玉城 デニー :

大変申し訳ありませんが､お手元にある､｢基本的権利を守る権利｣の資料を少し参考までに見ていた

だけますでしょうか｡順序が逆になって申し訳ありません｡この後､討論されると思いますが｡ 例え

ば､モデル文の下の条文は飛ばしてですね｡解説と解説の中でまた更に語句の解説とかがある｡つまり､

｢平和的生存権｣の場合は､条文は柔らかく書いているけれども､解説自体が研究者の論文みたいな感

じになっている｡簡単に言うと､そのへんを､例えば ｢基本的権利を守る権利｣の解説文書､これは所

謂､生野町の条例の解説文書を基にして作ったと思いますが､こういうふうな形で言葉を置き換える作

業そのものでまとめないと､この ｢平和的生存権｣の文章だと更なる解説が付け加えられていきそうな

ので､文章そのものから少し紡ぎ出して言ったらどうかという気がします｡先ほどの ｢基本的権利を守

る権利｣は参考までに､これではなくてもこういう形のほうが分かりやすい易く､まとめ易いのではな

いのかなという意見ですね｡以上です｡

島袋 純 :

基本的に､生野町の解説文をモデルにして､こんな形で書いていかれたら良いなということで､皆さ

んにイメージをわかってもらいたくお渡ししました｡それは､基本的には条文と同じレベルでの解りや

すい言葉でかいてあります｡ですからその条文に基づいて､その条文を解説していくという形になって

いるわけですね｡条文を解説するからには､"ここで言う自治体とは何々です=とか､そういうような言

葉の定義もそっちの中に含んでいる訳ですよね｡基本的にはその方向でやろうかと思っていたんですが､

｢平和的生存権｣は今まで非常にもめにもめて､憲法でも裁判にもなり､論文も数多くある､非常に論

争の多いものです｡その点を踏まえると､こういった潮平さんのような文書が出てくるのも納得するん

ですけれども｡おそらく中学生ぐらいのレベルになると､この文章でもピンとこないというか､関係な

いと思ってしまう部分があるかなと思います｡どうでしょう｡この文章の1,2,3､最後に生き残っ

たのが下の4つのうち3つですよね｡更にこの3つを土台として分かりやすい文章に変えていくか､そ

うじゃなければ､最初の一番のモデル文を更に解体するような解説文をまた新たに作っていくか､そう

いった作業の選択肢があると思うんですけど｡

佐藤 学 :

基本的には言葉の解説がいらないような解説文を作るのが望ましいのではないか､ということなんで

すが｡この ｢平和的生存権｣という考え方がどういうことから来ているのかという点に関しては､説明

をした方が良いのではないかと思います｡例えば憤番を逆にして ( )を付けたり､或は､(注)みたい

にして ｢平和的生存権｣とはそもそもこんなふうですというのを､潮平さんが書かれた歴史的経過を噛

み砕いて付け加えるみたいにする｡要するに,条文の解説的なところを順番逆にして､注釈として加え

るという折衷案はどうでしょう｡

潮平 芳和 :

そうですね｡異議なし｡どうでしょうか､今の佐藤案｡
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島袋 純 :

今の佐藤先生の案としても､要するに条文1の､=自治体は､すべての住民が‥､､"というモデル文､

これに対する解説文をもう一個作らないといけないということですよね｡

玉城 デニー :

これは､説明文ですか､解説文ですか｡

島袋 純 :

佐藤先生の案は､なるべくそのまま潮平さんが書いた文を活かして､そしてモデル文があって､モデ

ル文が中学生でも解りやすいような解説文書があって更に､解説文書の (注)みたいに潮平さんの文書

を付けると､だから､二重構造ですよね｡

玉城 デニー :

ということは､ここに書いてあるものの中から言葉を抽出していって､繋いでいけばある程度､条文

の解説にはなるんじゃないかなって気はするんですね｡例えば､ちょっとピックアップします｡

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､平和のうちに存在する権利｣と定め

られています｡憲法の定めに基づいて､国は国民が ｢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があるのと同様に､地方自治体には憲法の三原則及び地方自治の本来の目的に沿

って､住民の ｢平和的生存権｣を守る責任と義務があります｡｢平和的生存権｣を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｣の破壊を許さず､まちを守り､地域を守り､環境を

守り､発展させるという具体的な方法の展開が欠かせません｡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､憲法の考え方にも合致し､(これは少し言葉がおかしいん

ですけど)憲法の精神に合致し､時代に相応しい新しい価値を造っていく行為であると思われます-と

いうふうに｡要するに､言葉をわかりやすく置き換えるだけで繋げられると思うんですよ｡そういう考

えでいかがでしょうか｡

佐藤 学 :

今ので､条文の解説はカバー出来ていると思うんです｡その上で､潮平さんの書かれた歴史的経過を

後ろにくっつければ良いのではないかというのが私の意見でした｡

新崎 盛事 :

抽象的な言葉が結構並んでいますので､用語解説みたいにまとめてはどうでしょうか｡例えばタイト

ルの ｢平和的生存権｣については日本国憲法の前文では､"｢平和的生存権｣は云々"と謡われています

よとか､=自治体はすべての住民が平和のうちに､､､日という部分で､｢平和｣って言う抽象的な言葉につ

いては､"｢平和｣は ｢戦争の対概念ではなく､､､､云々"といった､そういった抽象的な言葉の解説に使

える文言はあちこち入っていると思うんですよ｡例えば､"自治体が具体的､個別的に保障する義務を負

っています｡"についても､中段あたりのほうで "地方自治体には憲法の三原則および地方自治体の本旨

に則って､住民の ｢平和的生存権｣を守る責務がある｡"というふうに､そういった抽象的な用語の解説

をこの中から拾っていけば､後はモデル条文を読めばすぐ解るんじゃないかなと思っています｡

101



仲村 未央 :

私はもっとシンプルに出来るのではないかと考えるんですけども､結局､この平和的生存権の条項は､

一番後段の部分の =｢平和的生存権｣を実体あるものにするには､ハード､ソフトを問わず､あらゆる場

面で ｢平和｣や ｢持続可能な環境｣の破壊を許さず､維持･発展させるという具体的な施策の展開が不可

欠である｡"に尽きるのかなと｡つまり､すべての施策においてこの ｢平和的生存権｣が根拠だよと､こ

れが一番根底にあるんだよということが解ればいいのではないかというふうに考えるわけですね｡その

部分が入っていればいいのと､一番､最初の "戦後この方､､､"という､つまり安全保障というテーマに

おいても沖縄においてこれは別に机上の論ではなくて､より生活に密着した課題なんだということが一

言付け加えられれば､憲法との云々というところについては "憲法の精神に合致し､日というこの言葉だ

けで十分に理解が出来るんじゃないかというふうに思います｡

潮平 芳和 :

はい､どうでしょうか｡先程､新崎さんが言ったように解説文はデニーさんがまとめたようにして､

後ろのほうに注釈として ｢平和｣とは､｢平和的生存権｣とはと､二項目ぐらい付け加えればわかるんじ

ゃないかなって気がするんですけども｡

島袋 純 :

今デニーさんが言ってくれたのは､憲法のほうから引き出してきているんですけども､未央さんが言

ったのは憲法云々って言うことをわざわざ前置きしなくてもいいんじゃないかってことです｡ですから､

もっとよりシンプルに =戦後この方､､､"と "まちづくりが､｢平和的生存権｣もとに行われるべきであ

る"というの､この二つですよね｡どっちの方が､より中学生レベルで考えて､訴える力があるかって

ことだと思うんですけど｡後は､おそらく未央さんが言うようによりシンプルにやっていくとするなら

ば､平和の概念 ･定義などを注釈として､後ろのほうに落としていくことは出来ます｡けれども､より

精密なあるいは､級密にやっていくとすれば､デニーさんが言った憲法からきちんきちんと並べた説明

の中に､更に新崎さんが言うような定義も突っ込んでいくというようなやり方ですね｡どっちが訴える

力､説明する力を持っているか､つて言うことだと思います｡

佐藤 学 :

今の点は､これからの作業をどうやって続けていくかっていう事の根本方針だから､よく考える必要

があります｡解説も含めて短くて読みやすいものにしていくのか､或は､解説はある程度長くなっても

いいから､言葉はやさしくて､内容的には多くのことを盛り込んでいくのかという､最終的にどのよう

な条例案を作るかという根本方針についてなので､今､全部の条項について考えないといけないのでは

ないでしょうか｡それを今議論したほうがいいんですかね｡

潮平 芳和 :

はい､私自身の考えを言わせてもらうと､ ｢平和的生存権｣というのは他の条項と少し違ってやっぱ

り特異な前提条件があると思います｡つまり､度重なる裁判において裁判規範じゃないというふうに門

前払いされている経緯があるわけですよねOそういったものを､あえてここに入れるというわけですか

ら､我々はやはりこれは門前払いされようが､必要な権利､普遍的な権利だと主張しなければならない｡
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じゃあ､なぜそういうふうに考えるのかっていう場合に､そもそもそれが憲法の精神の根幹部分である

という事を主張しなければいけない｡それは､解説文の中で書かないといけないと思います｡さっき言

ったように､それは書くんですけども､それだけでは背景などがわかりにくいということで､注釈等が

必要だろうと私は感じているわけです｡ですから､デニーさんが指摘したやり方で丁寧にやった方が解

りやすいっていう事もその通りだし､経過や背景が解るように説明も丁寧にした方がより良いと思って

おります｡

島袋 純 :

今の潮平さんの意見はもっともだと思います｡これは非常に沖縄では論争されてきた､論点になって

きた部分なので､本当は､未央さんの言っていたようによりシンプルでと行きたい所ですが､この ｢平

和的生存権｣に関してはちょっと力入れて､量を増やして､デニーさんの基本的な線でいって､それか

ら新崎さんが行ったように ｢平和的生存権｣の具体的な説明の部分概念の定義､それについては注釈の

部分である程度活かしながら､残された文章の中で説明していくという形ですかね｡

仲村 未央 :

先程のイメ-ジの中では前文との兼ね合いがどう出てくるかなと､私が前文のフアシリテ-ともやる

ので､どうなるのかなという疑問があったんですけども｡ただ､そこら辺まであえて､触れられるのは

やはりこの条項でしかないだろうというふうに､今の議論の中で私も思いましたので､やはり憲法とい

うところをもうちょっと踏み込んではいいのではないかと言う全体の意見に賛成です｡

屋良 朝博 :

蒸返すようで悪いんですけれども､ネットでの議論で ｢ゴミとチリの論議｣がなぜあんなに活発なっ

たのかと考えた時に､やはり身近な感覚があるわけですよね｡ ｢平和｣とか､ここで私たちが意識して

いる米軍基地の問題っていうのは､文字で落とし込んでしまうと､ちょっと遠くなってしまうような気

がするんですよ｡だから､あえて私は､さっきの仲村さんの意見に賛成でして､解りやすく説明して用

語解説みたいなものを後で入れてもいいのかなという気がしていて､用語解説にしても､例えば3条の

"いかなる理由においても"と私たちが入れた理由は､それがどんなものであってもと言う意味合いを

込めて､それは日米関係であっても､国家間の条約であっても､米軍基地 ･外国の軍隊であっても､地

域の平和を侵すことは出来ないんだよというふうな意味を込めたと思うんですよ｡その辺を､ちょっと

用語解説で説明してあげるという手はどうでしょうか｡

島袋 純 :

｢平和的生存権｣の条文1は非常に重要で､一番根幹の部分なので､かなり多くの説明が必要になっ

てくるという気がします｡憲法からもってくるという事は,この条文1に関しては必要なのではないか

と思いますが､その後の条文2.3がより具体的な ｢暴力｣｢貧困｣｢抑圧｣｢環境｣等､概念的にいろい

ろな言葉が並んでいますがより具体的なんですよね｡だから､条文1の方は頭でっかちになるんですけ

れども､条文2.3の方で個別､具体的な ｢平和｣のイメージっていうのが出てきますので､そこでよ

り解りやすくシンプルに落とし込んで行けばいい気がします｡条文1はデニーさんが言ったような路線

でやって､しかもそれを､更に具体的に解りやすい言葉でやっていけば大体治まるのではないかと思い
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ます｡

潮平 芳和 :

今日すぐに､とは出来ませんので､その線でもう一度作ってみて再度リターンマッチですね｡

島袋 純 :

これはですね､フアシリテ一夕の方がもう一回引き取って､宿題としてやり直していかないといけな

いんですよ｡それで最後に､朝から晩まで討論会やって一語一句直していくんです｡

屋良 朝博 :

今の議論は､さっき佐藤さんが指摘してあったように､どういうスタイルにするかについて､多分こ

の ｢平和的生存権｣のテーマで書き方が決まると､他のものにも影響することになりますよね｡このテ

ーマだけ､憲法の前文を持ってきてというスタイルにするのが可能なのか｡それとも､ ｢環境権｣等の

議論と同じようなスタイルで出来るのか｡これはどういうふうに整理するんでしょうか｡

島袋 純 :

私は､生野町パターンでよりシンプルにでいいと思っています｡だから､ただ一番初めに基準になり

得ないものを持ってきてしまったという､大問題があるんですけれども｡これは例外ですが､他は,未

央さんが言った基準で､原案に基づいて根本的な部分をやっていくというやり方でいいんじゃないです

か｡そのうち､憲法なりや国際法なりをどうしても持ってこなくてはならないような､例えば ｢外交権｣

｢対外権｣はどうしてもそういうふうになってくるとは思います｡ただやはり､基本は末央さんの言っ

たレベルにしておいて､必要に応じて､もっとボリュームを上げていくというか､いろんな方面から説

明を持ってくるというやり方でいいんじゃないですか｡

潮平 芳和 :

はい｡では､条文2.3の指摘があれば､どうぞ｡

玉城 デニー:

この ｢平和的生存権｣の全体に言えることだと思うんですが､特に沖縄における過去の経緯 ･現状､

これからどうなっていくのかという事に対する課題が､この ｢平和的生存権｣の条文1.2.3の中に

はあると思うんですね｡ただ､全体として捉えた場合に､沖縄の問題を織り込むということが､説明の

中にどうしても必要になってくるのか､それとも､そういうことにとらわれずに人類の不変のテーマと

してとか､或は､現代の環境においての平和的生存権だとか､そういうことに捉えて解説を作るのかと

いうのはどうなのかなと感じたんですが｡そういった件はどうでしょう｡

潮平 芳和 :

実はですね､先程言いましたけどやはり､仲地先生や､高良先生の論理の組み立て方が沖縄の戦争体

験とか､戦後復帰後のいろんな基地がらみの問題をひとつの論理の立脚点にしております｡だから､私

もだいぶ影響されたような部分もあります｡やっぱり沖縄の条例ですからね､どこでも書けるような条
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文ではなくて､デニーさんが言うような普遍的なものも書きますけども､やはり､沖縄の条例だから書

き込めるものは書き込んでもいいんじゃないかなという感覚を私は持っています｡仲地､高良､両先生

の ｢路線｣に影響を受け､かなり引用する形になっているんですけれども､それはそれで､私はやむを

得ないというか､良いのかなと思っています｡

玉城 デニー :

"すべての住民は､暴力､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､居住する具体的個別的権利をもっています｡" の説明をするのであれば､例えば "戦争がなく

ても､住民が暴力や貧困､抑圧､環境破壊にさらされ､人権や生命の安全が脅かされているのなら､そ

れは本当の意味での ｢平和｣の状態とは言えません｡この条例はそのことについて､しっかりと住民に

保障し､住民がそれについて取り組むべき課題であると張っています｡" と､この程度でまとめられる

と思います｡つまり先程の仲村案と同じような感じですね｡それ以下は､全部研究論文の成果の発表み

たいな形になっているので､この辺をどう整理するかって事が全体で､本当に条文の逐条解説にする､

或は解説の研究にするのかということが､やっぱり佐藤先生がおっしゃるような形での課題になってし

まうんじゃないかなというふうな気がするんですね｡なので､あえて先生方の研究なさった事を解説文

に入れるべきかどうかを､はっきりとらえておかないと解説文は難しいと思いますねO

潮平 芳和 :

これは､研究なさったことを入れるんじゃなくて､ただそういう論理の組たて方になっているんです｡

それは､ "理念や机上の空論ではなくて､沖縄県民の生活実感と歴史的体験に根ざした真っ当な主張で

ある日ということでですね､これは別に学者がそう言っているからという訳ではなくて､その辺は､お

そらく県民が共有できることなのかなと､私は思います｡

島袋 純 :

言葉が難しいのと､先生方が言っている言葉を使っているんで､研究者の解説というふうに言われて

いると思うんですけど｡おそらく､潮平さんが言いたいことは､沖縄の地域的特殊性､歴史的特殊性､

そういったのを解説の中に踏み込んで入れて､個別具体的な沖縄では困っている状況が本当にあるんで

すよと言う事を訴えたいということですね｡だからこそ､それを守るために ｢平和的生存権｣は非常に

重要だとおっしゃりたいと思うんですよ｡ですから､沖縄の特殊性､個別性､歴史性､そういった具体

的なものは､我々がイメージしやすいように書き入れるのか｡そうでなければ､そういった個別具体的

な事実､個別具体的な沖純の状況等を入れないで､…戦争がなくても､､､､"という一段落と､"すべての

住民は自らの人権と生命を脅かす者に抗い､､､､"とデニーさんが言っていたようなものにするのか､沖

縄の特殊性が抜けたような文章にするのかというどちらかの戦略ですよね｡問題なんですけれども｡ど

うですかね? 私は言葉を変えさえすれば､沖縄の特徴というのは､ある程度入れてもかまわないとい

う気がします｡それが我々にとって､よりイメージをつかみやすい､解り易いようなものであればいい

と思います｡

比嘉 俊雄 :

今の解説文なんですが､最初に難しいモデル文が出てきて､本当に考えづらい事がありますが､ただ､
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条文2の場合は､あくまでも "すべての住民は､暴力､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､､､､"というのがありますので､これはどういうことかと考えた場合に､軍事基地

が集中している､そして軍事基地に関連したいろいろな問題が増えてきているだけでは､普遍的ではな

いのかなと｡かえって､"すべての住民は､暴力､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､､日日と言うからには､それがどういうことなんだということを､ある意味では解りやす

く説明をし､そして一番最後の項目にありますように､"すべての住民は自らの人権と生命を脅かす者に

抗い､基本的人権を最大限保障するようを求める具体的､個別的な権利を有する｡"というふうに､この

"抗い日という言葉も難しいと思いますが､より生活に密着した､言葉に密着した解説のほうがいいの

かなと思います｡いくら基地に特殊性があるとしても､必ずしもこれは基地のみの影響では無い訳です

よね｡お互いの日常生活の中で起こっている事からも､お互いは守られるべきだということを考えた場

合に､どうかなあと思います｡そういった面では､条文に沿って解りやすい説明のほうが､私はより訴

える力はあるのかなと思います｡

照屋 寛之 :

これは大きなテーマとして ｢平和的生存権｣ですよね｡その中で具体的にやるとした場合に､一番､

沖縄の中においての｢平和的生存権｣を脅かしているのは､やはりどうしても基地の存在だと思います｡

だから､そういった面でどうしても基地の問題を絡めないと､｢沖縄自治基本条例｣というのは､他府県

における ｢自治基本条例｣と比較していわば特殊性が出てこないのではないか､何も特殊性をだす必要

はないんですが､しかし､沖縄には他府県にはない基地があるということで､｢平和的生存権｣を脅かし

ている基地問題を､どう条文の中に埋め込んで､そしてこれを解説して ｢平和的生存権｣を脅かされて

はいけないんだと言うことを訴える必要があると思います｡ 条文2の"すべての住民は､暴力､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･･････"と言った場合､この基地問

題を環境の視点から考えた場合には基地があるが故に､いろいろな環境破壊が現実問題として起こって

きたんだと思いますね｡ですから､環境破壊を許さないということでもって基地問題を提起するという

ことも､一つの考え方だと思います｡｢抑圧｣もこれは､人権抑圧として結局は米軍統治下において沖縄

県民の人権が本当に抑圧されていたという歴史的なことを踏まえてどのように､条文､解説に活かして

行くかですね｡それで､少し気になったのはここで ｢暴力｣とあるんですが､これは､米軍の犯罪を頭

に入れた ｢暴力｣なんですかね｡

潮平 芳和 :

主に､そうです｡

府屋 寛之 :

そうですか｡ではやはりそれも文章に入れないといけないですね｡それと､｢貧困｣というのは他府県

においても､たいした差はないのではないかと思います｡ですから､私はもっともっと沖縄の特殊性を

出すようなものにした方がいいのではないかという気がします｡要するに､前の屋良さんの報告のなか

で "アメリカでは､米軍基地の中であれ環境破壊は許さない"という話があったと記憶していますが､

それを聞きて私は非常にびっくりしました｡そういう面で､日本は米軍に甘いなと思いますね｡そうい

うことで､この基地問題を環境破壊問題の面からどうにかうまくリンクできないかなと思います｡
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先程､潮平さんの報告の中で研究者の報告に基づいた解説という感じの部分があったんですが､私は

研究者の報告というよりも､なんとか =沖縄の自治基本条文"だということをもっともっと打ち出した

基本条例にしたいなという気がします｡

新崎 盛事 :

この間､ニセコ町の課長さんが､この ｢基本条例｣を盾にして ｢国｣と喧嘩をするというような話も

していましたが､要するに､あまり引用条文を入れないほうがシンプルで見やすいですが､例えばこれ

が国の官僚等が作った｢自治法｣等と対立する部分があるというときに､やはり憲法をひっぼりだして､

これは憲法に基づいて住民の総意で作ってあるんだということが出てきた場合､戦略的には沖縄の特殊

性っていうのをどこかに入れた方が､対 ｢国｣との争いになった場合にこれが活きてくるんじゃないか

と思うんですよ｡じゃあ入れ方はどうするかって話ですけども､あまり具体的に入れてしまうと､これ

がかえって縛ってしまうかもしれないので､条文の中に ｢個別具体的｣という文言があるので､その例

示として沖縄の特殊性をボンと入れられないかなと思います｡

佐藤 学 :

イラク戦争の後の問題があります｡米軍基地があって､一方､私たちが平和に暮らすという ｢平和的

生存権｣があって､それと同時にここにある基地が実際に戦争にどんどん使われるわけです｡基地に由

来する事件としての ｢暴力｣はなくせたとしても､基地が実際はどんどん戦争に使われていくだろう｡

これまでみたいに､抑止力として駐留しているという話ではなくなっている状況をどう考えるべきか?

と｡こんな話を始めると終わらないのでどうしようもないんですが｡これまで米軍基地があって､それ

に対抗して平和的に生存すると言ってきたのと意味が変わったような気がするんです｡今回の条文の解

説議論から外れたことを言っているということは充分承知しているのですが､今の状況を考えたときに､

今後この概念の意味は変わっていくのかなというような気がします｡

島袋 純 :

基本的に､｢暴力｣｢貧困｣｢抑圧｣｢環境破壊｣というのは､平和学の概念の中でより ｢平和｣ってい

うのを幅広く､もっと普遍的なものとして捉えようという方向があり､それで単に戦争がない状態だけ

が ｢平和｣だということではなく､ガルトウングという人が言ったように､"構造的な暴力"､それが存

在する場合 ｢平和｣ではない状態ということで､本当に人間が安心して穏やかに暮らせる状態っていう

ことをもって ｢平和｣にしたいということで､｢平和｣を広く考えて言っています｡

それで､実を言うと ｢暴力｣というのは､家庭内暴力までも含めた､非常に幅広い概念です｡家庭内

暴力があっても ｢平和｣ではない｡だから､｢平和｣っていうものは軍事的な問題に限定せずに､日々の

暮らしの平穏､そういった所にまで広げて考える発想であれば､より普遍的なものとして言うことが出

来ると思います｡

ただ沖縄の場合はそういった概念に基づきながらも､沖縄の基地という特殊な問題があって､しかも

そうとう長い間虐げられてきた問題があるので､それを､沖縄の問題と紡ぎ合わせながら ｢暴力｣とい

うのは意味を広げて考えていくことです｡実を言うと沖縄では ｢音の暴力｣をはじめ､様々な暴力があ

るじゃないですか､飛行機が飛び交っていたり､あれだって一種の暴力ですよね｡それで､子どもが早

産になったり､未熟児が生まれたりという比率がとっても高くてですね､そういったのが本当に暴力だ
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と思うんですよね｡ですから､もっと普遍的に ｢平和｣っていうものを考えるけれども､それにだって

沖縄の具体的事例は当てはまるんだという理論構造に持っていけばいいのではないかと思います｡

それから､学さんが言ったことは､抑止力としてやる場合はどうかって事なんですが､これは冷戦下

において軍事力と軍事力がバランスを持って保っている場合は､具体的に軍隊があることによって､そ

の ｢平和｣が保たれているという､その緊張関係で緊張した平和っていうのがあったんですけれども､

今のイラク･アフガン後ですね､沖縄の軍隊はそういった緊張を持って､保って､退治するためだけの

部隊ではなくて､実際に部隊が出動して行って戦争する､戦争するための基地､戦争する軍隊になって

しまっているんですよね｡

基本的に､抑止力という場合は具体的に実際には手は出さないけど向かい合っている｡そのために､

緊張関係で ｢平和｣が保たれている､そのために沖縄は ｢平和｣が保たれている｡ところがこれが崩壊

してしまって､抑止力という考えがなくなってしまって､具体的にフィリピンに行って人を殺しに行く､

具体的に人を殺すための基地として使われる可能性が出てきてしまった今となっては､沖縄だけの特殊

性を言うのではなくて､おそらくアメリカ軍が全世界に出動する基地として､基地を使い始めるという

のも明白なので､全世界の平和という点を考えて沖縄の基地問題をとりあげないといけないのではない

かというご意見だったと思うのですが､､､｡ちょっと話が広がって､取り止めがなくなってくるので､限

定しましょう｡基本的に条文2の言葉の定義に合わせるような形にして説明をしていく､そのなかに｢平

和｣っていうものはもっと広がりを持ったものであると言う事と､それから､沖縄の特殊性ですね｡そ

れを入れ込んでいくという形で文章を書き直すということでよろしいのではないでしょうか｡

玉城 デニー :

｢平和的生存権｣それぞれ個別の具体的なことに関しての1条､2条､3条と言うよりも､この1条

の"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｡"というこの､

"平和を希求する精神"の中に基地問題は入れられると思います｡それを､具体的に2条､3条の中で

全部基地問題が平和問題なのか､暴力問題なのかとか､"人類普遍の権利はいかなる理由においても侵害

してはならない"でここにまた基地がでてくるとか｡そういうもので､それぞれおいてはやっぱり基地

問題とはおおきな問題なんですけども､その基地問題をひっくるめてまちづくりにどういう形で求めて

いくかって言うことは､"平和を希求する精神"が息づいていることが､まちづくりの､しかも基本条例

の根幹を成すものである｡それの相手が外国であっても､基地であっても､それはすべてが "平和を希

求する精神"と対似するものであれば､しっかりと対似する精神で進めて行かなければならないという

ことに含まれるかなという気がします｡具体的にすればするほど､全てに関わってくるので､何処かで

-くくりと言ったらおかしいですけど､そこに織り込んでいって､それを根幹にするという考え方はど

うかな､という感じがしたんですが｡いかがでしょうか｡

潮平 芳和 :

この条文2自体がですね､｢暴力｣｢貧困｣｢抑圧｣｢環境破壊｣っていうのが､ヨハン｡ガルトウングの｢構造的暴

力｣の概念を書いているわけですよね｡彼に言わせれば､沖縄においてはまさに｢構造的暴力｣のさいたるもの

が米軍であるという言い方をするのです｡条文の案が率直に言ってガルトウング理論を分かりやすく書いてい

るようなところがあるの で､それで基地問題を書かないと言う事は､非常に自己矛盾を感じるんですね｡
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仲村 未央 :

ガルトウングの件が出たので､確認と言うか､条文に戻って申し訳ないですが｡｢暴力｣｢貧困｣｢抑圧｣

｢環境破壊｣っていうことなんですが､差別 ･偏見と言うようなことは､ここでは併記するようなこと

ではなく､例えば ｢暴力｣｢抑圧｣の中に折り込まれているのという解釈になりますでしょうか｡

潮平 芳和 :

｢抑圧｣のなかに折り込まれていると思います｡

沓山 均 :

これまでの流れがよく分からないのですが､第2条の方で沖縄の特異性を明確に入れるか入れないか

って事で議論になったと思います｡｢平和的生存権｣が三つの条文からで成り立っているということで読

んでいきますと､第一条の解説の真ん中の方で基地問題の特異性が明記されていまして､例えば "沖縄

県民は生命と財産の安全を脅かされてきだ'の後からなんですけど､米軍演習だとか､騒音問題とかを

そこで詣っていれば第二条､第3条に具体的に入れなくても､沖縄にはこういう問題があるのかって言

うことを大系的に読んでいくと､わかるのかなと思います｡これは条文の読み方によって違ってきます

けれども､私は､今そういうふうな解釈をしております｡そして､条文2ですが､玉城デニーさんが言

った "戦争がなくても､､､‥"の部分の2行､それから､下の方の "すべての住民は､､､Mの3行の間に､

後は島袋先生が言っていた "沖縄の地位的､歴史的特異性がある"っていうことを一言加えておけば､

これが前の条文の沖縄の基地問題を指すという解釈の仕方で ｢平和的生存権｣の根本的な意味が解るの

ではないかという気がしました｡少し解りにくい説明だったと思いますが､以上です｡

中嶋 栄子 :

私も､基本的に沓山さんの意見に賛成です｡条文2はむしろ､日常生活に密着した個別具体的な課題

を具体的に挙げたほうがいいのかなと言う気がします｡例えば ｢暴力｣ ｢抑圧｣ ｢貧困｣の中に､この

｢暴力｣には "家庭内暴力"が含まれますであるとか､ ｢抑圧｣の中には未央さんがおっしゃっていた

…差別日も含まれます｡というような注釈を書いて､条文1の方で基地問題に触れているのであれば､

条文2の方は､もっとその生活､基地とは少し違う生活の部分での ｢暴力｣ ｢貧困｣ ｢抑圧｣ ｢環境破

壊｣の言葉の意味に触れられたほうがいいのではないかと思いました｡

潮平 芳和 :

条文2が､条文1の方にあればすっきりするんですけどね｡

屋良 朝博 :

当然のことだと思いますけど､今出てきた議論を再構築してやっていけばいいという話ですよね｡特

にこの原文にこだわらずに､ということでいいですよね｡構造的な問題､それを最初のほうで言って､

何故沖縄に基地があるのか分からないんだけど､こういう関係の中で基地があってとか､歴史的背景が

あってという話をして､そしてそれは､構造的な問題から見ると家族の中でも､地域の中でも平和的に

暮らす権利はあるんだよと言うふうなところで定義して､条文2･3は､その生活レベルに落とし込ん

でいくというような感じでまとめるという様なのはどうでしょうかね｡
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島仲 徳子 :

本当に､一番最初にこういう難しい問題がきて､こういう風になっていると思います｡

この ｢平和的生存権｣は､よその ｢自治基本条例｣と､沖絶県の市町村､県が作る ｢自治基本条例｣

を区別する､本当に特徴的なところだ思います｡ "平和に暮らす''ということでいろいろなご説明があ

りましたけれども､条文1.2.3の共通した､やはり基地の存在というのはとても大きく関わってい

ると｡非常に難しくなりますけれども､ただ1.2.3の条文は易しいですね｡易しい条文を､今､日

本語を知っている私たちは読めるわけですけども､理解はしていない｡ですから､理解させるためにや

はり､解説はこのくらい､ぱっと兄には難しかったんですけれども､必要であるという､まず一点と､

それから基地のことも､条文1.2,3に関わってリターンマッチの文章も必要ではないかと､私は､

そう思います｡

条文1だけに基地を持ってきて､条文2.3は生活レベルでということではなく､条文そのものがや

はり､沖縄県の自治体のまちづくりにおいては､基地と密接に結びついて切り離せない｡

ですから､条文2.3にも基地が関わることを､私は希望します｡

潮平 芳和 :

条文そのものを見直しますか?

照屋 寛之 :

先程の話と反復するかもしれませんけども､屋良さんは条文1の方で基地問題に触れて､条文2.3

は生活レベルでと言うことでした｡島仲さんも､やはり沖縄の特殊性とか､置かれた状況から考えると

基地問題を離れて論ずることは出来ないだろうというご意見ですね｡私はどちらかと言うと､島仲さん

がおっしゃるように｢平和的生存権｣を一番脅かしているのは基地であると考えた場合､条文の何処を､

基地を抜きにして論ずることは出来ないと思います｡

玉城 デニー :

まとめます｡基本的に先程から繰り返しているのはですね､この文章をどうまとめるかと言うのが発

端で､では基地問題はどうするのかと､あえて私が投げたんですが､照屋先生と島仲さんがおっしゃる

ように ｢平和的生存権｣の中には､沖縄の置かれている現状っていうのは具体的に折り込まれてもいい

と思います｡ただ要するに､作り方としては ｢基本的権利を守る権利｣のように解説と語句の解説があ

って､そして更に沖縄の経緯と地理的特徴について､"追記"見たいな感じで基地問題を入れるとか､解

説の作り方の問題だと思うんですよ｡だから､そのスタイルが判ればおそらく､この間題はもう少し整

理できると思いますので､先に進めて作り方からやってみたらもう少し見えてくるかなという気がしま

すね｡まとめになりましたでしょうか｡

潮平 芳和 :

最初にデニーさんがおっしゃったスタイルと､新崎さんがおっしゃった =注釈日を付けるといスタイ

ルで基本的にはやっていきますが､個人的には､条文1.2.3それぞれで全く基地に触れないわけに

はいかないだろうと､バランスの問題なのかなというような気もしますね｡基地問題を全面的に出しす

ぎると､ ｢おっ-｣と引いてしまいますしね｡リターンマッチに備えてそういう感じでやって見ます｡
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屋良 朝博 :

あえて､基地から少し離れたほうがいいと言ったのは､ ｢平和的生存権｣を獲得するために､沖縄が

何を基準に主張するのかという点を論じるべきだと思います｡基地ばかりを基準にしていると､じゃあ､

どのぐらいの範囲で基地を縮小整理して､どういうふうに合理的に解決策がありますよと提示された時

に､私たちはどう回答すべきか疑問があります｡"30%でいいのか?25%でいいのか? 普天間飛行

場を嘉手納基地に統合してしいましょうよ｡日というふうに提案されたとき､どう答えるのかという疑

問があります｡過去の経緯は当然踏まえておかないといけないけれども､例えば､これから政府の方針

と対峠していく場合に､基準を現状に固定してしまうと､なかなか議論がしにくい状況が生まれ､理論

構成上の弱さが出てくるのではないかと言う気がしている訳なんです0

潮平 芳和 :

そういった議論を､これまでのワークショップの中で､D.Ⅴ話のことなど論じてきていたら良かっ

たんですが､そういったことを論じてきていないので､今日意見が出たので､作る側からすれば非常に

大きな荷物を背負ったという感じですね｡

島袋 純 :

屋良さんのコメントに関してですが､沖縄の問題だけを全面に出すということに対しては少し危倶な

んですけども､基本的に ｢平和｣とは何か｡｢平和｣というものを､普遍的な概念にしよう､しようとし

ているんですよ｡そして､そういった概念を普遍的な人類の持つ権利として､どうにか確立しようとし

ているわけですよね｡それにたまたま､論理構成からすれば､軍事基地というものがそれに大いに抵触

すると｡特に沖縄の場合は､平和に生きる権利に軍事基地が大きなインパクトを与えてしまい､侵害し

てしまっているという論理構造なので､基本的に､沖縄の特殊例だけを挙げたらパーセンテージの問題

になってしまうという事ではなくて､これは人類普遍の平和のうちに生きる権利の中で､基地問題が抵

触しているという論理構造です｡

なので､沖縄の問題を持ってくることによって､特殊沖縄問題で片付けられてしまうのではなく､こ

れは沖純にはあるけれども､たまたま ｢基地｣という明確で､具体的に解りやすくものがあったという

論理構成であれば､基地問題を持ってきても問題はないような気がします｡普遍的な権利として確立す

るために､かえって基地問題とは､解りやすい好都合な例であって､しかもパーセンテージの問題では

なく,これは ｢基本的人権｣､人間が生きていくためにとても必要な権利という事ですので､その間題は

解決するんじゃないでしょうか｡

佐藤 学 :

条文3のところで､｢人類普遍の権利｣には沖縄県民のことだけではなくて､外国の人達も含まれる｡

沖縄の基地から出撃する米軍が､その人たちの普遍の権利も侵害してはいけないというように読めば､

さっき言ったことに繋がると思います｡

潮平 芳和 :

はい｡それでは以上で終わります｡(拍手)
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②環境権

中嶋 栄子 :(報告)

皆さんが､ネットでいろいろ意見を言ってくれたので､まとめるときに助かりました｡有難うござい

ます｡では始めます｡

【読み上l刀

1､沖縄の自然は人類共通の地球の遺産であり､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全継承する責任があります｡

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｡人類共通の地球の財産

です｡その認識に立ち､特定された人 や々企業､行政の都合だけで食いつぶしてはなりません｡若い世

代や未来の人々にも､沖縄の自然を享受する権利があり､時間空間を越えて､未来を含む全世代､全世

界に保全して継承しなければなりません｡また､この条文の中の ｢責任｣とは､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｡

それで､以下の丸印はネットの中でこういうふうにしたらどうかと言う提案があったものを書きだし

ました｡

O ｢責任｣を ｢義務｣ (人が人として､あるいは立場上､身分上当然しなければならないこと｡責

務)という言葉に置き換えるかどうか｡

という意見が出ました｡もちろん､他にこうしたはうがいいのではないかと言う御意見があればお伺

いします｡

2､住民･事業者 ･行政は,相互に協力して､生活と産業のゴミ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｡

何度も ｢ゴミ明記死守｣とメールに書かれてプレッシャーを感じて､これは書かないと恨まれるのでは

ないかと思いました (笑)｡ゴミを出しているのは､わたしたち1人ひとりであるという主体性を何と

か出したかったんですね｡それで､以下がゴミに対して責任を持てるのではないかと思ったんです｡

ゴミを出しているのは､わたしたち1人ひとりであるという認識に立ち､ ｢わたしたちは主体的にゴ

ミ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､わたしたちにはゴミの分別収集をは

じめとして､生活全般に関して考え､見直し､行動し､協働してゴミの減量と資源化に努める義務があ

ります｡また､この条文の中の ｢ゴミ｣とは､ちり･あくたも含みます｡

仲宗根さんからの提案で､

○ 条文の文頭に ｢美しい島を守るため､｣と入れるかどうか｡

また､仲地先生からの提案で､

O｢行政｣を ｢自治体 (議会を含む)｣という言葉に置き換えるかどうか｡というのがありました｡

それから､

O｢わたしたちは主体的にゴミを出さない努力をします｣という言葉を条文に入れるかどうか｡
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今の段階では入っていませんが､あえて､主体的にゴミを出しているのは私たちなんだ｡だからこそ､

出さない努力を私たちがしなければならないという主体的な文章をいれるかどうか｡また､沖縄ではゴ

ミをチリと言ったりしますが､ ｢チリは目に見えないので､ゴミ問題にはあまり関心がない･分別もし

ないのではないか｣という意見がありましたので､

O ｢ゴミ｣を ｢ゴミ･チリ｣と併記するかどうか｡

を入れました｡

3､行政は､住民･事業者と相互に協働して､ゴミの処理と自然環境の保全を行う仕組みを整えなけれ

ばなりません｡

わたしたちには ｢あるがままの自然を生かしたまちづくり｣ ｢より良い暮らしづくり｣という明確な

目的のもと､まちづくりに参画する権利があります｡行政には､住民に対して粘り強い働きかけや徹底

した情報公開と情報の共有を行い､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｡

この､徹底した情報公開と情報共有というのは､先日､ニセコ町の片山課長のお話にもありましたし､

以前に宗前先生が､水俣市の事例を報告してくださいました｡その中でも強いリーダーシップのもと､

行政職員が粘り強く地元の人に働きかけた結果､水俣市ではゴミ分別に関する意識が非常に高くなった

と聞いています｡

その他､上兄さんからネット上で ｢なぜ環境を守らなければならないのか｡｣という質問がありまし

た｡それに関して私の個人的な意見ですけど､こういうことではないかと､ここに書きました｡

その他､ ｢なぜ､環境を守らなくてはいけないのか｣

環境とは､わたしたちを取り囲む周閑のものすべてを指します｡そのため､人間と動植物は互いに影

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､人間と動

植物すべてが取り囲む中で､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すと

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を守るということにつながり

ます｡

と言うふうに､書いてみました｡これに関して皆さんのご意見をお伺いしたいと思います｡いかがで

しょうか｡

曽根 浮 :

1番の条文そのものについての事で一つ質問なんですが､これは､過去に議論があったと思うんです

が､ "自然は人類共通の地球の遺産であり､､､"というその､ "残すべきもの"という意味であれば

｢遺産｣と言えるんだけど､人間で言えば死んで残すもので､今は別に死んでいる状態ではない｡この

説明の中では ｢財産｣となっているので､感覚としては ｢遺産｣と言うのは変な気がしたというのがま

ず一つです｡それで､この解説文の真ん中のほうにある "時間空間を越えて､未来を含む全世代､全世

界､日 日というイメージは良く解るんですけど､ ｢時間｣は超えてはいいと思いますが ｢空間｣を越
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えてとなると､ちょっとどうなるのかな?とイメージしにくかったのがあります｡それは "他の土地の

人にとっても"という意味なんでしょうけれども｡それから､ "未来を含む全世代''とは､ "この後の

人たち日という意味なんでしょうけども､その表現は少し肺に落ちないのかなという､二点が気になり

ました｡

中嶋 栄子 :

はい､ "遺産"と言うよりも､ "財産"した方がいいと思います｡それから､ "空間を越える"とい

うのは確かに､国境を越える､ですとか､自分の住んでいる土地も超えるというような意味です｡ "未

来を含む全世代"というのは､やはり子孫､孫､子の時代ということです｡

島袋 純 :

少し説明が長くなってもいいので､一番最後の文章を､一番最初の環境権1の所にドッキングさせて

入れ込んだらいいんじゃないですか｡ ｢なぜ環境を守らなければならないか｣に対する答えと言う事に

なっているんですが､ "環境権"が非常に重要なのは､こういった環境の中でしか人間は人間として､

人間らしく暮らしてはいけないということがあるので､それを入れ込んだらいいのではないかのという

気がしました｡

それと後､具体的には"地球の遺産"はどうも世界遺産を意識してしまって使ったんじゃないかなと､

今になれば思います｡自然環境の遺産という意味では､世界遺産でもあるもんですから､おそらくそれ

で影響受けたのではないかなと思います｡それから､ "時間空間をこえで'というのは言葉が二重にな

っているので､この用語は抜いてもいいかなという気がします｡あとの､ =全世代､全世界"で通用し

ますので｡

また､ "その認識に立ち､特定された人 や々企業､行政の都合だけで食いつぶしてはなりません｡"

特定された人々とは､変な言い回しなので､ "地元の特定の人々''とか "特定の''ということでいい気

がします｡

それから､ "責任Mを "義務日と置き換えるか問題提起されているのですが､ =責任日のほうが日常

で非常に良く使う言葉だし､しかもより積極的に勤めを果たさなければならないというような意味にな

っていいと思います｡ "責任"という言葉を小学校低学年の子にも､何かをさせようとするときに ｢あ

なたの責任でしょ｡｣とよく使うので､ =責任日という言葉で書いたほうが非常にいいと思います｡

照屋 寛之 :

条文の書き方について質問ですが､2の方で 住民 ･事業者 ･行政"という順番で書かれているけれど

も､私だったら､"行政 ･事業者 ･住民"という順にします｡なぜかというと､どうしても行政がゴミ問

題をどう捉えるかということで､ゴミ問題の解決には非常に頑張らなければならいと思います｡事業者

はどうかというと､いろいろなペットボトル等を自由に使っているわけです｡しかし､それを許してい

るのは行政である｡事業者は事業者で利潤追求のためにそういう便利なものに安易に頼っていくという

ことを日本は許している｡世界で作るペットボトルの七分の-は日本で消費されているといわれていま

すから､いかにこれが事業者に対して､企業に対して甘いかということですね｡では､住民は何もしな

いでいいかというと､たとえ消費者の立場からペットボトル容器の商品は買いませんとか､或いは､マ

イバッグを持ちましょうとかいう場合､住民は住民の責務があると､そういう面で､この三者が一体と
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なったとき初めて､このゴミ問題が解決できると思うんですね｡そういうことで､"行政･事業者 ･住民

"かな､と言う気がしました｡それから後一点｡私にとってはゴミとかチリとかどちらの表現にするかは

どうでもいい｡一般的に考えているお互いの概念で充分だろうと思う｡いちいちこれを定義づけるほど

の問題ではないと思います｡

3番目の説明文の中で､けわたしたちには ｢あるがままの自然を生かしたまちづくり｣｢より良い暮ら

しづくり｣という明確な目的のもと､まちづくりに参画する権利があります｡"とありますが､この"権

刺"が少しひっかかったんですね｡例えば､行政側が住民の参加を受け付けませんよと言っている行政な

らば､我々の権利として主張すべきである｡しかし今､行政側が､住民の皆さんに参加を呼びかけても

住民が集まらないという現実を考えた場合､まちづくりは住民も義務なんだというふうな事で私は考え

たいんですね｡最後にもう一点､∵'環境"とはなにかと､非常に動植物に力点が置かれているんですけれ

ども､いろんな､ひっくるめて自然環境､もっともっと広く捉えたほうがいいと思います｡例えば､じ

ゃあ開発行政はどうするかとかですね｡と言う意味で､少し動植物に限定されすぎた環境かなと感じが

いたします｡

潮平 芳和 :

2でですね､ =｢わたしたちは主体的にゴミを出さない努力をします｣"というふうにあるんですけ

れども､過剰包装を拒否するといった､買う以前の努力を促すことも必要ではないか｡買った後に努力

するのではなく､買う以前にゴミを生まない努力をしてもらうことで､より発生源まで問題解決を迫っ

ていくような一言が欲しい気がする｡一番最後のほう で､=わたしたちの人間性を壊すということに他

なりません｡"という所ももう一 言､"生命の連鎖"という言葉を付け加えたらどうかという印象を持

っています｡

島袋 純 :

重要な論点で詰めておかなければならないことについて話をしたいと思いますが､一

つは､ ｢行政｣を ｢自治体｣に置き換えるかということですね｡ここでは､どちらでもいいのではない

かと私は思うのですが｡自治体といっても､議会がゴミの問題に加わると言うよりも､行政のイメージ

が強い｡ですから､そのままでもいいんじゃないかと思う｡

自治体の定義が､日本では一般に "住民と議会と行政日､この三つを並立して三つの要件が揃って初

めて自治体と言うんですよね｡これに対して､世界自治憲章で明らかにされているようにヨーロッパの

定義では明白で,自治体-議会です｡議会だけが法人格を持っているということになります｡自治体と

いう法人の構成要件として住民はないんですよ｡ですから､基本的に概念が違うので､どうもやりづら

い面がありますね｡どこかに､こういった ｢行政｣とか ｢自治体｣とかを定義して､我々が何処で使う

かっていうのを明白にしないといけないかなという気がします｡

それから､ ｢ゴミを出しているのは､わたしたち1人ひとりである｣という認識に立ち､ 『わたした

ちは主体的にゴミを出さない努力をします』という意味を含んでいます｡｣と書かれていますが､これ

は､確かBBS(電子掲示板)､MLの中で全面的に前に出ていないのではないかという議論がありま

したが､2番目の､ "住民･事業者 ･行政は､相互に協力して､私たちの生活と生産から生ずるゴミ日

というふうに､ =生活と産業のゴミ日を言い換えたら､わたしたち一人一人が出しているゴミのことだ
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よと､より解りやすくなるかなという気がして､その私たち一人一人の主体性､ゴミに関する責任が非

常に解りやすくなる気がします｡

それから､もう一つ重要な定義の部分なんですけど､この "事業者"っていうのがどう定義するかが

重要なんですよ｡アメリカ軍まで入っていると県では定義したと,伊波さんが強力に主張していました｡

これをどこかで､"事業者"とは国の出先機関､公的な組織､さらに､外国の総領事館や基地､軍隊と､､､

そういったものまで含まれると､定義しておかないといけないのではという気がしますが｡

新崎 盛幸 :

今の自治体の概念なんですけども､私は個人的に何か書いたりするときに､ "議会 ･行政 ･住民日を

ひっくるめたときには自治体と表現しているんですよ｡ "議会と行政"を総称するときには､いろいろ

な文献で､ "中央政府日に対して "地方政府=とあるように､ =自治体政府日という表現にしているん

ですよね｡そして､ "議会と行政"を個別に指す場合には､ =自治体の議会､自治体の行政"というふ

うに使い分けています｡

曽根 浮 :

自治体の中には､国とか県は含まれるんですか｡

島袋 純 :

国は中央政府で含まれず､県は､地方政府の一つとして当然含まれます｡

仲村 未央 :

意見というか､要望になると思うんですけど､1条の解釈の中にリゾート開発や今までの埋め立てと

か､そういういろんな開発によって多くの自然が失われた事も､また積極的に回復していくというか､

その開発一辺倒ではない方向で自然を守っていこうというようなニュアンスが含まれていたらいいかな

と､期待します｡

玉城 デニー :

今の仲村さんの話に賛成をする意味で､この一番最後の ｢なぜ環境を守らなければならないか｣とい

う文章そのものがですね､一番上の1条のすぐ次の解説文の冒頭に来て､それに引っ張ってこられて､

"沖縄の自然は､沖縄に住んでいる地元の人達だけのものではないと｡"いうふうな事でですね｡ぜひ､

"地球そのものが地球という生き物であり､その生き物の自然にわたしたちが享受しているものは権利"

であるけれども､解説文の中では三行目の "若い世代や未来の人々にも､沖縄の自然を享受する権利と

ともに､その自然を守る義務があり､時間空間を越えて､未来を含む世代に､つまりこれからの地球人

に対してそれを守って残していくための最大限の努力をしなければならない"と､大きな目的がこの環

境権の中ではもっと明記していいのではないかなと思います｡ようするに地球規模の考え方として｡

高良 鉄美 :

一番最初に､純さんが言ったように "行政とか自治体､事業者日とかいう概念はやはりどこかできち

んとしておかないと､ばらばらに､各条文に突然出てきたり､ここでいっている場合はこんな意味､あ
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っちで言っている場合はこんな意味となると困るので､そこは一つ整理しておく､どっかまとめておく

必要があるだろうな思う｡それから､ "責任"とか "義務"とか言う場合にもばらばらにやらないで､

それも "責任けなのか "義務=なのかっていう所を考えながら､そこにきちんとその言 葉を当てはめて

いかないと､非常に､急に考えてそうやったような感じになっちゃう｡そうではなくて､ "責任"とは

どういう事であって､ "義務"とはどういう事なのかっていうのをどこかできちんと置いた方がいいと

おもいますね｡環境に関しては､前文なんかでもあるのかもしれないけど､最初にはデニーさんが言っ

たようにある意味で強調するのを考え方の基本みたいに前に持ってきた方がいいと思います｡

島袋 純 :

これは確か議論の中で､環境権は基本的に第 1条がほとんどすべてでして､これはまた環境基本条例

を作る土台になりうるので､他の環境アセスメントとかいろいろな他の条項はいらないのでは､という

話になってきたところ､ "いや ｢ゴミ｣だけは絶対残そう"と､ ｢ゴミ｣だけは､あなたたち一人一人

の責任だよということで､ゴミ条項は強行に残すことになって､二つ残ったんですよ｡

だから基本条例案にも拘らず､ゴミは意図的に､わざと載せることになったんですよね｡だから中間

的なものがなくてですね､環境アセスメントもなければ､リゾー ト開発の防止とかそんなこともない｡

いきなり全地球レベルの話からゴミ問題に飛ぶわけです｡

中嶋栄子 :

条文1に､自然とはわたしたちにとって何なのか､なぜ守らなければならないのかを､そして条文2

には､自然を守るためにはわたしたちの主体性が必要なのだと｡その主体性を最も表すものとして ｢ゴ

ミ問題｣を置きました｡リゾート開発に関しては､あるがままの自然を残した､わたしたちの主体的な

まちづくりへの取り組みに関わってくると思うんです｡そういう明確な目的を持っているからこそ､も

うこの自然は破壊して欲しくないんだという思いに繋がっていくのかなという気がしています｡なので､

地球レベルのグローバルな環境問題､次にゴミ､三番目の ｢自然環境の保全を行う仕組みを整えなけれ

ばなりません｣のところに､漏れてしまった ｢リゾート開発からきた自然破壊を回復する｣という意図

を入れ込んだつもりです｡でも､あらためて ｢自然を回復させる｣という一文を加えてもいいかもしれ

ませんね｡ (拍手)

③基本的権利を守る権利

新崎 盛事 :(報告)

このレジュメを作成するにあたって､形は全く生野町のものをベースにして形は作っております｡そ

して内容等につきましては､過去の議事録をベースに議事録の範囲をあまり超えないようにしました｡

それで､モデル文を一番上のほうに書いていますけれども､解説を作ろうとした際に､モデル文の中で

少し引っかかった部分があったので､皆で作ったモデル案なのに大変申し訳ないんですが､個人的にい

じってしまいました｡2番目の方に条文の提起と言う形で捉えて欲しいという事で 出しております｡

まずはモデル文の1の方で "何ものもわたしたち住民の基本的権利､､､､､"という文言が出ていますけ
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れども､これがどういう定義だったのか､議事録を引っ繰り返してもピンとこなかったんですね｡結局､

皆さんが議事録で議論していたのは､｢基本的人権｣のことを指して議論していたんですよ｡そして､2

番の方では､=議会と行政は､､､､住民の基本的人権､､､"と言う形で､1番と2番の言葉の整合も取れて

いなかったものですから､これはどうしたものか｡｢基本的人権｣っていうのが､一般的に馴染みがある

のかなと思い､おそらく今の中学校レベルの教科書には ｢基本的人権｣という言葉が出てくるのではな

いかなと思って､条文の方では､勝手に ｢基本的人権｣というふうに変えてしまいました｡

この ｢基本的権利を守る権利｣のベース自体が､元々 ｢抵抗権｣の議論だったものですから､｢抵抗権｣

の対象というのは､一般的な諸権利ではなく､やはり不可侵性のある ｢基本的人権｣が脅かされる時点

で ｢抵抗権｣というものが出てくるだろうと､自分なりに考えてですね ｢基本的人権｣と勝手に変えて

おります｡これも､一つの提起です｡

それで条文の方なんですけども､モデル案では2番に出てくる "人類普遍の原理日という文言も､こ

れも一番の "住民の基本的人権"の前に持ってきた方がすっきりするかなと思い､変えております｡内

容は変えずに､少し整理をしたという程度です｡また､"侵害するものが何であれ ､､"という文言があ

りますが､これも解説を作るときに "何ものMと整合をとりたかったものですから､これも条文のほう

で =何ものかに日というふうに整理してみました｡条文の整理については､以上です｡

解説に移ります｡解説自体が説明になりますので､読み上げて行きたいと思います｡

【解 説】

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｡もし､私たちの基本的な人権が国やその他あらゆる権力か

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

ます｡

次から､用語の解説です｡

◇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､誰も犯すこと

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､生まれながらにして持っている自らの生命 ･自由･財

産を確保する権利です｡

◇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

◇異議を唱え､行動する権利と義務 ･･･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｡(※政府形成権力をこういう形で表現してみました｡)国や自治体をはじめ

とする何ものかが権力を悉意的に行使して住民の基本的人権を不当に制限しようとする場合､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.

◇｢人権の砦｣- ･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義を唱え､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 ｢異義を唱え､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｡
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以上のようにまとめてみましたOこれを読み上げただけで説明になっちゃいますので､あとは､議論の

方よろしくお願いします｡

島袋 純 :

これは､朝から晩までの討論会のときにこれについて議論したのではないかなと少し覚えはあるんで

すけれども｡特に､学さんと､宗前さんから ｢抵抗権｣自体､なくていいのではないかという主張があ

りましたよね｡それでアメリカの例では ｢抵抗権｣というよりも､｢個人個人の自衛権｣のような気もし

ます｡暴力的な手段で訴えてでも､様々な､福祉政策レベル､そういった国や自治体の施策に対する抵

抗として民間の武装組織が抵抗しだしているといった事にまで権利を保障してしまうことになりかねな

いか､使われないかという､ことで危快があるとおっしゃっていた｡そういった ｢福祉的権利｣｢社会的

権利｣｢財産権の一部｣などの権利は､当然ながら ｢公共の福祉｣という目的を理由に一定の制限が可能

であることに対して､本当に重要な権利というのは､人が生まれながらにして持っていて絶対に侵害し

てはならない｡あるいは､民主的な社会を形成するために絶対侵害してはならない､表現の自由､良心

の自由､思想の自由とか､本当に侵害してはならない一番重要な権利があるわけですよね｡

その人権のレベルが侵されることをまず､第-に想定して､そういったことがあれば､これは "異を

唱え､行動する権利日だけではなく､もし､隣にいる人がそういう権利を侵されているとするならば､

｢緒になって戦わなければならない義務ですね｡これは義務を課しているんですね｡そうしないと､自

治体､共同体というのは成立しない｡これは､私の発想からすれば､協同体の構成原理と考えているん

ですよね｡だから､最も重要な天賦不可侵の権利､そしてそれを守るための共同体｡その構成にしてい

るんですよ｡ですから､学さんが言ったような､福祉に対する政策､現在アメリカの政府がやっている

ことに武装抵抗するという論理の根拠には､決してならないようなつもりで､1番の条文を想定してい

たということですね｡

曽根 浮 :

2点ほど､意見があるんですけど､1つは権利を抑圧する主体のことを､ここでは ｢権力｣というこ

とのみ書かれているんですけど､ある意味皆､力があれば権力になると思うんですけど｡例えば､報道

規制っていう言葉に繋がると困るんですけど､言論の暴力によって抑圧されることもあるだろうし､或

は住民エゴ的なもので抑圧してしまうようなこともあるのではないかなと気になった｡それから､最後

の ｢人権の砦｣の解説のところで "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｡=とあるんですが､どういう想定ができるかなと思う｡

例えば､議会が､住民の権利を抑制するようなものを議決しようとした時に､行政がそれを抑止できる

のかという事が気になったんですけれども｡その辺､何か考えがあれば､お聞きしたい｡

新崎 盛事 :

住民エゴや報道等の部分については､要するに基本的人権を侵害するものは､国や巨大な権力を持っ

たものだけではなくて､所謂､"何ものも"という形で基本的人権を侵すすべてのものという捉え方を表

現したかったんですよ｡その中には､見た目は大きくなくても､=基本的人権を侵す恐れがあるような行

為に対してはすべて､､､"というような位置づけをしたいと思います｡それと､一番最後の議会と行政､

これは自治体の議会と行政は議院内閣制では無い訳ですよね｡要するに､首長も議会も選挙で選ばれる｡
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その一方が基本的人権を抑制Lに掛かる行動が何かあった場合､つまり､議会がそういう方向に走った

場合には首長がそれを抑止する義務･責任があると､逆に首長がそういう方向に走ろうとした場合には､

議会がそれを抑止しなければならない｡そういった､二元的な､民主主義のシステム上の捉え方をベー

スに置いています｡

与那嶺 武 :

いい形でまとめられていると思います｡生野町のように､うまくまとめてあるように思います｡条文

は短い文章の中で凝縮してあって､それを解説で平易に説明していく｡その後に､生野町のように､た

とえば ｢自立｣とか ｢協働｣とか､そういったこだわった言葉とか説明したいのを注釈的に補足してい

く形がいいんじゃないでしょうか｡ここでも ｢人権の砦｣ とか､こだわった言葉を､注釈の中で詳しく

説明していけばいいんじゃないかなと思っています｡

比嘉 俊雄 :

今ご質問にありました､ "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らない"というのがありますけれども､この 日侵害"の程度なんですけど､何を

さして "侵害"と言うのかなと思います｡例えばですね､ある街でこういうことがありました｡職員の

身分に対する処分について､公的機関で判断が下された｡それに基づく賠償請求について首長と議会が

対立し､最終的には首長は法にのっとり応じたわけです｡だから､こういうふうに議会と議長が相反す

る､そういう権利の侵害に対してどういう風に抑止するのかなと考えたんですが､こういう事例の場合

はどうなるんでしょう

島袋 純 :

これはですね､この文章を作ったときにチェック&バランスを議論しなかったんですよ｡それで､私

のイメージとしては議会と行政というよりも､自治体ということですよね｡議会と行政が十緒になって

住民の権利を守ろうという話だったと思うんですよね｡だから､議会と行政が相互に人権侵害を抑止し

合うって言うことは議論しなかったので､これは "自治体"はというふうに変えてもいいんじゃないか

という気がします｡議会と行政がお互いにどうチェック&バランスを取るということになったら､また

別の議論になってくる｡ですから､こっちの言葉を "自治体は'と変えることによって､要するに､"自

治体は具体的に何をしますか?"と聞かれたら､"議会と執行部"ということになりますよね｡

いずれにせよ､仲地先生から普通は "行政"というのは法律用語では言わないで､"執行部"という言

葉を使うという指摘もありました｡"自治体は'というふうに変えたらどうかという指摘もありましたの

で､それで "議会と行政"を残すにしても､説明文の中に入れない方がいいのではないかという気がし

ますがどうでしょうか｡

新崎 盛事 :

確かに,チェック&バランスの議論は今までにないんですよ｡ただ､｢人権の砦｣として一つのテーマ

で考えたときに､やはり､地方自治体がこの二元的な統治法を持っている限り､どちらかが､基本的人

権を侵すようなことが無きにLも非ずというような発想がでてきたので､私の独断で盛り込んだ一文な

んですよ｡
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島仲 徳子 :

私も､最後の二行についての質問ですけれども｡この最後の二行がでてきた前提で､真ん中辺りの"塞

本的人権を侵すおそれのあるすべてのものり･"何もの日の中に､国や自治体が含まれている訳ですね｡

最後の二行で､例えば自治体､行政がそれを侵そうとした時には議会がそれを抑止する､あるいは､逆

に､議会がそれを侵そうとしたときには､行政がそれを抑止する､ということですけれども､理論的に

はこうであっても､地方自治法上ではどうなんでしょうか｡ そういうことは可能なのでしょうか｡首

長が専決で決めたことを､これが人権を侵す恐れがあるということで､議会がこれをひっくり返すこと

ができるのでしょうか｡あるいは,逆に､議会で議決したものに対して､首長がそれを葎すことができ

るのかということにもなるかと思います｡

新崎 盛幸 :

自治法上はどうでしょうか｡そこまでは研究していません｡

島袋 純 :

おそらくですが､アメリカ型と同じ様な関係があって､条例制定したのを首長は拒否権を発動するこ

とはできるんじゃないですか｡それで拒否権を発動した後に､議会が三分の二多数でもう一度可決する

というようなことが､確かあったと思います｡

比嘉 俊雄 :

=抑止する"という言葉自体はわからないこともないんですが､前文の方で "行動しなければなりま

せん"という所までは解るんですね｡しかし､その後に "抑止しなければなりません"となると､これ

は人権の侵害をしたとなると､判断は誰が行うのか｡結果的に､侵害したかどうかは､裁判所が判断す

ることになりますよね｡そういった面で､限定していいのだろうかと思います｡ "行動しなければなり

ません日だと､ "いや､私はこれに対しては､皆さんが思っていることは人権侵害です0"というふう

に訴えて抑止をするということぐらいなら話は､分かりますが､それを､完全に抑止するということ自

体は､結果的には裁判でしかできないのではないかという思いがあるのですが､いかがでしょう｡

新崎 盛事 :

自治法の細かいところは少し勉強不足なんですが､ここで自治法との絡みも含めて､何を言いたいか

と言いますと､首長も議会も住民の選挙で選ばれ住民の意思が反映されている｡双方とも住民の意思が

反映されている存在なので､この基本的人権を守るために何らかの責務があるという形で表現したかっ

たんですよね｡

比嘉 俊雄 :

お互い意見の交換､話し合いというのはいいと思うのですが､ "抑止=というのは､絶対駄目だとい

う事になるわけですよね｡そこまで言い切れるのかっていうのが心配なんですよ｡

新崎 盛事 :

"抑止"という言柔がそぐわないのであれば､"チェックする責務がある"というふうな表現に置き換
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えてもいいと思うんですよ｡ただ､基本的人権を侵害するような行為がなされようとする時に､地方自

治法がこうだから､議会がこうだからといって､自治法上この手続きは無理だよというふうになげるの

ではなく､やはり､住民の総意である基本条例として､ここはきっちり最後の基本的人権は誰にも侵さ

れないんだということを､明確に相互のチェック&バランスということで入れていた方がいいのではな

いかと僕は思います｡

仲村 未央 :

新崎さんの提起の =基本的権利を守る権利日と "基本的人権を守る権利"を置き換えていますけれど

も､権利から人権におきかえるのは､この条文になんら影響しないことであるという理解でよろしいの

かって事を､改めてもう一度確認したいです｡というのは､住民が自治体に対して具体的にアクション

を起こして､行動し異議を唱えるということのイメージの中では､行政手続の中の不服審査に基づくア

クションっていうのを､より具体的にこの条例によって担保として､こういう権利があるから､こうい

うまちづくりはおかしいじゃないかというアクションの根拠条例にしたいなという思いがあった｡です

から､"基本的権利"と "基本的人権"ということを書き換えて､｢普遍の原理としての人権が侵された

とき｣に抵抗する権利としてここで確立しておくのか､ということを確認したいのですが｡

新崎 盛事 :

この条文の根幹にあるものは "抵抗権"ですので､やはり "抵抗権"というのは最後のこの基本的人

権が侵されるという部分から生じる権利だと思うんですよ｡要するに､異議申し立て的な手続き的な部

分であれば､別に他でも充分やっていけると思います｡ここで "抵抗権"が対象としているのは､人類

普遍の権利であるものが侵されようとする場合､それに対しては､政府自体ひっくり返していいんだよ

というような抵抗権､この抵抗権があまりにも市民革命時にでてきた概念であることから､現代の基本

条例にはそぐわないだろうという形でいろいろな議論をしてきたわけですよね｡そういう意味では､や

はり異議申し立てとか不服申し立てとは少し次元が異なるのではないかと思って､あえて"基本的人権"

に換えたわけです｡

島袋 純 :

これは､あまり言葉を増やして､新しく造語をして概念を定義しあうのは大変なので､｢基本的権利｣

は抜いて ｢基本的人権｣と統一してもいいのではないでしょうか｡そういう気がして新崎修正に賛成で

す｡

それと､基本的人権の中身について特に意識したことに関しては､社会権なり､財産権なりそういっ

た制限しうる権利と､それから制限し得ない権利という二つの区分があって､基本的に一番重要な部分

はいかなる理由があっても制限し得ない権利｡そこを念頭に置いているということで合意があればよろ

しいのではないですか｡

行政不服審査とか様々な手続きがあるんですけれども､それに関して私は何もイメージしていなかっ

たんですよ｡というのは､これはどちらかというと､先ほどいった基地との問題 "平和的生存権"との

絡みで､沖縄の場合はあまりにも生きていくために必要な､本当に根幹に関わるような権利が侵害され

る場面が多いので､私がイメージしたのは "平和的生存権"と絡んだような発想です｡

"平和的生存権"というのは人が生まれながらにして持っていて､絶対に侵害してはならない権利の
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一つだと思っている｡それが侵害された場合にみんなで｢緒に立ち上がろうというようなものです｡と

もに立ち上がらないものは仲間として認めないぞという義務を課している｡そうでないと共同体という

のは成り立たないと思うんですよ｡

だから､私の発想としては､基本的人権の中でも､これをイメージしているのは特に重要な絶対侵し

てはならない権利であって､しかもその部分が共同体の構成原理となっているという部分が､新崎さん

の文には抜け落ちているというところがあるので､そこの部分を入れてもらいたい｡それからやはり議

会と行政のチェック&バランスというのは､この中では､どうも合わないような気がするので議会と行

政を =自治体"に換えた方がすっきりするのではないかと思います｡

それでもし､"議会と行政がお互いに住民の基本的人権を守っで'というのが必要であれば､これは自

治基本条例が組織編成権を持つような基本条例に進化する可能性が大いにありますので､そのところで

組腐Eの編成原理としてですね､議会はこうである､首長はこうであると､お互いに議会と首長はこうで

あるという関係を別のところで定義したらいいのではないかなという気がします｡"抵抗権"のところで

定義する必要はないと思います｡

高良 鉄美 :

例えば､普通に考えるとこれはいらないようにみえるんですけどね､議会と行政の立場でですね､置

かれている住民に対する責任というのかな｡要するに､住民の人権と 対置で議会と行政をどう捉えるべ

きかというふうに考えると､議会も行政も自治体の組織であることには間違いないわけで､自治体でも

いいのかもしれません｡しかし､国の権力分立と明らかに違うのは､三権分立ではないということです｡

司法権がありませんから､どのように自治体の権限をより濫用させない様にするのかといいうこと､つ

まり住民の基本的人権を侵害させない仕組みを､裁判で護る､つまり現行では国家権力の力､司法権に

よって自治体の住民の権利を護る､ということとは別の視点を持たないといけないのではないかと思い

ます｡そのためには､自治体の二権である議会と行政が意識的に､チェックし合いながら､住民の基本

的人権を護るということをその日的とし､それがきちんとできないということは､最も人権の根本にあ

る基本的人権を護る権利､つまり抵抗権の発動をもいとわない状況に陥ることを暗に示す文言だと思う

のです｡だからできたら ｢議会と行政｣というのを入れた方がいいと思う｡

照屋 寛之 :

今､高良先生は､抑制という面では必要だというお話でしたけども､これは今の日本のオール与党と

いう状況の中で､本当に効くのかなということは､なかなか難しいと思います｡話が飛んでしまうかも

しれませんが､議会であれ､行政であれ基本的には､住民の基本的人権を守らないといけない｡そうい

う意味で､これは議会の責務､行政の責務という部分で触れることはできないかなと思います｡

島袋 純 :

仲地先生から､議会と行政は自治体にしたらどうかと言う修正案がでていました｡それから ｢行政｣

という言葉も違和感があって ｢執行部｣に換えたほうがいいんじゃないかという意見もありました｡私

の方としても照屋先生の意見に賛成でして､ここで議会と執行部のチェック&バランスを規定するより

も､どこか別のところで議会の責務､或いは行政の責務､或いは相互の関係を規定するような部分でや

ってもいいんじゃないかなという気がしています｡
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なんで､議会と行政と二つにしたかというと､沖縄の例からすると､沖縄の行政というのi裏基本的に

米軍支配下で米軍の下請け機関だったんですね｡琉球政府の任命行政首席は米軍の手先として働いてい

たわけで､唯一沖縄の人々の立場からそれに対立したのが立法院だったわけで､立法院がまさしく ｢人

権の砦｣として機能したわけです｡立法院が沖縄の民主主義と､自治と､それと人権の砦でがんばって､

がんばって､がんばりまくってようやく､自治が確立していったという例があるので､議会はもう当然

ながら ｢人権の砦｣として機能するだろうとおもいます｡

ところがイメージからすれば行政というのは歴史上､国王の管理だったわけですよね｡行政が権力の

手足であり､人々の権利を侵害するのは､法に基づくとはいいながらも実際に行政が侵害してきたわけ

ですよね｡行政をチェックする議会､人権に関してはそういう構造を想定していたんですよ｡

しかし､言われてみれば,確かに､議会というのは違法な立法､違法な条例､人権を侵害しかねない

条例を作る可能性があって､行政はそれに対して無視するとか､行政独自に勝手に解釈して人権を守る

ように執行することはできるわけですよね｡行政も議会に対抗して人権を守ることに寄与することがで

きるかもしれない､議会も沖縄では ｢人権の砦｣というイメージは強いんですけど､もしかしたら議会

も違法な立法､違法な条例を出すことも無きにLも非ずだなと思いながら聞いていたんですが｡

佐藤 学 :

二元代表制で､議会と行政があるということを､基本的人権を守るために使うという発想は､地方自

治ではあまり聞かないので､それをこのまま入れると私は面白いと思います｡

新崎 盛事 :

基本的人権という大きなタイトルの中で､チェック&バランスを入れたら少し基本的人権がぼやけち

ゃうかもしれませんけれども､その基本的人権のなかの ｢人権の砦｣という用語解説の中にですね､議

会と行政の二元のチェック&バランスというのは入れていた方がいいと思います｡なぜかというと､地

方議会独自でそういう人権侵害を侵すような立法はあまりないと思います‥ただ､国から直にそういっ

た法律が下りてきた場合､それに基づいて議会で条例化を図る場合､議会がその法律に沿ってなんらか

の条例等を作成する場合には､首長が抑止するとか､逆の場合には議会が抑止する｡そういったことを

想定しているんですよね｡

仲村 末央 :

高良先生と佐藤先生がおっしゃたことを聞きながら考えるんですけども､やはり､議会と行政が独立

した機関であって､二元代表制で地方自治が成り立っているということ､なかなか現場ではそういう仕

組みが機能する機会がほとんどない｡ほとんど与党と執行部とが一体となって､多数派によって進めら

れていくという傾向にとても大きく影響されて､今の地方自治は運営されていると思う｡ですから､そ

ういう中においては､先程佐藤先生がおっしゃったように､あえて緊張関係を持ち込むような､そうい

った表現っていうのは､そもそも基本的人権を守るために､その機関が存在しているんだということを

ここで誼うのは､挑戦的というか非常に画期的と思う｡つまり､私たち一人一人が選ばれているのも､

首長が選ばれているのもすべて直接選挙なんだよということをあえて持ち込む｡そういう意味では面白

いのかなと思いました｡
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屋良 朝博 :

国の流れを見てみると､例えば福祉や教育関連の予算が地方交付税に組み込まれていて､収支が分か

りにくくなっている｡このため,どのように予算が使われているかよくわからないという声をよく聞く

んですよね｡福祉や教育は人権とも密接につながりますので､地方自治体レベルでチェックするために

も､やはり議会のチェック機能がますます大きくなってくるという気がします｡仲村さんの意見に賛成

です｡

高良 鉄美 :

やはり､ ｢人権の砦｣と入れたのは非常に大きいと思いますね｡というのは､通常 ｢人権の砦｣とい

うのは裁判所なんですよ｡裁判所に人権保障を求めるわけですね｡だけど地方のレベルで裁判所がある

わけではないので､そういう意味では､本来､裁判所が国の機関の中では人権保障の砦というわけです

けど､そうじゃなくて地方では裁判所は国家的な形で置かれているので､自治体では議会と行政自体が

｢人権の砦｣にならないといけない｡議会と行政をそういうふうに位置づけするのはほとんどないです

よ｡人権保障というのは司法権だという言い方がありますから｡だから､ここで改めて確認するとか､

そうなんだよということをアピールすることは､すごく重要だと思います｡今までの地方自治体の中で

の考え方とは少し違うだろうと思います｡そういう意味では､先ほども言いましたように私もこれは置

いたほうがいいということです｡

島袋 純 :

行政という言葉に関してはどうでしょう｡仲地先生は執行部とおっしゃっていましたが｡

高良 鉄美 :

それは､自治体と決めるなら全般的に決めたほうがいい｡わざわざここで､議会に対応する場合に首

長とでるのか､それとも行政とでるのかといった時､私は一般化して行政でみんなが捉えられるならそ

れでいいと思うし､そうでなければ自治体というのは､なぜ議会とか行政とかと別に自治体という言葉

を使うのかっていうのは､ちゃんと区別してつかったほうがいいと思いますね｡だから､どっちかにま

とめるなら､まとめても結構ですけれども｡ここは､わざわざ抑制関係を入れるためには､自治体と言

ってしまうと一体となって見えるから､抑制関係が見えないのでそこは二つ入れたほうがいいのではな

いかと思います｡行政､執行｡執行というのがむしろあまり行政よりは解りにくいのではないかと思い

ますね｡

新崎 盛事 :

では､これで終わります｡(拍手)
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