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前期第2回 定例研究会 研究会議録 (会合34･5月10日)

①まちづくりに参加する権利

難波田 到吾 :(報告)

それでは皆さん､おはようございます｡まちづくりに参加する権利についてです｡

叩き台の文を作るのが締め切りに遅れてしまいましたので､今日は別に印刷してもって参りましたので､

そちらをご覧になって下さい｡

【読み上げ]

1､住民は､まちづくりの計画策定 ･実施 ･評価のすべての段階で､参加する権利をもっています｡

【解説】

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が､このまちがどうなってい

くのか､どういうことが､このまちに生きる人々の生き方に､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にするのか､判断し､決定し､行動する権利があるのです｡住民には

まちづくりの計画に､白紙の段階から参加する権利があります｡また､まちづくりの事業実施中､終了

した後も､事業を評価し､それを反映させるのは､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､議会

と行政の責務です｡

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｡

【解説】

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｡

3,住民のまちづくりにおける発言と行動には､責任があります｡

【解説】

まちづくりが住民主体で進められれば､進められるほど､住民の発言と行動の結果が､まちづくりに反

映される事になります｡ ｢こんなつもりじゃなかったのに-｣と､ならない様に､その結果を考えた発

言と行動をしなければなりません｡

4､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権利をもってい

ます｡

【解説】

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たりす

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O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｡
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まちは､それ自体いろいろな機能 (住居､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事は､まちづくりにと

っても欠かせません｡まちづくりをめぐって､住民､働きに来る人､学びにくる人､その他まちに関心

をもつ人の間で､視点や感覚の違い､利害対立が生じ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､まちづくりを進めなけ

ればなりません｡

【用語】

◇まちづくり･･･まちの建築物､土地利用などの外形 (ハード面)をつくる事だけを指すのではなく

て､制度の整備､運用等､の内面 (ソフト面)をつくる事を含めた､まちに関わる全てのことについて､

それをつくっていく過程のことを言う｡

◇まちづくりの計画 ･･･まちの総合計画及び基本計画､分野ごとの仕事の基本計画及び実施計画､そ

の他の計画及び事業の具体化のための毎年の予算編成に至るまでの全てのプログラムを意味します｡

◇計画の実施 ･- 個別の仕事の計画が予算編成され､執行されて実現されていく過程の事です｡

◇評価 - ･自治体やまちづくり活動団体のまちづくりの仕事が充分だったか､適切だったか､さらな

るまちづくりに繋がる仕事になっていたかどうかを住民の視点から計る事です｡

以下の二つの矢印は､この項目をまとめるときに出てきた､私の疑問点になります｡

⇒そのまちの土地や､資源に対しての､利用価値に関心のある人の参加をどのように考えたら良いでし

ょう? (基地建設をしたい日本政府 ･米軍､採石をしたい事業者など｡)

⇒モデル文､1では住民に､2では関心のある全ての人にも､権利がある､としています｡住民とその

他の人には､まちづくりの参加について差があるような､無いようで､分かりにくいような文になって

いると思います｡この辺を､どう整理するかを考えなければいけないのではないのでしょうかと言う事

です｡

では､最初の項目から何かありましたら､質疑 ･応答お願いします｡

島袋 純 :

最後の方で､言葉の定義をまとめて書いていますが､それは条文の解説ごとにそれぞれ入れていくと

いうスタイルで統一した方がいいと思います｡最初の解説に計画の実施 ･評価､すべての段階と書かれ

ているので､その解説の次に､まちづくりの定義､まちづくりの計画の実施 ･評価の用語の定義を入れ

ていった方がいいと思います｡

難波田 到吾 :

はい､確かに私もそう思いますO

島袋 純 :

内容に関しては､パット見ですが､すぼらしいと思います｡
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佐藤 学 :

評価のところで､"住民にはまちづくりの計画に､白紙の段階から参加する権利があります｡また､ま

ちづくりの事業実施中､終了した後も事業を評価し､それを反映させるのは住民の権利です｡"とあるの

ですが､何に反映させるのかを書く必要はないでしょうか｡次の計画に反映させるのか､或いはその後

の継続事業に反映させるのかを､明確に書いてはどうかなと思ったんですけれども｡

島袋 純 :

それを､"まちづくりの仕事に反映させるのは住民の権利です｡日としたはうがいいと思います｡前回､

評価のところで､事業評価が実際やっている評価だとか､いろいろお話はあったんですが､結局僕たち

は､"まちづくりの仕事"という言葉を使って､それを日本中に

広めようと盛り上がりましたよね｡僕も "事業"という言葉を､解りやすくて使いやすい言葉なのでよ

くいろいろ使ってしまうんですが､=事業"杏 "まちづくりの仕事"というふうに換えたらどうでしょう

か｡

難波田 到吾 :

そうですね｡その方が､イメージがはっきりすると思います｡

佐藤 学 :

今の意見に賛成で､私たちはもう少し膨らんだ事を考えているわけですから､"事業"というと､決ま

った定義があるので､=まちづくりの仕事に反映させる"ということでいいのではないでしょうか｡

普山 均 :

ちょっと教えていただきたいのですが､二行目の途中辺りで､"このまちに生きる人々"という表現が

使われていますけれども､その前後には "住民"という言葉が使われていて,この部分だけ "生きる"

と表現されています｡この 日生きる人々"というのは､住民だけではなくて､就労者､学生､関心のあ

る方､それはすべてを網羅して指しているのでしょうか｡

難波田 到吾 :

この辺はちょっと唆味に使ってしまったもので､ご指摘を受けて困っているんですけれども｡

佐藤 学 :

今のご指摘は､繰り返し､繰り返し指摘が出てくる言葉の定義の問題で､この前もずいぶん議論があ

りました｡要するに､一方で "住民"という言葉を法律的な概念で押さえておくべきで､あえて "市民"

と使わずに "住民"と使う方がいいと法律の先生がおっしゃっていました｡ところが､もう一方で誰が

参加するのか､誰が関与するのかという話になった時には､なるべくその範囲を広げようじゃないかと

いう話があり､用語をどうするかをはっきり決められませんでした｡なので､両方あるという事で､難

波田さんがこういう形に書かざるをえないという気がしました｡
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島袋 純 :

=住民"に関しては､=国民日とは概念が違っていて国籍用件とかないんですよね｡"住民"というも

のはですね､住民票に登録されているという概念でもないんですよ｡地方自治法上 "住民"というもの

は､唆味な規定らしいんですが､基本的に =そこに住んでいる人"というものらしいです｡そして､微

妙に地方自治体も "住民"という言葉を使い分けていて､国税調査による住民と､住民登録されている

住民の数が一致しないんですよね.場合に使い分けてよりけりして､補助金を貰うために国税調査を使

ったり､都合がいいときは住民登録を使ったりといろいろあるわけですけれど､後は "日本国籍を有す

る～市の市民､或いは､住民"というふうに日本国籍を前につける事によって "参政権"とかは限定し

ています｡ですから､"住民"といいましてもいろいろ定義がありまして､いろんな場合にも使い分けさ

れているんですが､ここでは､なるべく "住民"というものを､幅広く最大限に取ろうと｡逆に住んで

いる､或いは勤めている､通う､そこで学んでいる｡そういった物までを含めて "住民"というものを

定義して､通っている人は八時間､十時間とそこにいるわけですから､住民として意見を言う機会･権利

はあるのではないかという発想でなるべく広く定義しようと｡発想としては､"住民"という用件を決め

てその中に放り込むのではなくて､何らかの関わりがある人はできるだけ､最大限に "住民"と定義し

て､逆に実際に制限するときに合理的な理由をそこで見出して､制限していこうという発想になってい

るんですよ｡なので､どうしてもカチカチには決められなくて､学さんがおっしゃったように唆味な概

念になってしまうんですけれども､ここでは僕らの中でもカチッと定義できていないので弱い部分なん

ですけれども､住民は幅広く定義づけていこうと､その合意しか得られていないんですよ｡シンポジウ

ムでも責められた部分だったんで､もしかしたら､こういう半端な合意ではなく､もっときちんとした

合意じゃないと､法律や条例にならないだろうと徹底的に絞られて､責められる部分になる可能性がと

ても高いと前から思っています｡

新崎 盛事 :

このモデルを作るときに､一番目では､まちに住んでいる人を指して "住民"と定義し､そして四番

の方で､仕事や学校でまちに通っている人､又は関心のある人たち､そこまで枠を広げて受け入れよう

という､そういった議論がなかったですか?

島仲 徳子 :

やはり私も "住民"の定義は必要だろうと思います｡前に､那覇市で "安全で住みよいまちづくり条

例"を作りましたときに､やはり条文のなかに "住民"という言葉がでてくるんですね｡非常に重要な

ポイントになりますので､まず定義づけをしまして､その時に今ここで触れられている範囲プラス､滞

在者､一時的な旅行者も含めた短期滞在者も "住民"に含めるというところまで枠が広がりました｡で

すから､この私達が今検討している条例についても､ "住民"を定義づけしないとごちゃごちゃするの

ではないかという気がします｡

仲村 未央 :

先程の新崎さんの､第4項のところの ｢住民｣で枠を広げてはということが､議論の過程の中であり

ましたけれども､例えば ｢住民投票｣の条項では､有権者をどうするかという時に初めて制限が出る､

というような発想の議論もあったかと思います｡
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先程､純先生がおっしゃったように､そもそもこの条例全体でいう住民を､ほとんど制限のないよう

な ｢住民｣と定義した上で､この条項の何条何項に限っては､｢住民｣はこういう風に制限されるという

ような発想なのか､それとも先程､新崎さんが言ったように､基本的に｢住民｣を明確に定義した上で､

第4項の部分においてのみ対象が広がるというような発想なのか｡やはり全体の ｢住民｣という議論と

いうのは避けられないのかなと思います｡

中嶋 栄子 :

誰かのメールの中に､ "昼間の住民"という言葉があったんです｡ "昼間の住民"というのは､住ん

でない人､仕事 ･学業で通っている人､多分そういうのをひっくるめて､そこには住んではいないけれ

ども､そのまちで8時間なり､10時間なり長時間過ごす人達を､ "昼間の住民"という言葉で表してい

たんじゃないかと思います｡そういうふうに､住んでいる人と住んではいないけれども深くそのまちに

関わっている人というふうに､分けられるのではないかなという気がします｡

島袋 純 :

大体ですね､新崎さんが言ったような路線で<録音途切れ>

高里 鈴代 :

今いろいろと想像していたんですが､前に外国人を人口の中に入れていなかったんですが､今那覇市

では外国人も人口の中に入れるということになっています｡それで今度は､長期と言った時に､いった

い何時からを長期というのか､それから､行政でも問題になっているんですが､通うといった時に､そ

こを通って通る人達が缶等をボンボン窓から捨てるというような事もあって､その環境を守るという観

点からすると､そこの道路を使う人も､もっときちんと考えてもらわなければならない､ということも

あります｡大きな道路の中央の植栽なんかに､そうとう空き缶やゴミが捨てられていて､いろんな自治

体を回ると､やはりこの環境からすると道路を使っている人達に対しても､結構いろいろな法律につい

ても理解して貰いたいという事もあるので､そのまちづくりというときには､外国人も､"住民"という

ときには思想 ･信条 ･国籍問わないとかいろいろ基本的人権の根拠はありますよね｡それとやはり､通

過していく人々はまちづくりに大きく関わっていくわけですから､どこまでの範囲でそれを､伝えうる

のか､或いは包含できるのか｡というのは､長期というときに､いったいそれは何時ごろなのか､また､

短期と言ったときには､本当に素通りする人までなのか｡千代田区なんかは､昼間と夜ではものすごく

人口が違うので､やはり =昼間の人々"にも強く参加させる､､､､<録音途切れ>

それから､タバコのポイ捨ての問題も､その場所をちょっと通った人にまで罰則を規定していますけれ

ども､やはり "住民…というもののイメージが今までとは違うものをここでは要求しているように思う

んですけれども､いかがでしょうか｡

佐藤 学 :

具体的なことを考え始めると､学生が2時間サンエーでバイトをすると､そういう場合まで =住民日

に入れるのかなと思いました｡毎日毎日､バイトしておればそれは仕事があるわけですが､どういうふ

うに規定できるかというのが難しいですね｡ただこの四項目の=私たちのまちに関心のある全ての人は'

ということがあるので､これが活かせるとは思うんです｡だから､=住民"の定義を少し決定的に決めて
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もこの文言を活かせばいいのかなって気はするんですけれども｡

督山 均 :

"義務"と "権利"という視点で考えたら整理つきやすいのかなという気がしてまいす｡鈴代さんが

おっしゃった事は､まちを使用する人の義務という位置づけとか､また純先生がおっしゃられていた､

幅広い､住んでいる人､就労者､学生等は一つの権利として見る｡そういうわけ方にすると整理しやす

いのかなという気がしています｡

前城 充 :

私も沓山さんが言った意見で整理がつくと思います｡例えば､まちづくりに参加する権利などで､こ

の権利は四つの条文を見ていけば､四の所に書かれているように､関心のあるもの全てとなります｡=義

務"になると先程言った鈴代さんの問題がでてきますけれども､あくまでも､参加する権利ですからこ

れで充分ではないかなと思います｡その中には､島仲さんが言った旅行の滞在者も大きな意味で言えば

含まれてくるだろうと､私はここで思うんです｡後は､他の所での "住民"の定義とかとは､また違っ

てくるような感じなので､未央さんが言っていた住民投票の所で､それなりにまたそれを張っています

ので､大枠で言えばここに書いてあるのが =住民"だよということは読み取れると思うんですよね｡

島袋 純 :<録音途切れ>

佐藤 学 :

常識的に考えると､全くその通りだと思います｡ただ､法律としては､ちゃんと書かなきゃいけない

んですかね｡要するに利害関係の大きさによって権利の割り増しとかを定義しないといけないとか｡何

を何処まで定義すればいいかわからないですが｡うんと最初に言葉の定義を-と指摘があったときに､

"自治"の定義をしなさいというのがでてきて､これはいろいろ面倒だなあと思いました｡私は､法律

は素人なので暖味な事は暖味で良いと思うんですが､法律の人はそうは言わないだろうから､その辺が

やはり困るなと思います｡定義するというと何を何処まで定義するのかっていうのが､際限なくなって

しまうなといつも思ってしまうんですよね｡純先生が言った事は､まさに常識的にはその通りだと思う

し､読んでいる方はそういうふうに理解はするが､それを基に訴訟起こされたらどうするのかなと思い

ました｡

仲村 未央 :

難しいですけれども､先程､条例全体の中の ｢住民｣をどう捉えるかという視点の中で "義務"とか

=権利日とかっていう形で分けるという意見もありましたけれども､そうなってくると､想定されるの

は罰則等だと思うのですが､それはこの条例で求めていくような規定ではないような気がします｡それ

から､例えば､ある地域の環境を守ろうという時に､その地域に住んでいない人の方がよっぽどその価

値を見出したりしていて､意見を言った時､どうそれがまちづくりの中で扱われるのか､行政や議会の

中で反映されていくのか｡これからますます大きな課題になってくるのかな､というのがあるんですけ

れども｡そうなった時にはやはり､｢関心のある人｣というのが最大の保障であって､それを私たちが作

ろうとしているこの条例の中で最大限ひろっていくという方向がここで出てきたらいいのではないかと
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思います｡やはり制限をする時には､それなりのしっかりとした理由を､条項の中で必要が在る時に設

けるということで､後は､本当に限りなく広くという定義をしていけないものかという意見です｡

高里 鈴代 :

今の末央さんの意見には､私も大方同じだなと思っています｡今まさに起こっている西表の建設の問

題をパッと考えたんですね｡というのは､今あちらの町長も自治体もまず､二十年そこに住んでいても

統治者とは言わないんですよね｡住民の責任ある意見等を聞かないんです｡二十年そこに住んで西表が

好きだといって来て､弁償にあっているという人でさえ排除しよう｡ましてや､そこに何ヶ月か援農で

住んでいる人を､反対の集会に出たというだけでこの県営住宅から出て行けというぐらいに､限りなく

持っている権利の範囲を狭めていますよね｡ですから､その間ででている解決､或いは､まちづくりと

いう点から考えても､今ここで論議しているのは広げていく方向で､制限する事ではないと思います｡

制限するという時に何を根拠に制限するのかっていう所が､かなり難しいなと思います｡だから今､一

つの事例で想定しても､先程未央さんが言っていた､例えば､ヤンパルの問題にしても､那覇の人間が

行って関心を持ってはいけないというようにポジションをどんどん狭めていっているんですよね｡

佐藤 学 :

ありうる事を想定したほうが良いという事で､議論のための議論をすると､例えば､どこぞに何かを

建てるとして､その工事が始まるとすれば自分は雇われてそこに住むはずなんだという人達がいて､そ

れで造らせろという｡それこそ､えらい利害関係があるわけじゃないですか､そういったときに逆の意

味で外部からもどんどん関与させろということにもなりますよね｡難しいですね｡

前城 充 :

先程未央さんから続いた話の関連ですが､このまちづくりをするときの議論の中でどうしても外部で

高い関心のある人､或いはその間題に詳しい人の意見を聞くのは大事なこと｡また､佐藤さんが言った

ように利害関係のある方が来て意見を言う場合もあるだろう｡しかしですね､基本的に情報の公開と共

有がされていれば､住民が判断できるだけの情報が確保されているわけですよ｡最後の最後まで完全に

100%情報が共有されたと､利害関係も分かったと､専門家の意見も分かった｡じゃ､次はどの手段

でするのか､最初に議会に諮って､それでもまだ判断ができない場合には住民投票という手段を取ると

いう順番があるので､ここで言う所は､全部相談してできるんではないかなと､要するに､まちづくり

に関しては全て公開 ･情報共有もしながら､参加も保障しますよと､しかし責任ある発言をして下さい

と｡責任と判断を持っている人はちゃんとやって下さいという保障が出来てくると思うんですね｡だか

ら､解決できるのではないかなと思います｡いかがでしょうか｡

上見 寛充 :

僕も､学さんがおっしゃっていたことを少し危倶していて､例えば白装束の軍団がバーつとまちにや

ってくるというような話をちょっと考えたんですけども､充さんがおっしゃったように､この中にも互

いに理解を深めながらとも書いています｡最終的な判断は住民投票まで持っていくという所までもって

いくと思うので､このまちづくりに参加する権利というのは､なるべく関心のある人はそこにたとえ住

んでいないとしても､沖縄であれば文化 ･歴史がすごく好きで､違う地域に住んでいても､そういうも
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のを活かしたまちづくりをして欲しいと考える人もいると思うので､そういうような形で､権利は拡大

してもいいのかなと考えます｡

比嘉 俊雄 :

確認をお願いしたいのですが､四番の方で =私たちのまちに関心のある全ての人は住民とともに､いけ

とありますが､定義としては =関心のある全ての人"とが､必ずしも住民とは言えない訳ですよね｡そ

うしますと､今 日住民日の定義で盛んに議論していると思うんですが､その 日住民"を最大限広げてい

く場合､他の条文との関係はどうなるのかなと｡例えば､市長の項目にも =住民Hがあるし､議会の責

務の中にも H住民日があるし､そういったところはあまりにも広げてしまいますと､-自治体としての

意見等の集約や行政の執行の際などでどうなるのかなという感じがするんですが｡

島袋 純 :

ここでは=住民"を主権者と譲っているので､やはり広げる事はできないのではないかなと思います｡

基本的に､一番最初の前文の方から､いい目､その権利の主体がどういった人々であるのかといったこと

に関して､ある程度確定した情報がないと､やはり誰が主権者､誰が自治体の､…､､か非常にわかりに

くくなるので､条文全体からすれば､基本的に =住民=というのは､､､､に置いた方がいいような気がし

ます｡

上見 寛充 :

さっきの発言は訂正します｡その参加する権利というのは､四番の事を言いたかったわけですね｡だ

から結局､"住民"の定義っていうものはもうちょっとしっかり定義づけた方がいいのかなっていうこと

を訂正します｡

難波田 到吾 :

僕が思うのはですね､その "まちづくりに参加する日の 目参加する"にもいろいろな形があると､こ

の辺の定義が暖味で､例えば僕は一番の解説のところで､"判断し､決定し､行動する日ということで､

"決定日という言葉をはっきり書いてしまったんですね｡だから､参加の段階だったらいろいろな人が

入ってきてもいいのではないかというご意見もありましたけれども､この一番の定義を引いてくると､

"決定日にもそういった人たちが入り込むわけで､だから参加する権利も定義づけというか､分類とい

うかをはっきりさせる必要があるのかなと思います｡

新崎 盛事 :

=住民"の定義を､もしキチっとした場合に､一番と四番の参加する権利は同じような形の参加する

権利なのか､"住民日と"関心のある全ての人々日の権利はある程度微妙に違う形のものになるのか､文

面からしたら､同じ =参加する権利を持っています"という形になっていますので､どうなのかなと思

いました｡

佐藤 学 :

今の難波田さんと新崎さんの話で､例えば一番の参加する権利というところで､"参加"と"決定"を
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分けちゃうとか､"参加し､決定する"ということで解決できないかなと思ったんですけれども｡それは

無理なのかもしれないんですが､要するに "参加"っていうのは､さっき充さんが言った話をもとにす

ると､最終的にはとにかく決定の責任を負う人はいて､ただそれは全員が最終決定に参加する､たとえ

ば住民投票を出来るわけではないと｡だから､"参加"と"決定"を一番の方で二つに分けて書いておけ

ばいいのではないだろうかと思ったんですけれども｡

島袋 鈍 :

"参加し決定する権利を持っています"となると､おそらく､､､､､､､住民投票は用意してあげると､

たまたま議会とか首長の権限でやってもいいけれども､いざと言う時にはこれは全て住民､､､‥､､を住

民投票を住民が､､､するというシステム､､‥､､､法廷協議会はそういう形､､､､､､､調べて把握していた

んですけれども､六分の-の書名さえあれば､もう法廷協議会設置というふうになっているみたいです｡

ですから､そうみたいな権利を持っていると､書いてしまって､その権利を実現するために住民投票の

仕組みというものを想定するという構造的な､､､日日､いい目｡そういう発想でいいんじゃないですか?

直接民主主義的な仕組みで｡

<ここに録音されていない議論がありました>

佐藤 学 :

今の ｢休憩時間｣をまとめて､条文が ｢これは唆味な概念です｣と誇ってはいけないんでしょうか?

島袋 純 :

｢"住む人々"の "住む"をできるだけ我々は広く解釈したいと思います｡｣というふうに書けば問題

はないんじゃないですか｡例えば長期滞在者等､例を入れて､､､､､､なるべく広く解釈､日日､我々は広

く解釈したいと思いますという形で｡

やはり問題は､四番の "権利"ですよね｡これと同等の権利はありえないので､"住民とともにまちづく

りをする権利を持っています"となると完全に全く同じになってしまうので､これを工夫したらいいん

じゃないですか｡

仲村 未央 :

そもそも､第一項の ｢参加する権利｣という部分の解釈は､"判断し､決定し､行動する"ということ

でいいわけですか?

新崎 盛事 :

先程､佐藤先生がおっしゃられたように､"住民"に対してはやはり参加権と決定権を保障して､"関

心のある人"には参加権だけを保障するという事で整理がつくんじゃないですか｡

それと後一つ､話が少し飛びますが､三番目の "まちづくりにおける発言と行動には責任があります=

これは､=住民の日と限定されていますけれども､四番の "関心のあるすべての人たち"に対して参加す

る権利を与えている以上､これは "住民の"と限定するのではなくて､=まちづくりにおける発言と行動

には責任があります"とした方が良いと思います｡要するに､=関心のあるすべての人たち日にも発言と
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行動には責任を持ってくださいよという事で､この三番の "住民の"をとって､一番後ろに回したらす

っきりするんじゃないのかなと思います｡

島袋 純 :

それでいいんじゃないですかね｡=住民はまちづくりの計画策定･実施･評価のすべての段階で参加し､

決定する権利を持っています｡"それで､評価を決定しとはおかしいんですけれども､そういう細かい所

は､日日､､､､｡それで二番は同じで､三番目に四番の "

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権利をもっています"

それで四番には､"住民のまちづくりにおける発言と行動には､何人とたりとも責任があります"という

ことで､これは誰でも議会でも住民でも議員でも､当然ながらそれなりの責任があるので､､､､､､､､､は

抜くと､､､､､､､､､‥､､‥､､

難波田 到吾 :

何か他の角度から､おっしゃりたい方いらっしゃいますか?

普山 均 :

全体的にはそういう考え方でいいと思いますが､私は地域のまちづくりの決定権が住民にあるってこ

とを､他の条文にも出ると思いますが､ぜひここでも､はっきりとした柱を作っていただきたいなと思

います｡というのは､私はいつも閉塞感のある嘉手納に住んでいるものですから､どうしても内側に心

が行ってしまうんですよね｡嘉手納基地をどうするかっていう議論のときに､他の市町村やら他の県か

ら物事言われて決定されている現状が五十年続いていますので､やはり､そこに住む住民が決定してい

くという事が大事にされるような精神を､ぜひまちづくり条例案に盛り込んでいただきたい｡最終的な､

決定権はそこに住む人々にあるという精神を盛り込んでいただきたいなと､要望いたします｡

島袋 純 :

一番は "住民はまちづくりの計画策定 ･実施 ･評価のすべての段階で､参加し決定する権利を持って

います"そうなると､まちづくりの主権は住民にありますということが言えますよね｡もうラジカルに

住民主権､､､､､､､､､､､､､､

四番の解説もこの通りでなかなかいいんじゃないですか｡

難波田 到吾 :

では,だいたい固まったところで､また今後も議論があると思いますので､その線でまとめたいと思

います｡ありがとうございました｡(拍手)
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②まちづくり活動団体

照屋 勉 :(報告)

【読み上I力

まず私に与えられたのが ｢まちづくり活動団体の役割｣ということで､

条文1.まちづくり活動団体は自立した住民が自主的に参加するものであり､自治体は個人とまちづ

くり活動団体の自主性､自立性を尊重しなければなりません｡

解説として､まちづくり活動団体とは､町内会､自治会などの地縁型市民活動､NPOのようなテー

マ型市民活動団体で｢新しい公共社会の担い手｣となる団体のことをいいます｡まちづくり活動団体は､

自立した住民が自主的に､ (そこに住んでいるという理由で強制的に参加させられたのではなく)参加

するものであり､自治体は､個人であっても団体であってもまちづくりに対する活動や意見の提言を尊

重しなければなりません｡それは決して侵されるものではありません｡

条文2､自治体は､まちづくりの協働のパートナーであるまちづくり活動団体の意見を尊重しなけれ

ばなりません｡

解説として､協働とは､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､

サービスを提供したり問題解決に向けて活動することです｡ 自治体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り組むことが大事であり､決してまちづくり活動団体が

行政の下請け的な関係になってはならない｡そして､自治体はまちづくり活動団体の意見を最大限に尊

重しなければなりません｡

3､自治体は､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に積極的に支援しなければな

りません｡また､行政が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｡

解説ですが､自治体はまちづくり活動団体が社会的問題の解決に取り組もうとしている活動に対して

手助けをしなければなりません｡また､行政がその活動にブレーキをかけたり､強制的にやめさせるこ

とがあってはなりません｡

4,まちづくり活動団体は､まちづくりのネットワークの形成に努めなければなりません｡

解説は､まちづくり活動団体は､情報公開や他の団体との情報共有に努めなければなりません､とい

うことです｡

問題提起として､ ｢自治体｣か ｢行政｣の使い分けをどうするのか｡統一して､自治体にすべきか､

行政とすべきか､内容によって使い分けるか皆さんに意見を求めたいと思います｡

BBSの中でも私が書いたことに質問をしたのですが､手助けという言葉ですが2と3が矛盾してい

ると書きました｡2で対等と行っているのに3で手助けをするというのはおかしくないかなと｡もちろ

ん支援することは大事ですので､手助けということが弱者に対するイメージがあるので言葉を変えなけ

ればいけないのかと思いました｡その点は皆さんの意見をいただきたいです｡

メールで島仲さんからいただいた疑問ですが､ ｢まちづくり活動団体の役割となっていますが1-4

の中で1.2.3は自治体のことを述べ､4ではまちづくり活動団体について述べている｡他のネット
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ワーク形成に努めなければならない､｣その後が切れていますね｡いわゆる､まちづくり活動団体とい

うタイトルにしたほうがすっきりするのではということですね｡

生野町を見てみますと､活動団体への支援､連携とを分けて条文を作っているようで､私たちの条例

はまちづくり活動団体が全て一つの条文の中に入っているので役割という言葉も出てきたのだと思いま

す｡では皆さんの審議をお願いします｡

島袋 純 :

次のページに僕の意見を書いています｡2番と3番の矛盾ということがありました｡一番最後に書き

ましたが｡対等のパートナーで協働ができる必要条件というものは､行政がまちづくり活動団体の活動

を自分たちの行政のあてにしない､それから口出ししたりしないO行政主導の仕事へ強制的な参加を要

請したりしない｡自主性を重んずるように支援する体制を整えるということ｡そのような言葉を入れる

と解決するのかと思います｡

それともうーっ､対等のパートナーとして協働でまちづくりを行うとき､重要な要件が多様なまちづ

くりネットワークの形成です.これがないとパートナーとなって力を持つことができない.NPOなど

は単独でぽつんと存在しているのではなく､ネットワークの中で力を持っているのが現状です｡それか

ら自治会やNPOなども基本的にヒエラルヒ一､縦の関係ではなくてネットワーク型の組織であるべき

だし､そうなって欲しい｡そうなって始めて力をつけて動くことができるのだと思います｡ですからま

ちづくり活動団体そのものがネットワーク型の組職で､ようするに部長がいて､課長がいて､平がいて

上意下達の組織形態ではなく､皆がワイワイガヤガヤしながら議論するタイプの組織形態､それが他の

団体､住民とのネットワーク的な組織の中で動いていく､それがなければ違う公共性､まちづくり活動

団体が担える公共性というのはできないのではと思います｡行政が強制せず自立を重んじ､さらに育て

る形で支援体制を整える､あとネットワークの形成があればパートナーとして協働してまちづくりを担

っていけるのではと思います｡

2番が協働のパートナーとして一緒にやらないといけない､3と4が条件という構造になっているの

だと思います｡

前城 充 :

1番の解説に書かれている地縁団体という言葉の意味に､現存する社会教育団体は含まれているのか､

そうであればこの言葉では意味が通じないと思います｡解説ですから誰もが解る言葉で書く必要がある

のではないでしょうか｡

また ｢新しい公共｣ということばですが､うっすらと意味はわかるのですが､これも一般的には理解

しづらい言葉ですから､もっと解りやすく書いたほうがいいと思います｡

照屋 勉 :

今の社会教育団体というのはPTAだとか婦人会だとか､それを列挙するということですか｡

前城 充 :

そうですね｡地縁団体という言葉が行政用語として使われているということも､その中に社会教育団

体も含まれることも､私は今初めて知りました｡ですから皆に理解してもらうにはこの言葉では説明不
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足となります｡

島仲 徳子 :

地縁型市民活動は､町内会､自治会を指すんですね｡解説で､まちづくり活動団体とは町内会や自治

会などの地縁型市民活動というふうにいって､そのもう一つ下で､まちづくり活動団体は自立した住民

が自主的に ｢そこに住んでいるという理由だけで強制的に参加させられたのではなく｣とありますね｡

しかし､地縁型市民活動の自治会はかなり､そこに住んでいるというのが理由なんですね｡強制的参加

が現実的ですので､その点は検討したほうがいいのではと思います｡ここで ｢自立した住民が｣という

のがありますね､これが条件なのか単なる形容なのか､私はかなりひっかかりました｡自立していなけ

れば参加できないのかということになります｡自立していないけれども強制的に組弟掛こ入っている､し

かし組織は行政と対等のパートナーとなりうると思うんですね｡ですから個々の会員について ｢自立し

た｣という形容が必要なのかと疑問があります｡

照屋 勉 :

｢自立した｣という定義をそのまま解説に載せるかどうか迷ったんですけれど､私としては､ちゃん

とした目的意識を持つと理解しています｡

比嘉 俊雄 :

｢強制的に参加させられたのではなく｣という話がありましたが､実際に都市地区と農村部とでは違

うと思います｡自治体では自治会加入率が毎年低下していて､行政からも転入者に対して自治会加入を

お願いしています｡しかし､任意加入ですので組織率も約33%も加入しているかどうかです｡解説とし

てはこの文言のとおりでいいのではと思います｡しかし都市地区と農村部での認識の差はあると思いま

す｡

島袋 純 :

コミュニティとか自治会という言葉を使わなかったのは､そのような自治組織であっても目的意識を

持って集まった自主参加の組織であるということを強調したいという願いが我々にあったのではないか

と思います｡それで島仲さんが言う ｢自立した｣というのは余計なお世話なので抜いてもいいかもしれ

ません｡あとでいろいろ自発的自立性を尊重しなければならないとあるので､わざわざ入れなくてもい

いですね｡

それから､強制的加入というのは法的にはありえないと思います｡村八分にされるから結局参加せざ

るを得えないとかいう社会的な強制であって､法的な強制参加はあり得ず､概念的には自動参加､加入

システムで､ある一定の区域に住んでいれば自動的に参加する資格を持つという概念であり､強制的に

加入させられるシステムは日本には無いはずです｡農村部では圧力として 強制がかっているところもあ

るんですが､法的には強制せざるを得ないというのではありません｡

自治体､地方自治政府は住民は区域内に住めl幻蛸肋口入ですね｡それと勘違いして自治会は強制加入

であると､入る側も入れる側も思っている場合があります｡これは公共的な利益のために､ある一定の

空間の公共性あるいはテーマの公共性のためかもしれませんが､一定の公共性のために活動している団

体であるということを限定できないかなということですね｡ある空間で限定するか､テーマで限定する
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か差はあるけれど同じように人間がある目的で人為的に作って､しかも強制されずに参加するシステム｡

空間的､テーマ的な限定はあるけれども､新しい公共性､だから自治会は古い公共性のようになります

が､新しい公共の担い手として今までの自治会も定義づけを直していこうというポジティブな発想です

ね｡

新崎 盛事 :

この4つの条文は､まちづくり活動団体のあり方､そしてまちづくり活動団体と自治体との関わりか

たを詣っていると思いますが､1番の条文がピンとこないんですよ｡まちづくり団体とそこに参加する

住民のありかたを定義しているのかなと思いますが､｢住民が自主的に参加するものであり｣のあとにで

すね､また自治体がここに参加する個人とまちづくり活動団体との関わりが出てきたりしてすっきりし

ません｡僕としてはまちづくり活動団体とそこに参加する住民のあり方でまとめたほうがいいと思いま

す｡｢住民が自主的に参加するものであり｣とした上で､まちづくり活動団体はそこに住む住民の自発性

自立性を尊重しなければなりません､としたはうがいいのではと思います｡

島仲 徳子 :

冒頭で､照屋さんが､私のメールを紹介していましたが､私は自治体との関係で､ ｢自治体の義務｣

としてとらえました｡主語は､ ｢まちづくり活動団体は｣､となっていますが､この条文の趣旨は､自

治体は､個人とまちづくり活動団体の自立性､自発性を尊重しなければならない､またそれを侵害して

はならない､ということを強く言いたかったのかなと思います｡冒頭の､ ｢まちづくり活動団体は｣か

ら ｢参加するものであり｣までは説明にすぎないということです｡新崎さんが言ったように ｢1｣の中

に二つの意味が含まれていて､前半も重要であるととらえるのであれば､条文を二つに分けたほうがい

いと思います｡

今のままだと1-3までは自治体の責務､義務のようなことを言っていて､タイトルとそぐわないとい

うことです｡4番目も､ ｢ネットワークを作らないといけない｣というのは､まちづくり活動団体の重

要な役割を果たすために必要だということです｡本当に､まちづくり活動団体の役割を条例で定めるの

であれば､今のままでは､それが､欠落したままの条文になるであろうと思います｡それをあらためて

入れる､というふうにするのか､あるいは1-4までのものをそのままでいくか､後者であれば､タイ

トルを変えた方がいいと思います｡

仲村 未央 :

さきほど島袋先生は､今の自治会の機能を充実させる,性質そのものを積極的にとらえ直してまちが

良くなるよう主体的に関わる団体として発展させていく､というようなことを含めてお話しされたと思

います｡ここでいうまちづくり活動団体は､そのような団体をいうのであると｡つまり､今､島仲さん

が話されたこと､｢まちづくり活動団体は､まちづくりに対して積極的に意見を言い｣ということを､1

項の中で定義して､今ある自治会が ｢まちづくり団体｣に相当するのかどうか､というのは､この1項

に照らしてどうなのかという判断基準にすれば､今ある団体も､これから作る団体も､｢まちづくり活動

団体の役割｣の中でいきてくるのかなと思います｡
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島袋 純 :

1番の後半文章を3番に入れ込むなりして､やはり一番最初に必要なのは､まちづくり団体の役割が

欠如しているということだったので､まちづくり活動団体の構成条件､まあ住民が自主的に参加すると

いう条件､それとじゃあ何をするのか､それは新しい公共の担い手ということを入れないといけないと

思うのですが､このような新しい言葉は意味が解らないので､まちづくりを行う重要な主体であるとか､

そのような定義を1番の後半の文章に置き換えると､かなりすっきりしてくるのではないかと思います｡

照屋 勉 :

今言ったように1番の条文の個人と､またそれを侵害してはなりませんというのを抜くとほぼ3番目

の条文と意味がすり合ってきますので､私も1番と3番が似たような感じを受けていたのでまとめられ

ないかな､とは思っていました｡

このようなことになるのですかね｡1番の条文に､まちづくり活動団体は自立した住民が自主的に参

加するものであり､自治体は､自治体はまちづくり活動団体の自発性 ･自立性を尊重し､下をくっつけ

て積極的に支援しなければなりません､と｡まあ若干これに言葉が足りないような気もしますけれど｡

島袋 純 :

あたまに新しい公共性の定義もいれたほうがいいと思います｡新しい公共性という言葉は使えないの

で､たとえばまちづくりを行うのは自治体だけではなく､住民とさまざまなまちづくりの活動の団体が

ありますとかを入れて､それでまちづくり活動団体は住民が自主的に行うものでありというような形で､

最初に定義を入れて､それからまちづくり活動団体の形態を書けばいいのではと思います｡

照屋 勉 :

それは条文の中にそれを入れるということですね｡今1番と3番を一緒にして､今のようなイメージ

で条文を変えると｡よろしいですか｡

じゃあ､自治体がこれに積極的に支援しなければいけないということは､あえて入れないと､- --

ああ3番はそのまま残す?･- - - ･まちづくり活動団体の定義を解りやすく､新しい公共の担

い手としての､まちづくりを行う責務は自治体だけにあるのではなく､まちづくり活動団体が積極的に

やらなければならないと､そのようなことを入れると､3番の自治体の役割として積極的に支援すると

いうことは残るということですね｡ 2番目の条文はどうでしょうか｡

島袋 鈍 :

まちづくり活動団体という条項なので､できるだけまちづくり活動団体を主語にして､まちづくり活

動団体は自治体と協働してパートナーとしてとか､まちづくり活動団体は自治体とともにまちづくりを

行う協働のパートナーであり､協働のパートナーでくらいでいいかも知れないですね｡

=まちづくり活動団体はまちづくりにおいて､自治体の協働のパートナーであり,それで次に自治体

はまちづくり活動団体の意見を尊重しなければなりません｡"

照屋 勉 :

今の後半部分の､自治体は意見を尊重しなければならない､というような部分は3番目の自治体の役
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割ということとまとめて､3番目と4番目の条文を入れ替える｡4番めで自治体の､支援しまちづくり

活動団体の意見を尊重するということをうたう｡3番目までの主語は､まちづくり活動団体にする｡

まだまとめてはないのですが､2番目の条文もまちづくり活動団体はという主語にして､まちづくり

おいて自治体とともに協働のパートナーであるとする｡先程､島袋先生は､自治体はまちづくり活動団

体の意見を尊重しなければいけないということを2番目の条文の後ろに持って行くということでしたけ

れど､意見を尊重するということと3番目の条文の積極的に支援しなければならないという言葉を一つ

にしてこれを3番目の条文にして､その代わり3番目と4番目の条文を入れ替えて､4番目のまちづく

り活動団体は-で始まる主語を1.2.3と持ってきて､3番目が4番目になりまして､自治体がまち

づくり活動団体に対して意見を尊重することと､積極的に支援することを述べるということですね｡ 具

体的な文に関してはBBSで皆さんに検討してもらいます｡

新崎 盛事 :

さきほどありました自治体と行政の使い分けですが､､､､

(～ テープ録音無し ～)

照屋 勉 :

自治体というと議会だとか全てをさし､行政とは執行する側という捉え方でいいですかね｡

島袋 純 :

こちらは自治体で統一してもいいのではないですか｡(以下録音不十分)

佐藤 学 :

今後の作業のことについてですが､条文もいじっていくことが今回のように起こることもあるのです

が､それを前提としてやると収拾がつかなくなる場合もあり､どこまでどのような形でやればいいのか､

例えば条文を変えるならここに来る前にどんどん出していたはうがいいのか､手順として考えていたは

うがいいのかなと思いました｡

照屋 勉 :

その件につきましては私も進めながら疑問に思いました｡私は忠実に皆で作った条文をそのまま載せ

ました｡たとえば3番目の行政という言葉も自治体でいいのではと思いましたし､1番と3番を｢緒に

してもいいのではと思いました｡それをこの場でやるのかもしくは､多分解説をする中で感じることだ

と思うのです｡条文のいろいろなからみが見えてくるのです｡

島袋 純 :

この件については私もMLやBBSで書いたことがありますが､最初から5条を設けた方がいいとか､

新しい条項を加えたほうがいいとかを議論すると収拾がつかなくなって大変です｡ある程度合意の上で

作り上げた条文ですが､共通認識を持とうということから今回やっているので､話し合いの中からある

いは自分たちで考える中から今のように解ったり矛盾が出てきたり､それが解ったときに共通の認識と

して変える必要性が出てくるので､それに基づいてもう一度文章を変えることは問題ないですね｡とい
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うよりは変えざるを得ないですね｡それからまた最後に辛いのですが朝から討論会の必要がありますね｡

その時に出てきた条文は中身についてある程度共通の認識が得られている状況です｡最初に条文を出し

合ってたたき合うのとはわけが違いますね｡最終的に我々がある程度のまとまった条文､しかもある程

度の共通認識､合意､言葉に関してもイメージとして共通認識が得られている状態です｡

佐藤 学 :

基本的には私たちが作った条文をいじらない形で解説文を作ると､その上で変える必要性が考えられ

る所を担当者や他の人が出すという形で､ここで検討するということですね｡

前城 充 :

4の解説の中で大変重要なところがありまして､まちづくり活動団体は既存の団体とこれから新しく

出てくる団体もあります｡今までの団体に代わりうる団体が出てくるとき､何がその判断材料になるか

というと､解説の中にある情報公開なんですね｡住民からそれが認められるかそうでないかを判断して

もらうのですから､それを解説の中で示していては全ての人に伝わりません｡条文を読むと､まちづく

り活動団体は､まちづくりのネットワークの形成に努めなければなりませんという努力規定しかなく､

その中のネットワークの形成という言葉を広く解釈して情報公開という言葉を持ってきているのですね｡

であるならば情報公開という言葉を入れておく必要があると思います｡ですから､まちづくり活動団体

は､まちづくりのネットワークの形成と情報公開に努めなければなりませんとすべきですね｡行政には

情報公開条例がありますがこのような団体には適用しませんから､まちづくり基本条例に入れておけば

それが適用できるのでぜひ入れて欲しいです｡

島袋 純 :

そうですねNPOは法律で情報公開しています｡また竹富公民館などのように認可支援団体になって

法人格を持っているようなところは､これも公開しなければならないのですよ｡ですから今最先端の団

体は情報公開せざるを得ない仕組みとなっています｡しかし問題は多くの沖縄の旧態依然とした自治会

では議事録さえもおかず公開しない､傍聴もさせないというところもあります｡ですからまちづくり活

動団体も公共的な利益を追求する団体なので､公共的に情報公開するのが当然だと思うので､今の意見

はいいですね｡情報公開ではなく情報共有にしましょう｡

前城 充 :

NPOはNPO法があり情報公開が義務づけられていますから､公開の意味も理解しているものと思

われます｡しかし情報公開を理解していない団体については次の審議項目である教育の部分での関連項

目として､行政の責務に位置づけていくという考え方でいいのではと思います｡

照屋 勉 :

それでは､まちづくり活動団体は､まちづくりのネットワークの形成と情報共有に努めなければなり

ません､という条文に訂正しましょうね｡
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高里 鈴代 :

2条のまちづくり活動団体の意見を尊重しなければなりません､の解説の中に対等な関係であるとい

うことと､下請け的関係になってはならないというのがありますね｡新しい条文になるとこの部分はど

こへ移動しますか｡

今とても気になっているのが､NPOなどがどんどん立ち上がっていくのに行政が支援もします｡積

極的に支援をして作らせて下請けさせていくというのが､昨日の新聞でしたかね､ある自治体で市長が

環境を守る協会を立ち上げて理事長に市長が就いて､そこに職員を送ってそれが職員の専念義務に違反

するという点を総務省が問題にしていました｡そのあたりの危供があります｡財政が厳しい､経費削減

ということから積極的にNPOを立ち上げさせてそこにどんどん下請けをさせていくというのが全国的

にもあります｡ですから下請けではなく対等にしていくにはどのようにすればいいのか｡

頗屋 勉 :

協働という意味合いの中で下請けではないということです｡

高里 鈴代 :

それを解説に残すことが必要です｡

照屋 勉 :

それはそのまま入ることになります｡

高里 鈴代 :

それは2のほうに入るのですか｡

照屋 勉 :

ようするに意見を尊重しなければならないということが､3の条文の中に入ってくるということです｡

高里 鈴代 :

そこに解説文も行くということですね｡

照屋 勉 :

はいそうです｡

島袋 純 :

これは重要な言葉なのでそのまま条文に入れるべきではないかと思います｡禁止規定として明確に入

れてはどうでしょう｡これから財政難なのでどんどんやり出す気がしますね｡僕は2番でいいのではな

いかと思いますが｡

佐藤 学 :

今の下請けの定義が難しく､例えば充さんが自分の住んでいる南風原のまちづくり活動団体に参加で
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きなくなるとか､自治体職員が入れなく場合も考えられます｡そうすると､条文に入れて下請けを定義

すると面倒くさいことになりはしないかと思います｡

高里 鈴代 :

昨日新聞で問題になっていたことは､財政支援を8割はどやってそこへ職員が派遣され全部仕事をし

ている状態なんです｡行政では職員派遣条例を作り､運営が弱い間はそれを立ち上げるためだとか､そ

してそこへお金をおろすということもあるのですが､しかし地域で自発的にできる団体には､職員であ

れそこの住民ですから､こじつけにはさせないようにしながら､しかし完全に下請けのようなことにな

ってはおかしいと思うのです｡

島袋 純 :

今の問題は禁止条項を入れているかどうかですよね｡入れていいんじゃないですか｡それであとで下

請けということを､いろいろな場合が想定されますが､例えば行政が今までやっていた仕事を行政の意

志100%でやらせるということなんで､そのようなことではないですよということを書けばいいんじ

ゃないですか｡あとは皆さん下請けということはある程度イメージしていることじゃないですか､行政

の下請けになっているなということは解ることなんで｡生野町などはまちづくり団体に職員をはり付け

て､それでまちづくりのNPO化した組織と活動を共にしている｡その組織は自由に意志決定し逆に予

算まで自分たちで決めてぶんどってくるということにまでなっているので､下請けの禁止条項は何を禁

止しているかというのは禁止された側は明白に解るんじゃないかなと思います｡

照屋 勉 :

では2の条文に禁止条項として､行政の下請け機関であってはならないということを入れると｡

島仲 徳子 :

｢下請け｣と､｢委託｣という言葉がありますね｡NPOが委託を受けて委託料をもらうという場合､

｢下請け｣との関係はどのようになりますか｡たとえば公園の管理を､縁を増やそうというNPOがあ

った場合､そこに委託しましょうと｡見方によってはそれも下請けですよね｡

高里 鈴代 :

委託という名の下請けもあるでしょうし､環境問題で言えばリサイクル市民の会のように実績を出し

てきた団体が､以前は入札にも無視されていましたが今では最近は実績があるということで委託が可能

になってきました｡しかし道路を管理するのも大変だ､公園を管理するのも大変だという理由で委託に

みんなまわせということで､委託先を作っていることもあると思うのですよ｡ですから委託という用語

を使っているけれどもそうで無い場合もあります｡那覇市は補助金が前年度より3億円増えたんですよ｡

その中身も下請的要素も結構あります｡(以下テープ録音不十分)

新崎 盛事 :

島仲さんがおっしゃるように対等な関係でありながらある程度委託のような関係で仕事を任される｡

逆に､また明らかに行政の下請的なべったりとした活動をしているのに､これは対等な関係でやってい
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るんだという言い逃れもあるかもしれません｡その場合にここで禁止条項というよりは活動団体の説明

責任と情報共有をしっかりさせて市民の目でチェックするしかないのではないかと思います｡

島袋 純 :

僕は下請けという言葉に意味があるのではと思っているんですよ｡ようするにこれは委託だよと役所

の職員が､委託は契約ですから何をどうするという中身を前もって理解しないといけない｡下請けは言

葉のイメージからして自分たちが行政の下にあって行政が望むことを全部やれというニュアンスが込め

られています｡ですから下請けしてはならないということを入れると､行政がNPOとか自治会に下請

けさせてはならないんだという抑制につながるのではと思います｡ですから下請け機関ではないという

ことを書いたほうがいいのではと思います｡下請けの定義を細かく言うと委託も入るのではと難しくな

りますが､ただ下請けではないと明確に書くことによって精神的な抑制の担保になるのではないでしょ

うか｡

比嘉 俊雄 :

行政が仕事を民間にさせる場合は下請けという言葉はないです｡必ず競争入札や随意契約なので下請

けという言葉は民間の中で元請けが丸投げで下請けにまわしたと､何もこれは違法ではないかもしれま

せんけれども､倫理上あってはならないということであまりいい意味では使われていない｡ただそのよ

うな感じ方だけの言葉ではないかなと思うんですね｡ですから条例の中に下請けさせてはならないとい

う言葉を入れると､下請けそのものの言葉の概念をきちっとやっておかないとなかなか難しいのではな

いかと思います｡

佐藤 学 :

日本的経営という話になった時には下請けというのはむしろ肯定的な意味で使われたりします｡下請

けの強さということを､さんざん自動車産業の勉強をした時に読まされて､そうすると下請という言葉

を､社会通念としての悪い意味で使うと､じゃ下請けって何だと突っ込まれたときに困るっていう気が

します｡純さんがおっしゃっていることも良くわかるんで､上下関係じゃないんだということを条文に

入れるということでは解るんですが､下請けって言う言葉で大丈夫かなっていう気がしているんです｡

仲村 未央 :

私たちの町の事例で言うと自治会長という方々は自治会長という側面と事務委託者という両面性を持

っていまして､事務委託者という役割においては本来ならばその地域に居住する住民に対して市から発

信される広報誌を全戸配布しなければならないという契約になっているんですね｡しかし自治会長とい

う役割の側面から言うと､自治会員に対しての会長であって､それは任意団体ですから自治会長として

は自治会員にしか配りたくないと｡あるいは自治会員でない人に配ると自治会員のメリットがないじゃ

ないか､という会員からのクレームがつく､というわけの解らない二重構造の中で自治会長が苦しむと

いうのが永遠のテーマとなっています｡そのような中で委託とか下請けとか､一つの団体の機能を見る

ときに役所との関係でいくと一方では事務委託という事自体が上から下に伝えるという役割で大きく占

められている､けれども自治会としてはもっと主体的に意見を上に伝えるべきではないかという両面性

を持っていると思うので､言葉の表現というのがすごく難しいなと思います｡
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中嶋 栄子 :

自治会はまちづくり活動団体に対して強制権､命令権は持ちませんというような言い方はどうでしょ

うか｡

仲村 未央 :

さきほど新崎さんがおっしゃったように､情報公開､情報共有を積極的に求めていくことによって､

事例で出した自治会長の仕事､委託が適正かどうかは自ずと市民の目で評価されていくという考え方に

なるのかなと思いました｡

佐藤 学 :

中嶋さんがおっしゃった､3つ目の条文の2番目の強制ということを少し膨らませるということでい

いような気がしました｡

難波田 到吾 :

今現実に委託する先がNPOであっても民間企業であっても､さまざまな形で委託は行われています

よね｡委託の賛否があるにしても委託している現実の中で委託にも一定のルールというのが基準という

か､それが必要なのではないかと思います｡それをまちづくり活動団体に入れるよりは別のところに入

れた方がいいのではと思います｡

島袋 純 :

これは神奈川のローカルネットワークがNPOやまちづくり団体と行政との委託のあり方をどうにか

ルール化しようとしているところがあって､これはスコットランドがやたら先進的で､そのようなこと

はNPOとのパートナーシップとか委託契約基本条例のようなものを作らないといけないような気がし

ます｡自治基本条例では委託の基準まで明らかにすることはできないので､委託であって下請けではな

いですよということくらいしか書けないという気がして､これからどんどん重要な問題になってくるの

で委託がNPOと行政との関係でどうあるべきかということに関して､おそらくどこかで議論して委託

基本条例か要綱的なものを自治体は作らなければいけないでしょうね0

佐藤 学 :

2番目のところで協働のところを対等ということばにすれば話は済むかなと､いわゆる対等のパート

ナーであれば上下関係ではありませんと､協働という言葉を入れると､協働って何だという話になるの

で､そばに対等とくっつけておけばそういうもんですって解るんじゃないかな｡

照屋 勉 :

協働 ･協働でいいですね｡ではきょう議論したことを後日BBSなどで流します｡(拍手)
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③教育と学習に関する自治の権利

与那嶺 武 :(報告)

前年の前期のリカレント講座の中で教育の権利に関しては､その時のメールのコピーがあるんですが､

沖縄市の屋比久功さんのレクチャーとか､横山さんのレクチャーがありまして､当時教育の権利という

のは､島袋純先生が書いているんですが､当研究会独自の条項ということです｡

屋比久さんの意見をまとめると基本的な考え方としては､ ｢住民の権利として､住民自身が強制でな

く､まちづくりに参加することを一つの生きがいと感じられるように､自分たち自身で､学習し自己変

革していく権利｣ということになるのではないかということが書いてあります｡いろいろ考えたんです

が､この文章がスッキリしていていいのではないかということで､追加で上の方にいれてあります｡あ

と､教育と学習の権利に関Lは､-とこがあるわけですが､自分の解釈としては､-が住民が積極的に

学んでいこうという姿勢を出したものだと思います｡

二に関しては自治体が､まちづくりの担い手となる住民に対して学習の権利､機会を保障するという

事を積極的にやっていかなければならないということを出したことになるかと思います｡この辺が､当

時まだニセコ町でもニセコ町の-一条で ｢満二〇歳未満の青少年及び子どもはそれぞれの年齢に相応し

い町づくりに参加する権利を有する｣というのがありますが､大人まで含めた条項は見あたりません｡

これは島袋純先生が書いたように条項として当時ですね､そういうような､大人まで含めた教育権とい

うのがなかったということで､当研究会独自の条項ではないかというふうに勉強してきています｡

その後ですね､生野町さんのほうでは学ぶ権利として第五条に ｢私たち町民は将来にわたり学習機会

を選択して学ぶ権利を有する｣というのがでてきています｡ただ､自治体が積極的にまちづくりの担い

手となる住民を育てていく義務があるというのを明確に出したっていうのは､そんなに事例がないんじ

ゃないかと思いますが､このへんもあとでいろいろご意見をください0

それで情報としてやはり那覇市の横山さんの講義の中の､ ｢住民を育てる｣という権利や責任とかそ

ういうことが非常に大切なことではないかと思います｡当時の議事録を見たんですけど､市民を育てる

ということをおっしゃっています｡正確に議事録によりますと横山さんは ｢市民が自分の責任で自分の

できることをやっていくこと､そういう教育を日本はしていなかった｣ということをおっしゃっていま

す｡できれば､市民が自分の責任で自分のできることをしていくという言葉も解説の中に入れていった

方がいいのかなと思ったのですが､なかなかうまく組み入れることができませんでした｡生野町さんと

かをみる

と割とすっきり書いています｡自分もそんなに長く書いていませんが､一項二項に関して､もし説明を

分けるとするなら二に関しては ｢また｣のところをとって二として ｢実態は｣というところで解説が入

ると思います｡

二に関してはこれから肉付けをお願いしたいところでありますけれども､二の所に関しましては条文

で ｢全ての世代の人々に｣という言葉がありますね｡前に一日討論をしたときに､この辺に関しても､

いろいろ意見が出たと思います｡前回自分が途中で抜けたもんですからわからなくて､前城充さんから

のメールでですね､義務とか責任､責務の区分けをしっかりしようという論議が為されているようです

が､この辺もすみません､確認という意味で､自分がちょっと分からないところもあるもんですからど

なたかちょっと､確認の意味でご説明いただければと思います｡
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それで一に関してちょっと読んでいきますね｡条文と解説を-は ｢-､わたしたち住民は､地域文化

を学び､創造し､次世代に継承する権利と責務があります｣その解説として､住民自身が強制ではなく

て､まちづくりに参加することを一つの生きがいとして感じられるように､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一としました｡

このへんは先はど島袋先生が話していた､一つのこだわりだと思うんですけど､押しつけではなくて

自主的に住民が学んでいかなければならないし､そういう権利があることを強調する意味で入れた方が

いいのかなということで､追加しています｡ただ､解説の中でですね､住民自身が強制でなくてとか､

自己変革という言葉を入れていくと､ある意味で ｢それはどういう意味ですか?｣というような一般の

方も出てくるのかなと｡また補足する必要があるのかどうかということも論議していただければと思い

ます｡

その次は､私たちは自ら考え決定し､その責任を果たせる住民となるためには､地域に関する十分な

知識が必要です｡ですから私たちは地域の伝統､文化などを積極的に学び､さらに次世代に伝えていか

なければ成りません-としました｡

こちらの方は生野町の学ぶ権利を参考にしたところがあるんですけど､今ちょっと気づいたんですが､

｢私たちは地域の伝統､文化などを積極的に学び､さらに次世代に伝えていかなければ｣というところ

がありますが､こちらは条文では ｢地域の文化を学び創造し､次世代に継承する権利｣となっていまし

て､過去を学び未来への間に現在がぬけていますので､｢伝統文化などを積極的に学び｣の後に例えば､

｢発展させ｣とかそういうのを入れてさらに ｢次世代に伝えていかなければなりません｣というふうに

しないといけないのかなという気がしています｡過去と未来の間の現在が抜けているので ｢積極的に学

び､発展させ､更に｣とか､そういう感じで ｢次世代に伝えていく｣というようなふうに補足しないと

いけないのかな?と､思っています｡

二についての解説ですが､自治体はまちづくりの担い手となる住民を育てる義務があります｡住民に

十分な情報提供をし､住民が学ぶ場や機会を保障しなければなりません-としましたが､先ほど申し上

げましたように､条文の中の二項ですが ｢全ての世代の人々に｣というのは多分ここでもいろいろとこ

だわりが論議にあったと思うんですよ｡この辺は今想像して､子どもを含めたものなのかそれとも高齢

者とかいろいろあるかなと思うんですけど､このへんも意見のある方は論議していただきたいと思いま

す｡

補足して､将来のまちづくりの担い手となる子どもたちに対してもというような事を書いていくべき

なのか､例えばニセコ町の場合には-一条で ｢満二〇歳未満の子どもたちはそれぞれの年齢に相応しい

まちづくりに参加する権利を有する｣というのがありますが､敢えてその辺の解説をいれなければいけ

ないのかなと､いう気がしています｡思いついた部分ではこれくらい話して見ましたんですが､あとは

いろいろご意見を聞いてまとめていきたいなと思いますのでよろしくご意見お願いします｡

前城 充 :

全ての世代の方でですね､共通認識をもっておきたいんですけど､ニセコの方がまちづくり基本条例

で入れたのが､子どもの権利ですよね｡その中で､先 週々木佐先生が来たときにも確認したんですが､

ニセコの ｢私たちの町の憲法｣にも書かれてたんですが､子どもは命を授かった時から権利があって､

生まれてきて､幼児､小学校､中学校､高校とその成熟度にあった教育の権利があるだろうということ

が基本の考え方にあるようです｡そういう中で､ニセコは条例の中に書き込んだんですが､実際に実践
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していることの裏付けでありまして､ニセコの方では子ども議会をやったり､一目町長で高校生を参加

させたり､子ども審議会というのを立ち上げたり､いろいろな場面で場と機会の保障をしているわけで

す｡しかし､これはニセコだけがやっているわけではなくて､いろいろな自治体でもやってはいるんで

すが､それが何のためにやっているかというのをここで明確にしているということなんです｡教育と学

習の権利の中で､我々は将来の担い手のために教育を実施し､それは将来のまちづくり参加の人材を育

成しているという条例の中の理念で裏付けるということをしっかり確認できれば､素晴らしい事業が実

施できるという流れまでつながっていくと思います｡

与那嶺 武 :

今､木佐先生の話がでてきたんで､すいませんちょっと言い忘れていたんですが､この前の島袋先生

の書き込みの中で､木佐先生が来沖した時の話で ｢県なのか市町村なのかもしくはどういう市町村を対

象にした条例なのかわかりにくい｣という話しがありましたよね｡自分の方のテーマで､具志川市の仲

宗根さんが一項に関して､ ｢日本で唯一の亜熱帯｣というところから ｢未来永劫まで｣っていうところ

まで､沖縄の独自性を出した文章が書き込まれていますけど､これは一日討論の中でも結構､侃侃謂謂

(かんかんがくがく)と言いますかいろいろと意見が出たと思うんですよ｡やっぱり木佐先生の意見を

聞くと､解説の中で､地域性も少し入れていくべきなのかなと､思ったりしたんですが､この辺のご意

見もお聞かせ願えますか｡

島袋 純 :

前城充さんの意見は非常にその通りだなと思って聞いていたんですけど､ちょっと説明したいと思い

ます｡日本の場合､明治以来実を言うと国家集権的な教育なんですよ｡文部省というのを作って国が一

括して､教育の具体的な内容まで作って､事細かに日本国民というのを作るために､あるいは日本国民

というよりは臣民ですね｡臣民を作るために教育をしてきたわけです｡それで地域の教育権なんて､基

本的にないも同然なんですね｡国が教育の内容から､学校の大きさに至るまで全てのことを事細かく決

めてですね､そして､私の所属してる琉大の教育学部みたいなところで教員をつくり､画一的､それで

民族主義的なナショナリズム教育っていうか､統一 ･同一の文化､同一の価値観を持った人々を大量生

産してきたわけです｡

それで､戦後の教育制度の大幅な改革があって､教育基本法ができて､教育委員会制度っていうのが､

できた｡沖縄では復帰前からあるんですけど､日本本土で教育委員会の制度が導入されたのは､基本的

に地域住民が､教育の内容にまで､全て教科書を選ぶ権利なり､教育の内容まで､その国家主導的中央

集権的教育じゃなくて､教育の内容まで自分たちの手で判断して､自分たちの手でつくりだして､自分

たちの手で教育を管理 ･運営する仕組みを作ったわけです｡それが当たり前のことなのですが､教育の

分権化ですね｡それが地方における教育委員会の制度の根幹的な理由だったんですよ｡

ようするに中央集権的な明治国家の教育体制があまりにも､画一的な臣民を作り､中央に動員されや

すい､日本の国民を大量生産してきたんです｡それがマッカーサー引き入る駐留軍司令部のなかでは､

日本型ファシズムの根源であるということで,教育委員会制度を導入して教育委員会制度の中で地域住

民が選挙で委員を選んで､地域住民に統制させて自分たち自身で独自の内容を考えて､そして教育をし

て行けということが改革の主眼だったんですよ｡ところが結局そんなこと言ったって､具体的に公選の

教育委員を選ぼうとしない､それから自分たちで地域での教育の内容まで決めようとしない､国立大学
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も大量に全国的な教員を養成してきたんで､地域文化に根ざした地域独自の教育内容をつくりきれない､

そういう様々な問題があって結局は､公選制も廃止され､教育委員会は地域的機構として機能しない､

明治と同じような全国画一的な教育の内容､そういう状況ですね｡

ですから､そういう状況から実は沖縄が一番被害を被ってきたわけです｡まあ一緒に戦争させられて､

日本的な画一文化を受けれない､非国民とされれば､殺されかねないという状況の中で､戦争に巻き込

まれていくわけです｡そういう状況を否定して､地方自治体が独自で本当は教育の内容にまで口出しし

て､自分たちの手で決定して､そして教育の具体的な中身を次世代に継承していけないのではないかと

いう問題意識ですね｡これが僕は基本的に一条の中にあると思うのです｡

それで更に問題となったのは､この前のシンポジウムで地域文化といってもいろんな文化があるんで

すけど､実をいうと言詣吾も文化の一つですね｡我々は戦前､うちな-ぐちを全部遅れたものであるとし

て､日本国民となるためにはしゃべってはいけない言葉であるということで､これも画一的な文化的な

統一の過程で抹殺された訳です｡けれども､その地域的な文化の中でとっても重要な､うちな-ぐちを､

琉球の言語を､これを復活させるために今なにができるかということを考えていかなければならないと

思います｡

沖縄の言語というのは､実をいうと ｢滅びつつある言語｣から ｢死滅しつつある言語｣へ危機のラン

クが一つ上がってですね､本当に危ない状況なんです｡これを本当に死滅させていいのか､死滅させな

いためには何があるのか､どういうことができるのかと問えば､国家主導で今までやってきた教育の価

値観の転換が必要な訳ですね｡本当に地域主導で､義務教育において例えばうちな-ぐちまで教えて､

うちな-ぐちまで継承するような､そういった権利と責任というのを自治の主体である住民が制度化す

ることができるのかっていったことです｡本当はそこまでいくような問題だと思うんですよ｡

ただ､我々の中では､そこまで詰めた話し合いをしていません｡現行の体制を保つための中央集権的

な文化､これをどう自治体が権限を奪い取って､沖縄独自の教育を確立するのかという議論までしてな

いですよね｡それで,そこまでつつこんだ解釈は恐らくできないので､ある程度地域文化という柔らか

な言葉になっているわけです｡僕はこれは本当は明治以来続いてきた集権的な教育自体を根本的に問い

直して､自治体住民が自分たちの判断で教科書も決めていい､自分たちの判断で教育指導要綱も自分た

ちで選んで決めていくというそういうレベルで､本当はもっていくべきではないかと気がします｡

ですから､今小学校一年生は算数が一週間で四時間､国語は五時間とかいうようにだいたい全国一律

で決まっているんですけど､住民の要求があれば､｢琉球語｣という授業を入れたっていいじやないです

か｡文部省にいちいち許可を求めなくても､住民の賛同によって､それができるような仕組みに本当は

ならないといけないし､できる権利が住民にはあるんだということを条例に組み込みたいわけです｡

仲村 未央 :

この ｢教育と学習の権利｣というのはまちづくりに参加するかどうかという目的を進かに越えている

という認識を持っていまして､まさに､｢自分たち自身で学習し､自己変革していく権利｣であって､そ

ういうことから ｢自ら考え決定し､その責任を果たせる｣住民が育つ｡それが自然にまちづくりに反映

され､還元されていくんだろうというふうに考えるものですから｡解説の冒頭にある ｢まちづくりに参

加することを一つの生き甲斐と感じられるように｣ということには限定されなくていいんじゃないかと

いうふうに思うんですね｡というのは､先はどの､まちづくりに参加する権利の2項の中で､｢住民のま

ちづくりへの参加は自由な意志に基づき､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｣
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ということが明確に詠われていますし､教育と学習の目的がまちづくりじゃなくても､それは十分に権

利としてあるのではないか｡学習し､自己変革する｡自分で考えて自分で決定をする｡その責任を果た

す､という能力は身につけられるだろうというか､そのこと自体が大事なんだろうというふうに思いま

す｡

また､自治体がまちづくりの担い手となる住民を育てる､とありますけれども､｢担い手となる住民｣

というのが､どのような住民なのかということも含めて考えると､先ほどの純先生の話の中であったよ

うに､ある一定の､こういう人材こそがまちづくりに一番いいんだという人材というのが､一体どうい

う人材なのか疑問です｡ちょっと抽象的なんですけど｡そういう意味で､特にまちづくりに貢献すると

かしないとか､自治体に役に立つ人でなくても､あってもいいんだということがもっと根底に感じられ

るような､そういう権利を明確に出して行けたらなというふうに思います｡

新崎 盛事 :

今の仲村未央さんの続きみたいな形になっちやいますけど､条文の二番の方これも町づくりの担い手

となるっていう限定的な表現っていうのはいらないんじゃないかなと思うんですよね｡何も学習とか教

育っていうのはまちづくりに限られたものでもないわけですし､それとあと､自治体が住民を育てるた

めというのもひっかかり感じるんですよ｡あくまでも自主的に住民が学ぶためですよね｡それを自治体

は環境整備をしてあげるっていうふうに捉えているんですけど､自治体が住民を育てるためっていうの

がどうも､なんか､上からの押しつけの教育の延長線かなっていうイメージを持ってしまうんですよ｡

上見 充寛 :

自分も全く同じ事を考えていまして､この教育と学習の権利っていうのが､二条のまちづくりの担い

手となる住民を育てるためとあるんですが､そのための教育と学習の権利なのか､それとも人間として､

自己形成を果たしていく上で､教育と学習の権利を条文で定義づけてですね､その中で育ってきた人た

ちがまちづくりに関わっていくという形であるっていう事が望ましいんじゃないかと思うんですよ｡そ

れでこの二条の自治体はまちづくりの担い手となる住民を育てるとあるんですが､まあ､育てたと思っ

ても僕みたいに沖縄が好きになって､沖縄に来てしまう人もいるわけですから､だから､この二条のと

ころがひっかかっているんですが､このあたりを皆さんで話し合っていただけたらなと｡

島仲 徳子 :

私はまったく逆です｡仲村未央さんや上兄さんと全く逆で､この教育と学習の権利のタイトルの前の

かっこの中に､ ｢まちづくりの担い手となりうる｣ということばが私の頭にはあったんですね｡そもそ

も､今私たちが話し合っているのが､自治基本条例､まちづくり基本条例ですね｡その中で､自治と住

民の関わりの根本を決めよう､詣おうとしている条例ですので､当然教育と学習をですね､まちづくり

の担い手となる住民を育てる教育とかその学習というふうに私は捉えたのです｡それで､解説にいきま

すけれど､この一,二の-の方で､ ｢住民は地域文化を学び創造し､次世代に継承する権利と義務があ

ります｣と､まずこれを張っています｡先はど島袋純先生がいろいろとご説明なさいました｡まちづく

りをするときに住民は意識と意欲を持っていないといけない､と｡十分に持っていても自分たちの住ん

でいる地域のことを知らなければ､どのようなまちづくりをすればいいかわからない｡もしかしたら方

向違いのところへいく可能性も十分にあるわけですよ｡自分のことを知らなくてやるのと､十分に知っ
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てやるのとでは､町づくりへの関わり方が全然違ってくる､ということで､これが､一番先に来ている

と思うんです｡私も先ほど佐藤先生が､この元々の条文の変更についてとおっしゃいましたけれど､私､

この中で､仲宗根さんが､掲示板に寄せた解説を読んでですね､ああ､この中に歴史も必要じゃないか

と思ったんですね｡ ｢私たち住民は地域文化を学び､｣とありますけれど､自分たちのことを良く知る

上で､特に沖縄県の市町村については､やはり､歴史も欠かすことができない､ということで､与那嶺

さん､一生懸命解説してくださったんですけど､この-の部分まで肉付け､ふくらみが必要ではないか

という気がします｡

島袋 純 :

これはまず一つの分け方として二つに分けることができるんですね｡一番が住民の権利と責任につい

ての規定であり､二番目がその権利を保障する自治体の責務なんですね｡順に二つの点を述べているん

です｡もうひとつ､あまり明確でないですが､別の分け方があるんですよ｡ひとつが第一に地域の歴史

とか文化とかそういった地域の独自性の教育 ･学習､二番目にいわゆる ｢市民｣なんですよ｡これはよ

うするに先はど説明した私の話ですが､国家集権的な教育のせいで何を我々は失ってきて､何をやらな

かったかということの二つの点なんですよ｡ようするに地域独自の文化や歴史を抹殺して､教育させな

い｡沖純が琉球王国であったこと自体一切教育しない｡そういったことですよね｡もう一つは ｢臣民｣

は作るけれども ｢市民｣は作らないわけですよね｡

国家集権的な教育行政の大きな問題点としてはこの二つがあって､たまたま一番に地域文化､地域の

歴史に関する教育というのが入っていて､二番にまちづくりの担い手となる住民と書いてあるんですけ

ど､ようするに､現状の教育の問題点を突いているわけです｡政治に積極的に参加して､政治の参加主

体となり得るような､政治に責任を持てるような市民､ですからこれは場合によってはまちづくりの担

い手となる住民についてですが､私たち住民は地域づくりの担い手として自己変革しなければならない

ということを最初の条文でまとめて､その一番に国家集権的な教育とは違う二つの点が教育において､

地域の教育については重要であるということをいって､その権利と責務があるっていうことにしてもい

いんじゃないかと思います｡それから二番目に上の一条を保障する一条の権利と責任を保障するために

実際取り組まなければならないという努力規定にすると自治体の教育 ･学習の権利とならないでしょう

か｡

与那嶺 武 :

今島袋先生の話から二は-の ｢住民の学ぶ権利を保障する｣ものという捉え方､認識ですんで､-か

らやっていきたんですが､確認をしていきたいんですけど､自分もさきほど､戸惑ったんですけど､先

ほどの佐藤先生の意見にありましたが､結局条文の少し手直しというのも出てくるんで､やはり解説す

る側は準備として忠実にやってしまいますよね｡だから今後はやはりその条文の手直しも､あるといこ

とで｡また全く触らないというのもおかしな話で､そういうのも含めて書き込みをやっていくというこ

とで､認識してよいでしょうか｡それで､あのどうしましょうか｡-の条文から少し手直しをやってか

ら解説をするとか､そういう形にしましょうか｡まずは条文をしっかり固めないとその解説ができない

のではないかなと､気がします｡

152



上見 充寛 :

条文というより､最初の教育と学習の権利という言葉自体でもうひっかかっているというか､例えば

さっき島仲さんが仰っていたようにまちづくりのための教育というようなものがつくのであれば､納得

もできますが､なんか確かに条例としてはまちづくり条例というかたちにはなっていますけど､ここだ

け見てみると､さっき僕とか仲村さんとかが言っていたような形にとられかねないんじゃないのかな､

という違和感というかがあるんですけど､皆さんはどう思われますか｡

与那嶺 武 :

これは一日討論でも意見がいろいろでましたが､どういう決着が付いたか覚えてないんですけど､後

二の方の担い手という表現に関しては､先はどの照屋さんの方のまちづくり活動団体の役割のテーマの

方でもいろいろ意見がありましたね｡タイトルも上兄さんが最初に今言われた教育と学習の権利｡この

お題についても他にご意見がございますか｡

中嶋 栄子 :

さっき純先生がおっしゃっていた言葉を一に入れるのはどうかなと思うんです｡つまりこういう言葉

が､文言が正しいかどうかは分かりませんけど､国家主導ではない地域に根ざした教育を受ける権利を､

わたしたち住民は持っています-みたいなのを最初にボンともってきて､だからこそわたしたちは地域

の文化や歴史を学んで創造して､それを継承する権利と責任がある-というふうに繋げるのはどうでし

ょうか｡そうすると､まちづくりが前提の文章になってくるのではないかなと思うんです｡

与那嶺 武 :

すみません｡もう一度いいですか?ゆっくりと

中嶋 栄子 :

最初に ｢国家主導ではない地域に根ざした教育と学習を受ける権利を､わたしたち住

民は持っています｡そのために､わたしたちは地域の文化や歴史を学び創造して､次

世代に継承する権利と責任があります｣というふうにつなげるのはどうでしょうか｡

佐藤 学 :

とんでもないことを言い出すんですけど､国家主導で中央集権的な利点を私はアメリカでものすごく

見てきています｡それがないアメリカでは､地域､地方自治体が､本当にそこの土地で上がる税金でカ

リキュラムを全部決めますが､その教育の悪い所をさんざん見てきているので､あれが理想とは思えな

いんですよ｡こういう話をいつも地方自治関係で言って､ひんしゅくを買うんですけど､私は中央集権

が必要な部分があるんだと思うんです｡ 例えば､大学進学率が低いところであれば､大学進学のため

の勉強は必要ないというような､そういう理屈になっちやったり､あるいは､地域の価値観を重視する

ということで､特定の宗教を擁護するだとか､または､特定の人々を排除するような教育が行われてし

まうのがアメリカの分権教育です｡それを見ていると必ずしも完全に地域でというのが本当に良いこと

なのか｡私はずっと懸念をしている所なんですね｡
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もう一つそれをいうと､だったら国は金は出さんという話になるわけで (現実に補助金が削減されて

いくわけですけど)､そうすると教育を全国津 浦々々行き渡らせるための理論的な支えがなくなってし

まう｡本当に貧乏なところは学校が維持できなくなっちゃうと思います｡だから､ここでそこまでの議

論をすることが適当なのかなと､要するにこの条項でその辺の所の議論を含んだ条文にすることが果た

して適当なのかどうかっていうのが､私は疑問です｡だからむしろ地域に根ざしたってとこから始めた

方が､今の中嶋さんのそれでいいんじゃないかと､そんな気がするんですね｡極端な意見ですが｡

与那嶺 武 :

あの､自分が覚えている限りでは､島袋先生が住民自身が強制ではなくてまちづくりに参加っていう

のは､国家だけじゃなくて､例えば､自治会とか自治体とか､そういうものに強制的にさせられるんで

はなくて､自分自身が自主的にという意味もあったんじゃないかなと思うんですけど｡さっきのテーマ

でもありましたが､自治会などの為に強制的に参加と言うことではなくて､自主的にというのがここの

｢住民自身が強制的に｣という意味の中にはあったように解釈されていたと思います｡

島袋 鈍 :

佐藤学さんの言う問題の指摘は､確かにアメリカの実情としてわかります｡しかし､基本的に私が気

にしているのは､地域の住民が教育の内容に対して､ある程度異議申し立て､あるいはコントロールで

きる権限っていうものがあるのかどうかという問題ですね｡その場合に基本的にあってしかるべきじゃ

ないかって気がするわけです｡国家による画一的な教育が準備され､プログラムされて用意されていた

としても､それが､いちいち自治体毎にプログラム開発するのはコスト的に不可能なので､文部省が ｢こ

ういう案をつくってみました､どうですか､便利だったら使ってください｡｣という強制しないような仕

組みがあったらそんなに問題はないわけです｡基本的に､そういうプログラム､自主的に選択して､自

主的に内容変更して､自主的に自分たちで作り替えられたらいいわけですよ｡アメリカの影響を受けた

戦後の教育改革は､そういう方向だったと思います｡日本の今の教育基本法の精神ですね｡ところが現

実の問題としてそれがほとんどできないということです｡実際には､地域の教育委員会が全部文部科学

省の影響下にあり､住民の教育に対する統制力は弱いわけです｡だからこそ､実際そもそも地域の教育

と学習を統制しコントロールする権利が住民にはありますよ､ということをこっちで明白にしておかな

いといけない｡基本条例の住民の権利のひとつとしてですね｡

｢国家主導ではない｣という明白な文書を入れるのは辛いなというのはあるんですけど､基本的に教

育と学習の権利というものは､国家が給付する､国家が国民を作る､そういったものではなくて､そう

いった国家の権能ではなくてですね､住民自身の権利としてあるんだということを明白にしておかない

といけない｡そうじゃないと教育基本法の改正が検討される中でとんでもない方向に日本の教育が突き

進んでいくと思います｡

与那嶺 武 :

自分自身では､あえて追加したこの ｢住民自身が強制ではなくてまちづくりに参加することを一つの

生き甲斐として感じられるように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｣という言葉

はあらゆる意味で包括して自主的に住民が学んでいく権利と責任を持っているんだという意味合いで捉

えて良いんじゃないかとは思っているんですが､先ほど ｢まちづくりに参加することを一つの生き甲斐
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と｣っていうことで仲村さんの意見がありましたよね｡この点はどうでしょうね｡住民自身が強制では

なくてとか､自己変革していくというようなところは､補足しなくてもこのままでも自分はいいんじゃ

ないかなと自分は思っているんですが｡

島袋 純 :

ニセコのまちづくり基本条例はですね｡札幌地方自治法研究会の試案とは､少し違っています｡何が

違うのかっていうと､基本的にですね総合計画なり基本計画なり､ニセコのですねいろんなまちづくり

の実践本当具体的な実践を経てですから､基本的に総合計画書ですとか基本計画書とかを中心として､

実際のまちづくりの事業に住民主体で参加するプロセスですね｡それを明記していくという形になって

います｡

ですから､総合計画の手続きへの参加を規定する条例という形式ですね｡そのニュアンスというか色

彩が強いと思います｡一方､札幌地方自治研究会が用意したのは､より自治の運営全般的に関わる自治

基本条例というニュアンスです｡

我々が沖縄自治研の自治基本条例のプロジェクトでやりたい基本自治条例は､ニセコ型にするのかあ

るいは札幌地方自治研究会の試案型にするのかという問題があります｡戦略として基本的にまちづくり

基本条例という形で､ニセコ型の条例を沖縄の各自治体に作ってもらいたい場合は､これは ｢まちづく

りのための教育と学習の権利｣とやった方がわかりやすいわけです｡ただ､本当にまちの憲法という意

味で､憲法戦略を採るのであれば ｢まちづくりのための｣ということは抜いた方がいいのかもしれない

なっていう｡だから二つの戦略の中でどこを選ぶか明確に意識しなかったわけです｡我々は ｢まちづく

り｣｢まちづくり｣と頻繁に使い､実質的には ｢まちづくり｣という言葉を自治体の経営とか運営まで含

めた非常に幅広い概念で使って来たわけです｡実際に自治体の経営とか運営とかいう部分よりもニセコ

町では､もっと総合計画なり事業を実践的に住民参加でやっていくというレベルの話が中心になってい

ます｡この前の木佐さんの話とそれと本を読んで分かった部分ですね｡ですからここにきて我々がどう

いう戦略をとるかということを明白に意識化して共有しなければならないのかもしれません｡

与那嶺 武:

上の二行は例えば､まちづくりに参加することを一つの生き甲斐と感じられるようにというのを取っ

てしまって､住民自身の強制ではなくて､自分たち自身で学習し､自己変革というふうに持っていって

もおかしくはないですよね｡一つ､ここに限定するリスクっていうかそういうのを除くっていう意味で

も､とってもいいかなとも思います｡ <空白あり>後ろの方に ｢～していく権利の事です｣と僕は書い

てしまったんですけど､条文の方は権利と責務があります､なんで､権利と責任の事です｡とか責任と

か入れた方がいいと思うんですけど｡あと責務と責任とかですね｡この前日分が途中で抜けたんでよく

認識してないんですけど､どなたか解説をもう一度確認の意味でご説明願えませんでしょうか｡中学生

ぐらいの人にもわかりやすくといえば責任かなと｡とりあえずまちづくりからようにまでは取っちゃい

ますか｡

島仲 徳子 :

解説の二行ですね｡この二行は一二全体をまとめて解説をしているのでしょうか｡教育と学習の権利

一二をひっくるめての解説になります｡
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与那嶺 武 :

一に関してということに｡

島仲 徳子 :

一に関して｡

前城 充 :

いろいろな声が挙がっていますけど､確認しておきたいのがあって､やはり上兄さんが言ったまちづ

くりのというのは頭に入れるかどうかというのと､未央さんと新崎さんが言った､住民を育てるため､

という文言はしっかり議論してこの場で解決しておかないとダメなんですね｡で､まちづくりの教育と

学習の権利というとすんなり入りやすいという話なんですよね｡まちづくりと入れても私はおかしくな

いと思うんですよ｡その方がわかりやすいかなと｡で､この基本条例の趣旨に合わすのであれば､入れ

た方がいいと思います｡それと ｢育てるため｣というところが気になるのであれば､私はこの二条の方

は総則にある文言をしっかり入れておきたいんです｡教育と学習は一番大切なところでこの条例の根幹

をなすところなのですよ｡ここをしっかりしておかなければこの条例に基づいて､10年20年先の自

治体を描くことができないのです｡一番大切な教育と学習というのをしっかり作っておかないといけな

いので､ここも住民を育てるためというのを割愛するのであれば総則の一条にある､自治体は ｢住民主

体のまちづくりと自治を実現するために全ての世代の｣云々というのを入れて明確にしておいた方が関

連性がつきますね｡そして､それがさっき勉さんと難波田君が言ったことにつながって体系化もできる

わけです｡

仲村 未央 :

今の住民主体のまちづくりを実現するため､との関連づけなんですが､2項にいう ｢自治体はまちづ

くりの担い手となる住民を育てるため｣｡このまちづくりの担い手となる住民というのは､解説の3行目

にある ｢私たちが自ら考え決定し､その責任を果たせる住民｣ということですか｡つまり､どのような

人が ｢まちづくりの担いとなる住民｣なのかという定義と､まちづくりというのは =住民主体のまちづ

くり"である､ということの厳密な定義を求めたいんですけれど｡

与那嶺 武 :

まちづくりの担い手となる住民の担い手の定義というのは自分が考える範囲では｢自分で考え決定し､

その責務が果たせる住民｣とか横山さんがいう市民が自分の責任で自分のできることをやっていく人と

いうような形になると思うんですけど｡

前城 充 :

住民の定義は住民がまちづくりに参加する権利の方で､住民には責務があり権利もありますよと誇っ

ているんですね｡で､ここでこの文言は入れないわけですよ｡二条の方ではさっき言ったように､解説

の方でも文言を変えていけばいいのかな｡二条の方でさっき提案したように､総則の文言を入れますよ

ね｡解説の方でも､､､ (～録音なし～)
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与那嶺 武 :

仲村さんがおっしゃるのは､二項にある担い手というのは解説で具体的に示していかないといけない

のかということですね｡前城さんが言うのは､総則でこの二項の内容を盛り込んでいくと言うことでは

なくて､育てるためということに違和感があるんであればそれを差し替えていきましょうと､いうこと

ですね｡

島袋 純 :

今ですね｡二番の ｢自治体はまちづくりの担い手となる住民｣これに対する違和感というのが多いの

で､前城充さんのほうから､我々のモデル素案総則の一条の一番後ろの文､｢住民主体のまちづくり｣と

いうこの言葉にとってかえようという意見ですね｡これを取ってかえれば､まちづくりの担い手の解説

はいらなくなりますね｡もし､どこか他のところでまちづくりの担い手という文言があれば､これは ｢ま

ちづくりの担い手｣とは何かということについて解説しなければならず､この ｢私たちは自ら考え決定

し､その責任を果たせる住民｣といったような説明はその場面で､その条項の中で恐らく必要になって

くる言葉だと思います｡

それで基本的に私としてはもし定義する必要があれば ｢自ら考え､発言し､話し合い｣ということで

すが､とくに ｢話し合い｣ですね､この部分が抜けていること､つまり､話し合いせずに決定すること

はよくありますね｡ですから発言して､その発言するのにも責任持たないといけないことなど､さらに

追加すべき言葉もいろいろ出てくると思いますが､そういったものを書き直せば､良いのではと思いま

す｡

与那嶺 武 :

じゃあこの方は､住民主体のまちづくりを実現するため全ての世代の人々にって言うふうに変えると

言うことでよろしいでしょうか｡住民主体のまちづくりと自治を実現するため全ての世代の人々に学習

の権利と機会を保障しなければなりません｡でいいでしょうか｡

先ほどいろいろ意見が出たんですけど､うまくさばききれなくてですね､何か意見が抜

け落ちた所がありましたら､ご指摘ください｡タイトルはどうしましょう?最初のまちづくりをという

のをいれるかどうか｡上兄さんから指摘がありましたけど｡

島袋 純 :

(～録音なし～)最初は ｢教育と学習に関する自治の権利｣とかそういう (～録音なし～)

与那嶺 武 :

一つ ｢まちづくりの教育と学習の権利｣というのと ｢教育と学習に関する自治の権利｣二つの案があ

るんですが｡

上見 充寛 :

関係ない話になると思うんですが､混乱を招くかどうか分からないんですが､僕は北海道に育って､

函館という町に住んでいたんですね｡学校の遠足で五稜郭というところに行きまして､それを見てから

歴史に興味を持って､その延長線上で沖縄に来たわけですが､学校教育の中で歴史とふれあう機会があ
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ったもんですから､だから条例の中では ｢まちづくりのための｣っていうのを入れて住民に対して､そ

ういう権利がありますよっていうのは訴えた方がいいと思うんですよ｡ただそれを受けて自分で考えて

やっぱりあっちの町の方が面白そうだとかこっちの町の方が僕に合っているというのは､住んでいる個

人が決めることであるので､まちづくり条例という訴えであれば､｢まちづくりのための教育と学習の権

利｣がいいんじゃないのかな｡まとめきれないんですが｡

中嶋 栄子 :

｢住民自身の強制ではなく｣とありますが,最後の方に｢ったえていかなければならない｣とあって､

あの､強制されないのになんで ｢いかなければならない｣のかって､私はここらへんすごくひっかかる

んです｡次の人どうぞ｡

旅屋 勉 :

私は島袋先生のが良いんじゃないかと｡要するにまちづくりとなるとちょっと限定されてしまうので､

自治という言葉を使ってふくらみを持たせた方がいいんじゃないかなということです｡それから確認し

ておきたいんですが､先ほど島袋純先生が仰っていたように､スタンスの問題なんですけど､われわれ

の条例を憲法という位置づけでやるのか､全てをまちづくりという形にするのかどうかで､決まってく

るんだと思うんですけどね｡自治体の憲法という最高法規性をもたせるか､これは今の教育だけに関わ

ることではなくて､これから全ての条文にいろいろ関わってくると思うんですけど､そのスタンスはは

っきりさせた方がいい気がします｡

難波田 到吾 :

教育基本法について詳しく知っているわけではありませんけど､教育基本法では憲法の平和主義､国

際理解ということを強く意識していると思います｡そういう観点が､この二つの条文から連想できるの

でしょうか｡ちょっと気にはなります｡

新崎 盛事 :

先ほど前城さんが訂正された部分を含めて読み進めますと､どうしてもまちづくりのための教育と学

習の権利に限定された文になるのかという感じがするんですよ｡しかし､学校教育を例に挙げますと中

央集権的な教育に先議を申し立てるという部分についても大事なところなので､それについては､教育

も､教育委員会という行政機関で行われますので､それに対しての異議申し立てというのは､先程 =ま

ちづくりに参加する権利日の方で "住民は計画策定､実施､ 評価の全てにおいて､参加権と決定権を有

するMと謡っているので､教育についての異議申し立てなどに住民が参加するのは先ほどの参加する権

利の方で､含めて良いんじゃないかと思うんですよ｡その方がわかりやすいのかなと個人的には思いま

す｡

与那嶺 武 :

もうちょっとご意見をお聞きしたいんですけが､どなたか｡
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普山 均 :

更に混乱させるかも知れませんが､教育と学習の権利という名称がついたのには､これまでの長い議

論を経て付けたと思いますが､私が思うには ｢教育｣というのは学校で教えてもらうこと｡ ｢学習｣と

いうのは地域等で共に学び合うことを指すと思います｡

そうして考えると､この一条と二条からは地域で子どもを育てるとか､一緒に勉強をしあって向上し

ていくということは読みとれますが､｢地域文化を学び｣だけでは､長い人生の中で---部分がですね､

あまりこの条文から読みづらいのかな｡ここにちょっと教育と学習の権利というのは両方入れたことと

条文の関連性ですね｡あとは先程から出ています教育の内容を選ぶ権利っていうのがどっかにやっぱり

ひっかかっているもんですから､ (～録音なし～)という気がしました以上です｡

与那嶺 武 :

一については､最初は一日討論の中では結構長い文でしたよね｡歴史と自然という表現も入れような

ど｡

タイトルの件は､自分自身もまだ､判断がつきませんが､どうしましょうかねえ｡

島仲 徳子 :

ここでは､まちづくりに参加することを一つの生きがいと感じられるよう自分たち自身で学習し､自

己変革していくということが最初に来ているんですけど､重要なのは自分たちのことをよく知るという

のがポイントではないかと思うんです｡解説でそこをもう少し強調していただけたらと思います｡

与那嶺 武 :

大事なことかも知れませんね｡宿題になるかと恩うんですけど､地域のことをもっとよく知らなけれ

ば結局正しい判断ができないというようなことをもうちょっと書いた方がいいかも知れないですね｡こ

のへんは宿題にしましょう｡

比嘉 俊雄 :

(～録音なし～)条例づくりではないかと､今思っております｡

島袋 純 :

戦略の問題ですね｡私の解釈は明らかに学校教育を中に入れています｡私の発想では明らかに入れて

いますので､｢教育と学習に関する自治の権利｣とかそういった名称になるわけです｡しかも､その自治

体の憲法という位置づけでなるべくしたいなという意図があって､だからまちづくりのための教育の学

習の権利じゃなくて､学校教育まで含めて住民と自治体が権利を持つべきだ､住民がコントロールしな

ければいけないと思っているものですから､どっちを選択するのかっていうのは､基本的に我々の戦略

の問題であって､どこに比重をおくか､自治基本条例の役割をどう捉えるのかっていうこと､それを受

け入れられやすいようなまちづくりということを中心にするのかです｡恐らくどっかがやるにしても｢ま

ちづくり基本条例｣という名称で､｢まちづくり｣をアップした方が分かりやすいわけですよね｡分かり

やすいし､参加しやすいし､そういったものとして､世の中にアピールするのか｡

それとも実際の憲法ということで､教育基本法も改正されるこの時勢に､沖縄だけは新しく教育学習
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の権利も住民自治の権利として学校教育も考えていくんだということで､対抗する根拠とさえなりうる

ように､もしかしたら自治基本条例というのを制定して､国家主義的な新しい教育基本法にのっとらな

いような沖縄独自の教育やらないといけないっていうとこまでもっていくのか､そういったところです

ね｡

基本的に私としてはよりラディカルに自治体の憲法としてこれから教育基本法の改悪に対抗するよう

なモデルとして出しておきたいなという気がします｡それで､各自治体に導入されていく段階で､恐ら

く ｢まちづくり基本条例｣という名称の採用とともにラディカルさもワン･ランクおとされて､より具

体的にまちづくりのイメージの中で基本条例を応用していくんじゃないかなって気がします｡

与那嶺 武 :

島袋先生の解説を聞いているとタイトル的には ｢教育と学習に関する自治の権利｣が似つかわしいか

なという気はするんですけど､どうでしょうか｡

新崎 盛事 :

島袋先生の戦略というか､そういうニュアンスを出したいのであればやっぱり学校教育に住民が参画

する権利とかそういった何かもう一文増やした方がいいんじゃないですか｡で､僕の学習に対する自分

の思いこみですが､学ぶことも学ばないことも放っておいて欲しいというのが気持ちにあるんですよ｡

学習は自発的なものですから地域文化を学ぶなんていうのはよけいなお世話だみたいなことをどっかで

思っている部分があるんですよね｡ただ､この文化を次世代に継承する責任って言うのはあると思いま

すが､学ぶ "責務"というのはあんまりいらないんじゃないかなと思います｡ただ､学校教育に住民が

入っていくことは権利として保障して､自治体は先ほど前城さんが言ったように住民が主権を維持する

ための環境整備を行う｡そういうふうな､まとめがいいんじゃないかと思いますが｡

与那嶺 武 :

もう一時半近いんで､後日検討になるかと思いますけど､中島さんのご指摘と､さっきの新崎さんも

ありましたけど､ ｢伝えていかなければならない｣っていうそのへんもちょっとひっかかっているんで

すが｡

中嶋 栄子 :

教育の現場や自治体には伝えていかなければならない責任はあったとしても､個人にはその責任はあ

るんだろうかと思います｡

与刃隠 武 :

中島さんのご指摘分までやって終わりたいんですけど､どなたか｡例えばニセコの条例でも参加しな

いことで不利益をこうむらないっていうのもありましたよね｡ご意見ありませんか｡

では､一時半になりますので､後目検討ということで｡またご意見あったら､たたき台にかきこみと

か宜しくお願いします｡ (拍手)
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