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前期第3回 定例研究会 研究会議録 (会合 36･5月24日)

①職員の責務

島仲徳子 :(報告)

前期の講座､そして後期のワークショップに対する島袋純先生のコメント等を参考に作りました｡そ

れから､掲示板に掲示しましたら佐藤先生の方からですね､皆様のお手元にあると思いますが､コメン

トが寄せられましたので､その件についても皆様方のご意見を頂きたいと思いますO

【読み上l刀

1.職員は､公平 ･公正かつ迅速に職務を遂行し､誠実で､住民に信頼される存在 でなければなりま

せん｡

【解説案】

自治体は住民の信託を受けて成立しています｡したがって､自治体職員は､その信託に応えるように､

仕事をしなければなりません｡

地方公共団体の一般職員に適用される ｢地方公務員法｣では､｢すべての職員は､全体の奉仕者として

公共の利益のために勤務し､且つ､職務の遂行に当っては､全力を挙げてこれに専念しなければならな

い｡｣と定められています｡(第30条 ･服務の根本基準)

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

確に反映し､職務を遂行する義務を負っています｡

【解説案】

職員は､その行使する権限が､住民の信託に基づいていることを自覚し､信託者である住民の側に立

って物事を発想し､住民へのサービスの向上に努めます｡

また､ゆとりと豊かさを実感できる個性的な地域づくりのために､主権者である住民と､その信託を

受けた職員が､それぞれの課題と責任を分担して協働することが大切です｡

3.職員は､職紡能力向上に努めなければなりません｡

【解説案】

自治体が地方政府として､自ら独自の政策や制度を開発し､地域の個性を生かした先駆的な自治を可

能にするか否かは､ひとえに､その職員にかかっているといっても過言ではありません｡

主権者である住民から信託を受け､まちづくりの使命を持つ職員は､その付託に応えられるよう､常

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

ません｡

とくに､2000年分権改革以前の段階では熱達しえなかった政策形成能力､条例を立案する法務能力､

独自の財政を展開するための財務能力などの能力の開発が強く求められます｡

4.職員は､法令の形式的な執行者ではなく､地域主権と住民主権を尊重し､住民の 権利を守り､住

民へのサービスの向上を図るため､積極的な解釈に基づいて職務を 適切に執行する義務を負っていま
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す｡

【解説案】

2000年の ｢地方自治法｣改正による分権改革により､中央集権型の機関委任事務が廃止され､自治体

は､自治事務はもちろん､法廷受託事務についても国法の自由解釈及び条例という自治立法が自由に行

えるようになりました｡

すなわち､機関委任事務方式を中核とした､国からの指示待ち､通達待ち､補助金待ちの時代は終わ

り､かわって自治体は､国から独立した地方政府として､直接､住民の信託に応えることができるよう

になりました｡

右肩上がりの経済の発展に支えられた､全国画一的な政策に代わって､これから求められるのは､持

続可能な地球市民としての視点に裏付けられた､地域の特性に合った住民が主人公であるという考えに

基づいた政策です｡

5.職員は､首長の住民に対する責務と職務の執行を適切に補佐しなければなりません｡

【解説案】

職員は､法律上は,長の補助機関であると位置付けられており､(地方自治法第 154条 ･職員の指揮

監督)､長を補佐する責務があります｡

しかし､｢補佐｣というのは､単に､忠実な手足となって働くということではありません｡住民の側に

立って物事を捉え､場合によっては､長に助言をしたり､あるいは､憲法に基づく住民の権利を損なう

ような長の判断に対しては,それに反論したりするという義務も負っています｡｢適切に｣ということば

には､長に忠実に､という反面､このような意味も含んでいます｡

以上です｡ 以上ですけども､佐藤先生､2の方で - ･･

佐藤 学 :

これは時間がないので､ちやぶ台引っくり返すようなことになるので､言うのはやめておきます｡3

番の法務能力に条例の立案に加えて､法令解釈能力も加えたらどうでしょうか｡もう一つ質問ですが､

ニーズって言葉は中学生でも分かる言葉なんですかね｡

島仲 徳子 :

そうですね｡英語の授業ではもう習うと思いますけど｡"住民のニーズ'と言う意味 ･- ･

佐藤 学 :

"ニーズ'と言うのは英語ではあまり使わないと思うんですよね｡まあ､それはどうでもいいんです

けど､ちょっとどうかなと思いました｡

島仲 徳子 :

そういう､佐藤先生のご意見に対して｡

中嶋 栄子 :

すみません｡"信託"と "付託"という言葉が分かりません｡どういう意味ですか?それと =信託日と

"付託"が同じ文章に出てきますので､どちらか分かりやすい方に統一していただけたらと思います｡
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島仲 徳子 :

これも本当に､四苦八苦で作ったんですが､まず､松下圭一さんが､国であれ地方であれ､政府とい

うものは市民･国民の信託に基づいて成立していますという考えがありまして､私も前期の講座を欠席

したような気がするんですが､一生懸命､江上先生の講義録読みました｡松下さんの紹介をされていま

して､その言葉をそのまま使ったんですけれども､その辺りは､島袋先生､信託を受けた側が付託なん

ですが､信託という意味合いをまだ吟味がされていない････

島袋 純 :

これはですね､最近本当に､頻繁に使われるようになったんですよね｡今度の地方自治法の改正､そ

の新しい地方自治法の条文を解釈するときに､だいたい松下圭一さんの信託の概念を用いて説明するよ

うになっていますので､それで頻繁に使われるんですが､"信託"というのは､特別な契約の形態で､請

け負う側一方だけが義務を負う契約と聞いています｡住民が､住民の福利の増進という目的のために住

民の本来持っている権限､住民の財産とか権利､様々な共有財産の管理を､自治体を信じて､住民の福

利厚生を増大させるということを前提に付託するわけです｡その福利増大を目指した財産の管理のため

に､基本的にはあれをするこれをするというような､信託契約の内容が､公約となるわけです｡

それがあってはじめて､住民は政府に仕事を委ねることができるということです｡信託を受けた政府

は､福利厚生を増進する｡個別具体的な内容は選挙公約によって示した福利厚生の増大の中身をきちん

と実行しないといけない｡そうしないと､本来の権限者である信託の権限者､つまり､有権者-住民が､

議員や首長を信託契約違反として､クビにすることができるという仕組みです｡

それで自治体側が､住民に義務を課してあれやれこれやれと命令して､住民にこれは相互契約だから

自治体にも義務があるが､住民にも義務がある､それを守れという対等な関係ではなくて､一方的に住

民が信託契約違反を理由に､首長なり議会なりを首にすることが出来るという､一方的な権利だと思い

ます｡

だからこれは､民間同士の民間の相互の売買契約とか賃貸契約とは違っていて､圧倒的に信託の元来

権利者である住民に有利な契約の内容となっています｡こういうことまで説明していると大変ですよね｡

ですから､あまり "信託"の内容を具体的に説明している解説書とかはあまり見ないです｡そういうこ

とであれば､非常に簡単に､"信じて託する"というぐらいで説明してもいいのではという気がします｡

=付託日は方向ですよね､"信託"をやるか､受けるか｡要するに､信託をこっちの方向に持っていく

場合､渡す側､それだけの話だと理解していますが｡一種のキーワードではあるんですけれど､もしか

したら =信託"とは､今僕が言ったような､住民が自分たちの福利 ･福祉 ･幸福を実現するという条件

を元に､政府に､有権者が本来持つ権利を託す､という感じで書いたほうがいいかもしれないです｡

松下圭一を読んだ理解では､これはもちろんそもそもジョン･ロックの概念で､名誉革命を正当化し

た論理ですね｡政府が何故存在するのか｡向こうは議会ですけれど､議会は何故存在するのか｡それは､

国民から信託を受けているから｡そういう論理構成で持って､新しい議会､新しい政府というものを正

当化したわけですね｡だから､名誉革命の原理であり､これは要するにアメリカの国家構成の原理にな

ったわけです｡それから､世界中に広まっているわけですね｡それを､松下圭一は､ジョン･ロックか

ら学び取って､日本に広めようとして40年以上も前から､ずっと言い続けたのですねOそれがようや

くその成果が実って2000年4月の自治法の抜本的改正は松下圭一的な理論によって解釈すべきだと

いうことが今通説になりつつあると思います｡
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島伸 徳子 :

島袋先生ありがとうございました｡他に何かご意見ご質問ございますでしょうか?

照屋 寛之 :

私は今ちょっと悩んでいるんですが､もし私が勉強不足だったら教えてください｡2番目の説明で､

"職員は､その行使する権限が､住民の信託に基づいていることを自覚し､日ということは､では住民が

職員に信託したというふうに理解するのですかね?

島仲 徳子 :

自治体が､住民の信託に基づいてありますので､職員もそれに基づいて仕事をするということです｡

<場所移動のため録音中止>

島仲 徳子 :

では､続けます｡先程の照屋先生のご質問で､"職員は､その行使する権限が､住民の信託に基づいて

いる"ということでございました｡私の回答は､すこしアバウトで切り出したんですが､ちょっと､私

も考えました｡それで､思い出したのが､この信託の裏づけは ｢選挙｣と ｢納税｣であると｡首長は住

民の選挙によって選ばれる､住民は税金を納めているということで､住民はその自治体のオーナーであ

るというお話もありました｡そこで､住民の信託に基づいていると､選挙と納税は ｢信託｣の裏づけに

なるという感じです｡

照屋 寛之 :

僕は､この 日信託"すると言う場合には､議会は住民の声を議会に付託するという意味で､要するに

選挙を通してやるわけですね｡あるいは､首長に対しても選挙を通してやるわけです｡ところが､職員

というのは住民が選んだわけでもないわけですよね､ですから､そういう意味で "信託"とか "付託=

というのはちょっと､抵抗を感じました｡そして､5番のところで､"職員は､法律上は､長の補助機関

であると位置づけられている"とあるんですが､首長に対しては "信託"したけども､補助機関にまで

=信託"と言えるのかなと､疑問点を持ったんですがどうでしょうか｡

島仲 徳子 :

私は､今5番の "補助機関"とあるので "信託日を受けていますというふうに､お答えしようと思っ

たんですが｡その疑問については､私の能力外です｡島袋先生助けてください｡補助機関である職員に

まで "信託"は及ぶのかと｡

島袋 純 :

どうしたほうが良いですかね｡制度的には確かに補助機関なんですけどね｡"自治体は住民の信託を受

けて成立しています"というのは､基本的に議会と首長からなる自治体､なので良いと思うんですけど､

一言 "自治体職員は議会及び首長の受け信託を実現するために､適切に仕事しなければなりません"と

いうような形で､議会とか首長とかを間に入れたら････
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比嘉 俊雄 :

私は､市役所職員なんですが､"信託"を受けたという自覚が全くないですね｡

島仲 徳子 :

はい､私も全くありませんでした｡この講座に参加する前までは｡

比嘉 俊雄 :

その中で､=まちづくりのための住民との協働は "とありますので､これは職員としての責務は当然あ

ると思うんですけれど､必ずしも職員としてだけじゃなくて､いわゆるニセコ町のように専門スタッフ

として､参加協力していくというような文言は入れられないのかなとう感じがします｡

照屋 寛之 :

今の比嘉さんの説明は､要するに自治体職員は専門職員であるということでの首長との協働という事

ですよね｡

比嘉 俊雄 :

職員として当然職務があるわけじゃないですか､所謂､住民との協働となりますと､やはり職員だけ

の身分だけじゃなくして､お互いに協力するんだという相互に接していかないといけないと､だから､

そういった意味では専門のスタッフ､職務に精通したスタッフとしてお互いに協働していきましょうか

ということなんですけど､だから､"信託を受けた職員"となると何か<???>として､仕事としてや

らなければならないということですよね｡極端に言えば､利害関係<????>そういったことに繋が

らないかというイメージがあります｡

前城 充 :

2条についてですが､私は先程の首長の所とリンクしていると理解しています｡首長は一人ですから

首長だけで住民の声を拾い上げる事は難しいです｡南風原で言えば3万2千人の声を首長が一人で拾う

のは無理ですから､そこを職員の責務の2条の意味するところで､職員が日頃の様々なシステムの中で

住民の声を拾い上げる｡その方法はいろいろあると思うのです｡そこで首長は､7条で職場のマネージ

メントをしっかりしなさいと誇っていると私は理解しています｡それで､比嘉さんがおっしゃっている

ような､一住民としての立場でまちづくりに参加するという考えを超えて､僕は､まちづくり専門スタ

ッフとして､職責として住民ニーズを把握するという意味でとらえています｡

佐藤 学 :

さっきの議会の話に戻るんですけど､さっきの話の構造でいくと､住民のニーズを把握するのは議員

の仕事ですよね｡これを職員がするから､議会が飾り物になってしまうのではないか｡具体的に職員が

住民のニーズを把握するというのは､何をどうするのでしょうか｡さっきのちやぶ台を引っくり返すと

いうことなのですが､住民のニーズを把捉するということを首長がいいだすと､自分がやりたい事の正

当化に使うんじゃないかと気がするわけです｡だったら､それはもう議会の仕事としてやった方が､良

いのではないですか?ここでの論理構造からすると｡
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島袋 純 :

執行機関は､どうしても執行機関としての責任というか､バイアスというか､実際にサービスを提供

で出来るか出来ないかという点を非常に重視して､ニーズを拾ってくると思うんですよ｡だから､イン

プット､入力が議会だけの役割として独占的に存在するというよりも､行政も行政でニーズを拾ってく

るんだけれども､それは､どうしてもサービスの供給側の視点からなされるわけで､たとえば､それを､

サービスを受け取る側からの視点から行うような､新しい革新的な政策の転換というのは起こりにくい

ですね｡

行政のルーティンな仕事の､微調整､小さな改革ということは､行政でもやりやすい｡しかし､だか

らこそ､逆に､価値観とか哲学に関わるとかって言っていたのは､要するに､意識の根本的な改革を要

する新しい価値とか､新しいサービスを提供する段階というのは､議会の役割が大きいと思うんですよ

ね｡だから､完全にインプットを議会に任せる､それでこっちはアウトプットだけ政策を執行するだけ

という役割の分担ではなくて､執行においても､適切なサービスの供給のためには住民の声を把握して､

住民の生活に必要なものは何かというのを把握して､そして執行していくという義務を負わないといけ

ないということです｡

出力･執行と入力･意見を反映させる､ということは､完全に分離した形では出来ないのではと思い

ます｡したがって､それが2番で "住民のニーズ'というのを "住民の声"とかいう､他の言葉に言い

換えるのは難しいのですが､声なき声もやっぱり拾わないといけないのではという気がして｡

やっぱり "ニーズ'っていうのは､僕が基本的にイメージしているのは､暮らしに必要なこと､暮ら

しを成り立たせるために必要なことがらという感じですね｡単なる要求とか､要求でも､高いレベルの

ものまでいろいろあると思うんですけど､暮らしに必要なことがらというものを的確に把握して､的確

に行政に反映するという努力は必要であり､ただし､あくまで行政で､執行者なので､おそらく必ず執

行者としてのバイアスや限界があるので､それを補うためにも､議員は重要な役割を持っているような

気がします｡

前城 充 :

=ニーズ'っていうのは､神野直彦先生の解釈によると､地方自治体に欠けているという意味として

使われていました｡欠けているという解釈は､本を読んだときに納得したのですけれど､もう一度読み

直してみます｡ま<???>して良いんじゃないかなと思います｡

菅山 均 :

住民の声を行政運営に反映させるためには､全て議員または役場の職員を通すとかではなく､また､

どちらが優先とかではなく､議員も職員も並立的でよいと思います｡ 実際に住民は､易しいことは直

接職員と調整しますが､ちょっと手間がかかる事等があると､知り合いの力のある議員に相談する｡そ

れが現実なんです｡ だから､住民の視点から見れば､自分たちの声を届けられるパイプ (追)がいっ

ぱいある方が､住民主体のまちになり､より住民の視点に立った条例になるのではないかという気がし

ます｡

島仲 徳子 :

佐藤先生が紹介されていました､志木市なんですが､行政パートナーというのがありまして､住民に
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参加してもらって､役所にいろんな部がありますね､ご存知の方もいらっしゃると思いますが､全く同

じ部を住民で作るんだそうです｡行政パートナーとして｡で､そこに計画とかを提出してチェックして

もらうんだそうです｡住民の声が反映されているかどうか ･･････

照屋 寛之 :

影の内閣みたいなやり方ですね｡

島仲 徳子 :

そうです｡そういう感じです｡

照屋 寛之 :

さっきから､行政は住民の声を拾うということで､もちろん議会が住民の声を代表するというのはあ

るわけですけれども､行政は執行機関であるけれど､執行機関もまた､住民の声を拾い上げてという利

点もあるわけですよね｡要するに､自分たちが仕事をしながら住民に何が欠けているのか､という事を

仕事をしながらすることができるという点では､議会以上に住民の拾いやすい面があるのかなと思いま

す｡そういうことでは､並立的に考えた方がいい気がします｡

島袋 純 :

4番の解説文の説明に関して､この一番下の段落が問題ですね｡具体的な内容とあんまり関係ないな

と思って､ちょっと違和感をもっているんですが｡これは､法令の形式的な執行者ではなくて､ようす

るにこれは､自治体の法令解釈権の拡大と､法令の解釈のための適切な能力向上､それから法令を積極

的に解釈する義務ですね｡それを課したものだと思うんですよね｡で､今まではやっぱり国が法令を解

釈して自治体は執行するだけだったんですが､法令解釈権を与えられたので､｢住民の権利を守り､住民

のサービスの向上を図るため｣という文言を入れたのは､その方向から､積極的に解釈しろということ

だと思います｡ですから､3番の方では､条例立案し､法令を解釈する｡それから､4番の特に法令解

釈権というのは､非常に重要な権利なので､一条設けて法令解釈を積極的にと｡本当にこれから職員の

法令解釈の能力の向上が試されると思うので､これが明記される必要があるという流れでしたよね｡

佐藤 学 :

4番の三つ目の文章は､格調高くて美しいと思います｡どこかに残したいです｡

島仲 徳子 :

4番の方は､朝から晩までの討論会のときに出たのでしょうか?私は本当に分からなかったんです｡

で､これまでの国が目指してきたのはこういうものだったのかな､これから目指すものはこういうもの

なのかなということで､最後三行がついたんですね｡それは､いきさつを知らない私が作ったものです

から｡

佐藤 学 :

上手く接続する文言を加えて､どこかで活かしたいなと思いました｡
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島袋 純 :

これは多分｡1番目と2番目は､重要ですよね｡自治体は､自治事務はもちろん､法定受託事務につ

いても国法の自治に基づく自由な解釈を行う- ･

島仲 徳子 :

自治解釈です｡自由に解釈だと大変ですよね｡

島袋 純 :

法律の自治解釈権とはよく言いますね｡それと､"すなわち､機関委任事務方式を中核とした､国から

の指示待ち､通達待ち､指導待ち､補助金待ちの時代は終わり､代わって自治体は､国から独立した地

方政府として､直接､住民の信託に応えることができるようになりました｡"これはすぼらしいことでは

ないかなと思います｡

あと､ようするに "住民の権利を守り､住民へのサービスの向上を図るため"という目的が､住民の

信託という言葉しかないんですけど､これを補うような言葉を､最後の三行の方に､住民の権利を守り､

住民のサービスの向上とは何なのかというのをもっと書いて､その目的のために､出来るだけの解釈を

してくださいというのはどうでしょう｡

新崎 盛事 :

先程の =信託"という言葉なんですが､重要な言葉と感じたんですが｡先程前城さんがおっしゃった

ように､首長の責務､職務とリンクしている所があるんじゃないかとありましたけども､住民の信託を

受けている首長から一職員として任命されて､そして首長の手となり､足となり働くという意味では"信

託"はキーワードというような気がします｡また､"職員が住民からの信託を自覚し=というのも､これ

からの職員の意識としては非常に重要だろうと思います｡やっぱり､首長から任命されているうえでは､

今までは自覚はなかったけれども､私たちも信託を受けている存在と自覚しながら､職務にあたらなけ

ればならないと思っています｡

それと､あと 5番目の方なんですが､そこで "長を補助する"というのがありまして､"憲法に基づ

く住民の権利を損なうような長の判断に対しては､それに反論するという義務日も住民の基本的人権の

砦となる職員の責務としていいんじゃないかなと思いました｡

島袋 純 :

憲法に基づく事務の執行､憲法を損なうような上司の命令に対する執行拒否､個々の職員に求められ

る自主性だと思います｡もう一つ､自治基本条例を損なうような長の判断に対しても反論しないといけ

ない｡これは現代官僚制の構成原理の一つですが､首長が雇っても首長の個人のための存在ではないん

ですね､現代官僚制としては｡ようするに､首長が雇ったとしても､国でいえば国民全体の利益を追求

する存在です｡これは王様が持つ家産官僚制とは基本的に違う｡独裁国の官僚制とは基本的に違う｡現

代民主主義国の官僚制と違う所は､首長が国際法､国法なり憲法なり基本法なり､そういったものに明

らかに反する場合､それに従う義務はないのです｡首長が個人で雇っているわけではないわけです｡

そういう意味で､信託を直接肌で感じる必要があるというのは､公務員が住民全体の奉仕者っていう

のを常に意識しておいて､首長の個人的な人格の延長みたいな存在ではなくて､形式的には首長に雇わ
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れ､首長の補助機関ではあるけれども､基本的には中立した存在にならなければならないという現代官

僚制のニーズがあると思います｡

首長の政治的な人格の延長といわれているのは､三役とかですね｡首長が寝食を共にするというのは

言い過ぎですが､去就を共にする存在というのはありうるわけです｡こういう人たちはある意味で本当

に首長の人格の延長と言えるんですけど,一般の公務員は､採用の当時は任命権は首長にありますけど､

さっき言った地方公務員法にも書かれていますように､公共の利益のために､中立的に､全体奉仕者と

して働かないといけない義務があるんですよね｡ですからその点を明らかにするためにも､首長にも憲

法とか自治基本条例の遵守義務があり､もし命令がこれに違反すると思ったら､勇気を持って進言する

義務を負うということで､義務を課しているので､これはこのままで良いんじゃないかなと思います｡

佐藤 学 :

ニーズの把握なのですが､実際に執行している上で生じるものを把握しなければいけないのは当たり

前だとして､それに加えて､執行部が需要がありそうなサービスを加えていく､そういうイメージがあ

ります｡しかし､そういった形でサービス提供するっていうことはこれからやっていけなくなるんだろ

うし､やるべきではないかもしれない｡要するに､ニーズっていうのは何かって話だと思うのです｡今

は､衣食住の最低限度必要なもので欠けているものを､という話ではないじゃないですか｡とすると､

ニーズを把握するというのは､実際どういうことなのだろうか｡これから職員がニーズを把握していく

には､何をするのかっていうのがわかんない｡

島袋 純 :

これはどうしましょう｡住民のニーズっていうのを我々はどこかである程度共通の認識を持たないと

いけないかもしれないですね｡それで､基本的に僕がこれは良いなと思ったのは､神野直彦さんの定義

で､確か ｢今住民の生活に欠けてはならないもの､生活を成り立たせる上で欠けてはならないもの｣と

いうような定義の仕方だったと覚えています｡おそらく神野さんが言ったのは､本当に基礎的で､最低

限の文化的で健康な生活を送るという意味で欠けてはならないものといったレベルではないかもしれま

せん｡今の社会において､おそらく､それよりもう少し上のレベルかもしれない｡けれども､やはり今

住民の生活に欠けてはならず､どうしても欲しいものというレベルを想定していると思うんですよね｡

だから､プラスアルファで住民の生活にあれも､これもあったらいいなというレベルじゃなくて､これ

がないと困る､ないと困るというニュアンスのものだという意味だと思うんですよね｡

具体的にはなんでしょうかね｡特に僕がイメージしたのは､やっぱり福祉の関係です｡介護とか｡特

に､今は高齢化社会ですし､介護は必要ですO神野直彦さんの本を読むと､やはり介護保険等を中心と

した福祉サービスというものは､どうしても必要なものというイメージだと思います｡住民が住民とし

て共同体の中で生きていくために､人間的にどうしても必要なものはと考えると､どうしても福祉関係

が非常にわかりやすいですね｡あと学校とか､最低限なそういったニーズの項目を皆で考えて､ニーズ

は､私はこう思いますというような形式で意見を出し合って具体的な概念としていくのがいいかもしれ

ません｡神野さんのニーズは何かという説明文を書き写してですね､みんなでたたき台の上に載せまし

ょう｡それから出発しましょう｡
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島仲 徳子 :

はい｡それから､私も今疑問が出ました｡この 日住民のニーズ'をですね､=地域のニーズ'に変えた

場合は､一緒になるのかどうかですね｡まちづくりのときに､"地域のニーズ'を把握して､そこに住む

住民の意見を的確に反映するという表現に変えた場合に､中身は｢緒なのかと｡

照屋 寛之 :

=住民のニーズ'と書いたほうが､まだ分かりやすい感じがしますね｡

前城 充 :

欠けているものという考えでいくと住民から要求される ｢要求課題｣と､要求は無いけれども必要な

ものとして ｢必要課題｣があると思います｡例えば､我々が勉強して住民と話していて欠けているもの

に気づく｡もしかしたら､補完性の原理とか､もともと自分たちでやっていたものをお任せ民主主義に

なっていて､今は欠けているのがここかもしれないと気づく｡このような課題を見つけるのが我々であ

り､議員ではないでしょうか｡この気づかない所を､欠けているものとして､見つけて首長に伝える｡

この辺を包括的に考えると｢欠けているもの｣､という意味が少しずつ理解できてくるのではないでしょ

うか｡

島仲 徳子 :

住民一人一人に聞くと､"ミ-ズ'になるって聞いたことありますか? 何かと聞くと､これして欲し

いあれして欲しいというのはミ-ズだと｡そしてこのミ-ズが固まりになったときにニーズになります

よと聞いたことがありますけど｡

何かいろいろと出てきましたが､もう時間もかなりオーバーしましたけれども､宿題は宿題として捉

えて､もう一度考えてみたいと思います｡では､よろしいでしょうか?これで､私の解説案説明を終わ

らせていただきます｡ありがとうございましたO(拍手)

②首長の責務

玉城 デニー :(報告)

首長の責務について話を進めていきたいと思いますが､純先生が書いてくださった逐条の解説｡私は

ですね,全体を考えてその逐条を出すための簡単なとらえ方という風なことで､あえてこういう書き方

をしたんですが､1から7までの首長の責務というのがあります｡とにかくこの首長の責務で､先ほど

の議会のところでもちょっと引っ掛かったのは､その議会の議案提出権の一部を議会の同意にもとづき､

担うことがでますというのは､これはさっきの議会の責務と対なんですね｡だから議会のあれが担保さ

れれば､これはそのまま担保されるということで､この条例の中での特殊性ということでとらえること

ができたので､このことについて私もちょっと雲が晴れたような感じがいたします｡

これは､中学生くらいでもわかる文章ということで解説を書いてあるんですが､この首長の責務｡こ

こでは､行政の長である者にとっての職務についての責任と義務､責務をあえてこういう風に分けまし
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た｡責任と義務､そしてより良い行政の運営やその範囲･権利等について説明しています｡住民の代表

である議会との協力､職員の育成についての責任､そして住民が平等に､かつ地域全体に希望をもって

生活し､住民がまちづくりにも積極的に参画できるようにする責任､それをまた分けました｡参加 ･計

画できる機会をつくってゆくことも､首長の責任として述べています｡つまり､まちづくりについて､

住民が参画する機会をつくること､職員を育てること､それは首長の責任において行われなければなら

ないということですね｡

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

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

積極的に公表する責任と義務を持たせています｡これはいわゆる首長のマニフェストみたいなもので､

きっちりマニフェストとはいわないんですけど､考え方はそれに近いものがあって｡いわゆる今の予算

執行の状況というものをニセコ町の ｢もっと知りたい今年の仕事｣みたいな形で､より明確にわかりや

すく､それを説明し､その行政の仕事そのものが滞りなく進められていますよ､皆さんの税金がこうい

う風に使われて､こういう風に皆さんの暮らしのために仕事が行われていますよということを､常に住

民に対してですね､きちんと公表すると｡これは首長の責任において､公平公正でクリーンな市政をと

いう市長のうたい文句のようにですね､まさにそれを首長の責務の中にしっかりと盛り込んでいってい

るという風にとらえて､簡単に解説しました｡

純先生の逐条を元にですね､考えていただければ､より細かく具体的に分かりやすくなるかなと思い

ますので､その辺は先生の資料にも力を貸していただいて､皆さんの意見を聞かせていただきたいと思

います｡先ほどの議会の中でたくさん話が出たのはですね､つまり､住民に期待をもたれて住民の代表

としてなった首長と､世襲みたいな形で､次は議員をやるのはあんたの番だよということで､能力云々

に関係なく､選ばれて議員になったその人達も一部加わっている議会との､ようするにバランスですね｡

これをさっき､さんざん議論した現状とこの条例文の中でどうしても整合が取れないなという風に思っ

たときに､議会の権能として最高決定機関であるということであれば､やはり首長と職員の責務という

のは､ものすごく大きくなってくるなと思うんですね｡つまり､議会を最高決定機関であるいうことを

位置付けるのはやはり､首長と職員の､もうとにかくどんどんどんどん前に進んで行って､どんどん公

表していって､それにやがて議員がお尻に火をつけられたような形になってきてはじめて､議会が正常

化するのではないかなと思ってですね､あえて首長の責務というのはそういうところまで､つまり､議

会を活性化させるところまでの責任も実は持っているのではないかなという風にとらえています｡

島袋 純 :

やはり1条1条精査していくということで､一つ一つ条文ごとに議論をして条文ごとに解説文をつく

ろうということで合意したので､条文ごとにみていきたいのですが｡ここで先ほどの議会の議論との継

続性でいえば､最初に議論しておくべきことは､5番の ｢首長は､議会の議案提出権の一部を､議会の

同意に基づき､担うことができます｣という文章をですね､先ほどの議会の同様の文章を残すとすれば､

こちらと重複しています｡主語が変わっているだけですO

この文章の問題ですが､ ｢議会の同意に基づき｣､という部分だけがちょっと違うんですよね｡ ｢議

会の同意に基づき｣､と入れてあるのは､議会が本来議案の提出権を持っていて､議会が自分達の意志

で与えているということであって､議会の何らかの形式での同意ということがあってはじめて､首長は

議案提出を担うことができるとしているわけです｡この仕組みについて､現在の地方自治法上はこうい
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うことが想定されていないと思います｡議会の同意などあっても無くても､最初から首長に与えられた

権限として､予算編成し､それから､議案も提出しているわけですよね｡したがって､一番問題なのは

この5番ですね｡5番をそのまま残すのか､あるいは､議会のところで書いてあるので､これを削除し

てもいいのかどうかです｡先はどの議論の続きからすれば､こちらがまず基本的に大問題になるのでは

ないかと思いますが｡

前城 充 :

今の純さんの話です｡先はどの議会のところの3条が生きたとしても､ここはやはりモデル条例です

から､ここの5条もそのまま残しておいたほうが見る側としては分かりやすい､気付きの度合いが2ヶ

所にあるということで､残しておいて､これは個々の自治体がどうするかのときに考えるべきことだと､

私は思います｡あえて残しておいたはうがいい気がします｡

新崎 盛事 :

先ほどの "議会の責務"のほうで､1､2､3条と連なった書き方をするのであれば､相互関係を示

すために残しておいていいと思うんです｡僕はもし､そういう議会と首長の関係をモデル案として出す

とするとですね､5条よりもむしろ4条のですね､ "首長は､自らの選挙公約の達成状況について､説

明する義務を負っています"とありますが､議会から一部委任された首長には説明義務を負わせている

一方で､ "議会の責務"の方では､この説明義務が抜けているような気がするんですよ｡ようするに､

議会が上位に位置付けられるんであれば､より言絵 のほうに説明義務の比重と責務が負わされるのでは

ないかと思うんですが､いかがでしょうか｡

島袋 純 :

一応ですね､議会のほうの7条で､ ｢議員は､議員としての活動を分かりやすく､かつ詳細に伝えな

ければなりません｣､ということで文言があるのと､それから議会全体としても､ ｢議会は､議会活動

に関して､分かりやすく､かつ詳細に住民に伝えなければなりません｣とあります｡これが一応説明責

任の部分ですね｡それで私のほうでは､ ｢個々の議員は､住民の代表として選出された限りにおいて､

住民に議員としての活動を詳しく説明する義務があります｡その義務を怠る議員は､議員としての資格

はありません｣と､解説文に書いたわけです｡説明しない人は議員ではないというところまで断言する

わけです｡解説文の中では､議員の､あるいは吉碁会の説明責任というのを非常に重視した状況です｡

ただ､現在の日本で､議員が議案を持って､それを選挙公約にしてあるいは予算案を持って､それを

選挙公約にして当選するという状況じゃないですね｡そんな話､聞いたことないですよね､日本では｡

ですから､議員1人ひとりの選挙公約はほとんどやっぱりウィッシュリストというか､政策の希望にし

か過ぎないのが現状です｡基本的に方向性をいうだけであって､先はど例に出しました ｢スミス都に行

く｣みたいなことはできないわけです｡日本の議会では｡だから､公約に対して実行状況を説明すると

いうことは､今､ここに書いてもあんまり意味がないのかという気もします｡それで､議員1人ひとり

の選挙公約ということを掲示することはできないのかなと思ってしまいました｡

それから日本の自治体の首長に関しては､確かに中央集権の弊害はあるのですが､首長だけで予算編

成権もあるし､議案の提出権もある,というか､ほとんど独占していますので､首長は選挙公約やろう

と思えば､できるんですよ｡特に現職の首長は自分のマシーンを使えば､かなり詳細な選挙公約をつく
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ることができるわけですよね.にもかかわらず､ウイツシュペーパーというか､ウィッシュリストとぽ

っかりの政策の希望だけ､政策の方向性だけをいい続けていたらですね､これは市民との信託契約には

なり得ないです｡それでなるべく首長に関しては､選挙公約をより具体化しないといけないし､より具

体的に公約したことは､その実施されている状況を詳細に市民にどれだけ実施されているかということ

を説明しないといけないと思います｡

説明するとして､先はどもいったように二元代表制であり､必ずしも首長の政治的背景と議会の多数

派の政治的背景が同じになるとは限りません｡そして､議会もそれなりの権限を持っていますので､反

首長が多数の議会が阻止して実施できないこともあり得るんですよ｡少数与党の場合ですとか｡その場

合､首長は選挙公約の実現努力を､議会に阻止されましたと言って､議会のせいにすればいいだけの話

です｡ ｢選挙公約は実現しようと､努力したのですけれども､達成状況に関しまして､こういう事情で

達成できていません｡で､皆さんの協力をお願いします｡次は反対する議会を取り替えてください｡ ｣

ということでもいいです｡そういった状況を､首長は現在､自分の持っている権限に照らし合わせて､

首長の選挙公約に関しては､特に議員よりも､より具体化できる状況にありますんで､その点を念頭に

選挙公約､住民との約束というところまで持っていける状況にあり､それにモデル文を合わせていると

いうことです｡

佐藤 学 :

新崎さんのおっしゃったのは､議会が最高機関であると理想的なことを詣い､そもそも議案の提出と

議決の権利を議会の固有の権利として持っていて､それで一部を首長にゆだねるという理想的な形の中

での議論で､今の地方自治法では､純さんがおっしゃったように首長のほうには､公約として具体的な

ことを打ち出すことができるんだけど､そもそものことをいえば､議員だってそれをしなければ､ある

いは議会だって公約っていう形で出さなければ筋が通らないんではないだろうか､議会､議員もそうし

ないとつじつまが合わないんじゃないかっていう､そういう質問だったのじゃないですか?マニフェス

トの考え方においては､議員個人はどうなっているのかとかよく知らないので､どう考えていいのかわ

からないんですけど｡ただ､首長の方には公約があってそれを説明する義務があって､議会の方は､こ

こに書かれているように他の活動は説明する義務はあるんだけども､公約に関してはここで出てこない｡

それで釣り合いが取れていないんじゃないかという疑問でしょう｡

新崎 盛事 :

まさに今､佐藤先生がいわれた通りの内容の考え方で先はど質問したんですけども｡例えば､島袋先

生がいうように､議員が公約をしないというんであれば､ちゃんと "議会の責務"の2条のほうで議案

提出という具体的なことが示されていますので､それに対しての公約というんですか､住民に対する公

の約束をするという責任や義務が付されるべきだと思います｡あくまで先ほどの話し合いの中では､首

長は議会から一部権限をゆだねられている存在なので､首長よりも議会のほうに大きな比重で公約とそ

れに対する説明責任 ･義務を課さないと､全体の統治の構造がまた現状に逆転してしまうんじゃないな

かっていうイメージを描いているんですけども｡

普山 均 :

私は新崎さんのおっしゃることに賛成です｡やっぱり最高議決機関といわれる､またそう自主的に
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位置付けるのでしたら､議員1人ひとりがもっと勉強しなければいけない｡そしてアマチュア議員では

なくて､職業としての議員にならなくてはいけないだろうと思っています｡ただ､この4条の選挙公約

の達成状況となりますと､与党野党によって達成状況はだいぶ異なります｡議会の責務7条の ｢議会活

動に反映すると同時に｣との条文の後に､ ｢議員自らの選挙公約の取り組み及び達成状況｣という文言

を挿入しておけば､与党でも野党でも自分に与えられた権限の中でどれだけ頑張ったのか確認できると

思います｡そこまで議員に責務が求められれば､ ｢最高議決機関｣と位置付けられてもそれに向かって

頑張っていけるのかなと､また､将来的には責務が求められる議員にならなければ市町村長と対等にや

ることは出来ないのかなと思いました｡そうなれば､新崎さんはじめ多くの行政職員が疑問に思ってい

る､このような疑問が緩和されるのかなと思いました｡以上です｡

島袋 鈍 :

4番も選挙公約として載せたほうがいいですね｡今のいいたい放題だけいって､希望だけいって選挙

戦に何かイメージで勝っているような状況を改善するのに良いでしょう｡それからやはり､議員の選挙

も､議員も1人ひとりが自分の選挙公約としていったことには責任を持たなくてはいけないだろうとい

うことで､議員のあり方､あるいは議会選挙のあり方を変える意味でも､選挙公約という言葉を7条か

どこかに入れたほうが､おそらく議会の改革の点から非常に良いのではと思います｡

それで､議会の責務に戻ってしまうんですが､すべての議案の提出と議決は､吉義会固有の権利ですと

いうとこと､3条の議会は､議案提出の一部を首長にゆだねることができます｡この中にもうひとつ､

議員は議案の提出と審議のために､積極的に取り組まなければなりませんとか､努力しなければなりま

せんとか､先はビデニーさんが言ったことですよね｡そういう一言をこちらに入れておいたほうが良い

のではないですかOそして､公約と｡7条のあたりに公約に対して説明する責任があるということを入

れれば､本当に議員に対する責任 ･役割 ･期待が非常に大きくなってきて､議会が本当に最高機関とし

て機能することになるかなと思いました｡

菅山 均 :

議会の責務7条解説の最後のほうですが､ ｢きちんと受けて議会活動に反映するとともに､自らの選

挙公約の取り組み及び達成状況を説明する責任があります｡｣というふうに訂正してはいかがでしょう

か｡達成状況だけですと､与野党によって全然違ってきますので､議会でどれだけのことを活用したの

か､また住民の中でそれを達成するためにどういう動きをつくったのかということが判断材料としてい

きてくると思います｡

照屋 寛之:

解説で充分だと思うんですね｡というのは､7条は､議員は議員としての活動を分かりやすくしかも

詳細に説明しますね｡この活動の中で自分の選挙公約はこうであって､今､こういう風な状況ですとか

ね｡いうことを説明するわけですから､条文自体はいじらんでも充分に分かると思いますよ｡

佐藤 学 :

首長のほうとの釣り合いということを､やっぱり考えた方がよいのではないでしょうか｡もし､それ

でやるとすると､首長のほうも選挙公約の達成状況っていうところは条文に入れないで解説に回したほ
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うが釣り合いが取れるだろうし､首長にこれを残すんだったら､議会のほうも条文に入れたほうがいい

と風に私は思うのですけが｡達成状況に付け加えて､取り組みを､というのはいいんじゃないかと｡何

をやったかというのも､また､何でできなかったかっていうことをいうのも大事なわけですから､取り

組みをという普山さんの指摘は､私は良いと思います｡

で､私の感じとしては､これ､両方揃えたほうがいいんじゃないかなと思うんですけど｡

玉城 デニー :

首長の責務の4条ですね｡首長は､自らの選挙公約の達成状況について､毎年､分かりやすく､かつ

充分に住民に説明する義務を負っています｡これは条文化しなくても､他の条文の説明の中に議会のも

のと同じような形で ･･･｡

佐藤 学 :

ていうか､私の本心は､議会のほうにこれを条文として文言を入れるということです｡

玉城 デニー:

もう一度､補足しますと､首長の責務の自らの選挙公約の達成状況についてというその文言を､議員

の責務の7条の､議員は､議員としての自らの選挙公約の達成状況について､および活動を分かりやす

く､かつ詳細に住民に伝えなければなりませんという風な形にしたいというのが､佐藤先生の話ですよ

ね｡で､それについて富山さんは､これは逐条の解説の中で言ってもいいんだけれども､あえて､首長

のところで条文に持ってくるんであれば､議員も同じ責任を､住民から選ばれた以上は首長が担う責任

と同じ責任を､住民に対して公表するという責任を持つということも､条文に入れていいんではないか

というのが佐藤先生と普山さんの両方の意見ですね､それと新崎さんも同じですよね､意味としては｡

それについては､常山さんはどうですか｡

普山 均 :

え-､小心者はすぐ訂正します｡やはり条文に明確化したほうが､分かりやすいんだったら､それで

もいいと思います｡そのほうがいいと思います｡ということで､高里担当者に提案したいと思います｡

玉城 デニー :

はい｡それについてはよろしいですよね､新崎さん｡佐藤先生よろしいですよね｡はい､わかりまし

た｡ありがとうございます｡こういう形でおのおのの責任を明確化していくと､やはり議会として､議

員としての権能とその質的なものもしっかりとやらなければならないという責任が出てくるので､この

条例案で意図していることは盛り込んでいけるかなと思うんですが｡首長についてはどうですか?

島袋 純 :

4番､5番はとりあえず議論は終わったんですね｡それで､私が気にしてるところは､1番のところ

で､ニセコの条例では ｢宣誓｣ということで､おいてあります｡首長が住民に対して宣誓するわけです｡

アメリカの大統領の就任式でも聖書に手を置いてやるんですけども｡我々のところは考えてないですね｡

そこまでやる必要はないんじゃないかなというと気がしてるんですが､ただ気になるのは､住民全体の
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奉仕者であるということを自覚しなければいけないし､自治基本条例を尊重してもらう｡憲法の遵守義

務規定のようなものですね｡住民全体の奉仕者ということと､公正にということが対になっています｡

ひとたび首長に選出されたからには､選挙母体にじゃなくて､まち全体に､住民全体にとって､何が

最も望ましいかを考えて､住民全体の奉仕者でなければならないということで､自治基本条例の原則に

則り､偏りのないような行政運営を行わなければならないと｡これがたとえば以前の宜野湾市では達成

されていなかった｡これ､当たり前のことで､載せる必要があるのかと思うこともありますが｡ただ､

首長がどういう存在であるべきかということをこちらに書いて載せておくことが必要かなと思います｡

おそらくこれは皆さんの話し合いの中で､最後まで残った条文だったという記憶があるのですが｡

玉城 デニー:

これについてはいかがですか｡首長の責務の1条で､あるべき首長の､ようするに存在意義みたいな

ものが1条でうたわれているので､これはやはり明確に自治基本条例を尊重し､公正に自治体の行政を

執行する､住民全体の奉仕者が首長であると｡言葉を置き換えるとそういう風になるわけですよね｡こ

の文言が一番､首長の最も大きな責任の部分で､これは誰が首長になっても首長になった時点で､選挙

母体とかある特定の団体に偏ることはできないと｡偏ることそのものが違反である｡住民に対して､約

束を破っているという風なことでの｡それがひとつの宣誓になっているわけですよね､純先生｡

島袋 純 :

宣誓の代わりですよ｡宣誓の代わりだけど､まあ､一応､自覚してくださいという｡

照屋 寛之:

公正に自治体行政を執行しなければならないというのは､ありふれた表現ではあるけれでも､やはり

入れざるを得ないでしょうね｡全国のいろんな自治体をみてみると､公正に行われていないがゆえに､

いろんな不祥事が起こっているわけですからね｡そういう面では､この公正に､カギカッコをつけるか､

上に黒点でもつけたいくらいですよ｡それとひとつ､この条例で ｢住民の奉仕者｣という表現をもっと

いい言葉はないかなと感じたのですがどうでしょうか｡住民全体の奉仕者であるわけですが､何かこの

奉仕者という言葉､あまりにもへりくだり過ぎる｡何か､私は個人的にマイナスのイメージを抱いてし

まう｡確かに奉仕者なんですよね｡住民のために行政を執行していく上で､奉仕者であるけれども､も

つと別の適切な表現はないかなという感じがしたんです｡皆さん､もっといい言葉､ないですかね｡

玉城 デニー :

首長は住民全体のチケ-ムンである､とか｡これは法律用語だと､何が一番適切なんですか｡奉仕者

に代わるとすると｡公僕?何でしょう｡パブリックサーヴァントですか｡そうですね､住民全体の奉仕

者であるという･- ｡

佐藤 学 :

威張るなっていう意味で､奉仕者っていうのはいいと思うんですけど｡
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玉城 デニー :

佐藤先生｡どうですか､その辺｡

佐藤 学 :

英語､米国では､どうなんでしょうね｡リーダーつていう風にいいますけど｡なんて言うのかな｡急

に質問ふられてわからないんですけど｡

玉城 デニー :

先はどの議会の責務の6条では､議員は,全住民の代表であり､住民全体の幸福を追求しなければな

りません､とあるんですね｡ところが､首長は､住民全体の奉仕者であり､という風なことがあるんで

すが､これは全住民の何たるかということについての､整合性をあえて､求める必要はないですか､そ

うなってくると｡普通は首長が住民全体の代表であるという風に受け取られますよね｡ところが､代表

ではあるけれども､あなたは代表でもあり､奉仕者でもあるんだよという風な形だと､自覚と尊重を並

立できるかなという感じがするんですが｡

島袋 純 :

普通､首長は､まちの代表とか住民全体の代表とかいうんですけれども｡今､使われている代表って

いうことを勘違いしている首長が多くてですね｡まあ､先はどいったことじゃないですけれども｡非常

に権力者であるという風に勘違いする人が多いんで｡首長は代表であるというのをわざと抜かして,奉

仕者だけを入れたほうが実際に機能するにはいいんじゃないかなという気がしているんですが｡代表で

あるということは､おそらくいわなくても当然ながらの言葉なんで｡ただ､住民全体の奉仕者である､

住民につくすものであるということが､こっちの点があんまり強調されていないですよね｡だから､こ

っちのを強調したほうがいいんじゃないかなと｡それから話が別のところに飛びますけど､2番と3番

は｢緒にしてもいいんじゃないかなという気がします｡これ､情報共有ですね｡住民からニーズを把握

して､住民に情報を提供すると｡これが無ければ､首長は役割を果たせませんと｡これは同じような目

的を達成するための手段です｡1番めが首長の位置付けがあって､2番目にじゃ､やらなければならな

いこと｡2番､3番を一緒にして｡こんな流れになっているのかなと｡今､みたら｡

玉城 デニー :

これで考えてみると､簡単にいうと､2番は､首長が住民の意見を吸い上げるということをうたって｡

3番は､わかりやすく説明し､そして住民が一緒にまちづくりに参画するための方法をとらないといけ

ないということですね｡だから､どちらかというと､情報の共有と吸い上げが2番の条文で､3番の条

文はどちらかというと､責務において情報を流すとともに､さらに住民からのフィードバックをとらな

ければならない､反映させなければならないという風にとらえているんですが｡その辺はどうですか｡

島袋 純 :

これはようするに､住民全体のサービスの提供者であるということです｡奉仕者､サービスの提供者

である限り､住民のニーズを,住民が何を必要としているかということを正しく把握しないと適切にサ

ービスを提供できないし､それからサービスを提供するにあたっては､どういうサービスの内容なのか
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というのを具体的にわかりやすく､消費者である住民､サービスの受け取り側に､説明しなければなら

ないということです｡それからそのサービスがどういう内容になるのかに関して､意見をどんどん反映

させなければならないということであり､これは住民全体の奉仕者であるというところから派生する務

めが2番と3番になります｡最低限の内容です｡そういう風にかかっていると考えられます｡

照屋 寛之:

今の純先生の話を聞くと､2と3がひとつでもいいんだということですよね｡確かに説明を聞いたら

良くわかるんですね｡ところがまた､デニーさんが説明していたように､2はニーズをキャッチするん

だと｡そして､3はそのニーズをキャッチして具体的にこういう風に仕事しているんだということを､

住民に説明していくということだよね｡そうであるならば､やはり私は別々に置いておいたほうが条文

としては分かりやすいんじゃないかと思うんですね｡これをひとつにしてしまうと､やはりまた細かく

説明しないと条文の意味がよく分からんという風なことになりはしないかなと思うんですよね｡そうい

う意味で､私は個人的には､別々がいいと思います｡

新崎 盛事 :

住民のニーズを把握することは､行政サービス向上の入り口の段階だと思うんですよ｡で､僕は個人

的には "首長が､努めなければなりません''という努力目標で同じように表現されている7番の方に､

2番を入れたほうがいいんじゃないかなと思います｡

照屋 寛之 :

2と7は言っていることが違うと思うんですよね｡今､言ったように､2はニーズをキャッチする｡

住民が何を望んでいるかをキャッチして､住民の総意に基づいて行政を行うということですよね｡7は

行政面の効率化とか職員の育成とか､住民へのサービス向上ですよね｡そういう意味で､2と7をくっ

つけるというのも何か難しいんじゃないかなと思いますけどね｡

玉城 デニー :

7は､どちらかというと､行政として住民のニーズを的確にとらえたことに対しての仕事のあり方み

たいな感じがしますよね｡

照屋 寛之:

7で言っていること｡これ､大変大事なことですね｡今､日本の自治体行政においても､行財政運営

の効率化というのは､住民からもっともっと求められていいと思うんですね｡そういう面ではやはり､

ひとつの条文として独立させて､書くということも大事じゃないかと思うんですね､職員の育成という

ことですね｡これも非常に大事ですからね｡

前城 充 :

今のですね､7条のほうは､これからくる職員の責務のほうに大きく関わってくるところですね｡で､

そのためにこの7条はあると思うのですよ｡2条と3条は､対議会に対する､議会で討論するために､

その施策をつくる最初の入り口の段階で､住民ニーズを把握すること｡で､施策をつくった後に議会で
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議論をして決まったこと､それをまた分かりやすく住民にフィードバックして説明する｡その2段階の

システムがあるということを意味していると私は理解しています｡7は､やはり2とは違う｡7は､あ

くまでも次の職員の責務を向上させるために､組織運営の長としての首長の責務として入れてあると､

私は理解しています｡

上見 充寛 :

上兄です｡首長さんのお仕事というのは､住民全体の奉仕者っていうところで｡まず､行政執行機関

の長としての仕事と､議会に対しての仕事があると思うんで､奉仕者っていう言い方はちょっとどうか

わかりませんが｡1番のところで､執行機関の長であるっていう位置付けも入れたほうがいいのではな

いのかなっていう気がするんですけど､その点についてはどうでしょうか｡公正に自治体行政を執行し

なければなりませんということをただす､そういう位置があるからということをいえば､さっきの2と

か7とかっていうのは､議会に対してとか､住民に対してのサービス提供であるという出し方ができる

かなと思います｡その辺､お願いいたします｡

島袋 純 :

忘れていました｡首長は,執行機関の長であるということ､モデル文の中､どこにもないですね｡憲

法の第93条だったと思いますが､執行機関 ･･･執行機関でしたか自治体の長であると､たしか書い

てありますね｡地方自治法にも書いてありますね､当然ながら｡それで､いちいち自治基本条例ではく

り返す必要はないんじゃないかなという気もします｡そういうごく当たり前のことなので､おそらく書

くことさえも忘れていたと思うんですが｡憲法なり地方自治法なり､ある程度前提となって､それを越

えない範囲の自治基本条例が想定されているんで､基本的には執行機関の長であるということをモデル

文の中に書いていないのですが､基本的に日本の自治体の場合は議員内閣制ではなくて､行政権は首長

だけが背負うんですよね｡ですから､首長の責務というのは､やっぱり行政のトップマネージメントと

しての管理だと思います｡今いったことからいえば､執行府の長としての役割,トップとしての役割を

重視するためには､7条か､トップマネージメントとしての責務をもう少し前に出してもいいかもしれ

ません｡

7条は必ずしも職員の責務につながらなくても､つながることはつながるんですけども｡首長は自治

体の行財政運営の効率化に努める｡これは､財政の支出､予算の獲得に関してもそうですし､職員の育

成に関してもそうであると｡すべてにわたって､行政のトップとして責任を持って管理する主体となら

なければなりませんよという意味です｡必ずしも職員だけでなくて､すべての行財政の支出､それから

職員の能力の向上､すべてにおいて首長は質の向上に努めるということです｡それは最終的には住民サ

ービスの質の向上につながっていることですよ､という意味だと思います｡ですから､7条を一番最後

に書いたと思いますが､最後にまとめとして､こういうことを書くというやり方もありますし､1条の

次の2条あたりにこれを入れてもいいのではないかと､今読み返しながら､そういう気がしてきました｡

玉城 デニー :

今､純先生がおっしゃるように､7条に位置付けるよりも､まず1条で､首長が住民全体の奉仕者で

あり､公正に自治体行政を執行する｡2条で､住民のニーズを正しく把握する｡3条で､行政の仕事を

分かりやすく説明して､住民の参画を促進する｡そして､次におそらく自治体の行財政運営の効率化に
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努め､職員を育成し､住民へのサービスの向上に努めなければなりません｡これでくくるとですね､4

粂以降が､首長の選挙公約の説明とか､あるいは議会に対するいろんなものだとかが､次になる｡つま

り､住民サービスについて､まず条文を並べて､そして､じゃ､自分がやっていることについてちゃん

と説明責任をし､議会に対しても努力をすべきであるという風な形になっていくので｡そういう順序の

入れ替えという形では､1､2､3の次の4条目くらいに､そのサービスの向上に努めなければならな

いというのがあるのかなあと思うんですね｡

それで､自らの選挙公約の達成状況について､充分に住民に説明する義務がある｡これは住民に対す

るサービスの向上の説明であることはもちろんのこと､自分が挙げたものはどういう風にして行われて

いるか､につながるかなと思うんですが､その辺は順序としてはどうでしょう｡どうですか､今のは｡

純先生のはうからは7条に持ってきてもいいし､もし､もう少し整理して考えやすいようにするんだっ

たら､上に繰り上げてもいいということではあるんですが｡

照屋 寛之:

3条の後に持ってきてもいいなという感じはしますね｡ところが､7条で総まとめ的にね､首長にこ

れだけの責務がありますということでは､最後でもいいのかなと｡結論はどっちでもいいのかな､と言

ったところです｡要するに､迷っています.

玉城 デニー:

それだけどこに持ってきても大切なことで｡これはここに置きましょう､7条めに｡純先生､どうで

すか｡

島袋 純 :

いいんじゃないですかね｡順番は後からでも考えられるんですけども｡次はですね､条文で必要なの

が､議会に対する働きかけの条項を入れているのは変といえば､変なんですよ｡こういうのは普通､な

いんですよ｡

玉城 デニー:

それは6番ですか｡

島袋 純 :

6番ですね｡5番は前の議会との条項で関係あったんですけど｡6番は何をイメージしているかとい

うと､議会の審議の活性化に協力しというのは､議会に対して､あるいは議員に対して､徹底的に情報

を提供しなければいけないということと同時に､それから先はどいった調査会､調査機構､その予算を

編成するのさえも本来は議会の仕事なんですけども､今は首長が議案提出権を持っています｡したがっ

て､議会にいくら予算を配分するという原案提出権も､首長が持っています､不思議なことに｡ですか

ら､そういう審議の活性化に必要であれば､もう少し議会に対して事務局や調査能力を充実するような

予算を編成しなければならないし､制度を充実させなければならないということです｡

それが審議の活性化に協力しという意味です｡それから議会の意志を尊重しなければなりませんとい

うところは､当たり前のことだと思うのですが､議会がたとえば議会審議能力の向上のための予算の増

180



額､あるいは事務局､調査局の再編成､こういうことに関して予算要求してきたら､そのまま尊重して

予算を編成しろということです｡

それと同時に､首長の議会をないがしろにすることをストップすることです｡確かに予算編成権に関

しまして､日本では､行政権の一部とされていまして､議会が議決しなくても首長は最終的に予算執行

ができます｡議会が議決しないのが怠慢だということに法律の構造上はなっていて､先決処分とか様々

なものがあって､議会の議決さえ必要とせずに予算執行することが､場合によってはありうるというよ

うな状況ですが､そういうことは基本的にはやってはならないということです｡

原則的としてこのような首長の予算に対する権限はプロイセン型の仕組みです｡もう完全に旧慣､悪

習なので､こんな仕組みは撤廃してですね｡議会の議決を経ずして､予算を執行できなくするというこ

とです｡そういうものを含めて､議会の意思を尊重しなければなりません｡当たり前だとは思ったんで

すが､ここに入れておく必要があるのではという気がします｡

玉城 デニー :

今のその議会の決定に従わなければならないという先決処分のあり方なんですけれど､これは沖縄市

ではですね､子供の国のノンタン工房の問題があってですね｡つまり､議会の議決を経ずして､ゴール

デン･ウイーク期間中に休園中の子供の国を開けて､で､そこで入った収入でもうこれ払いましたよと

いってしまっている､先決処分をしているといったように議会に報告がきてるんですよ｡ところが､そ

の議決がどこにもはかられていなかったことが今､問題になっていて｡純先生がいっていることがまさ

に､沖縄市でまだ問題になっているというか､解決されていないってことなんですよ｡だから､そうい

うことを考えると､まさにそれは現実論なんですね｡議会の決定を経ずして､先決処分でもう進めてし

まった｡というのは､市長が理事長も兼任しているものですから､問題になっているのは､理事会の決

定と､その執行機関､議会との決定というのはまったく別物なんですね｡だからこれをちゃんと議決を

はかって､了解を得てからそこにいくべきものが､先にその理事会のほうでこうしよう､こうしようと

いうことの決定で上がってきてしまったのが､これは行政手続き上､順序が違うんじゃないかというと

ころで､問題になっているんですよね｡だから､まさに純先生がおっしゃるように､ちゃんと議会の決

を取らないとだめだよというところは､条例ではしっかり担保しておいたほうが､まさに現実論だと思

います｡ま､これは例までにあげたんです｡

比嘉 俊雄 :

今の条文の件ですが､何か今までの行政にたずさわっている者からすれば､何だ､これはと､本当に

まるっきり逆転したような発想ですよ｡そういった意味では､市民､並びに首長､議会等も含めてです

ね､いい意味で触発するひとつのきっかけにはなるかと思うんですけどね｡ただ､制度､条文､条例と

してそれが出てきたときに､果たしてどうなるのかなと､不安な面がありますね｡

佐藤 学 :

ちょっと今の話の流れとはずれてしまうんですけど｡最初に高里さんがおっしゃっていたんですけど､

議会と首長の条文を比べたときに､議会のほうが多いと｡厳密的なことが議会のほうにあって､首長の

ほうにはないという話がありましたよね｡たとえば､首長のほうにはなくて､議会のほうの8番とか9

番､あるいは議会の4番に相当するものはあるけど､5番に相当するものがないとか｡さっきから同じ
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ようなことぽっかり言って恐縮ですが､バランス的に議会のほうが細かくて､首長のほうはあっさりし

ているなあという感じがあるのですが､これはある程度釣り合いが取れるようにする必要はないのでし

ょうか｡たとえば､議会の8番の､ ｢議員は､住民とともにまちづくりに取り組まなければなりません｣

の部分は首長のところにはないですよね｡それから9番の､ ｢住民は､議員と議会は住民の総意の具体

化に努めているか常に評価し､主権者としての権利を行使しなければなりません｡｣これもないですよ

ね､首長のほうに｡あと､議会の5番にある｡｢審議機関は､具体的な公開の不利益を立証しない限り､

すべて公開されなければなりません｡｣というのもないですよね｡議会の4番に相当するのは､首長の

3番なのだけれども､5番に相当するものはないとか｡議会のほうにこれだけいっぱい入れているから､

首長のほうも釣り合いを取ったほうがいいんじゃないかなという気がしますが｡

旅屋 寛之 :

今の佐藤先生の話も理解はできるんですが､そこまで釣り合いを取る必要ないんじゃないかなと思う

んですね｡議員に対していろんなことが出ているというのは､それだけ議員に対して求められているこ

とが多過ぎるのかなと思います｡あれもこれも書いておかんとね､できないのかなという感じがするん

ですね｡だから､やはり議会に関してこれくらい書いていたはうがいいだろうし､首長のほうは､今の

程度でも問題ないのかなという感じもするんですね｡そういう意味でも､まあ､あまり整合性にこだわ

らんでもいいんじゃないかなと思うんですね｡

玉城 デニー :

いうなれば､首長は単独で行動することはあんまりないんですが､議員は単独で行動することが多い

ということと､しかも首長はほぼ行政サービスについては､ある程度知識や認識は持っているけれども､

議員は昨日､学校の先生だった人でも､農業していた人でも､タレントだった人でもすぐ議員になるこ

とができるわけですよね｡そういうことにおいては､いろんな意味で､議員が議会活動､議員活動する

にあたっての､目標や約束､責任が首長よりは多いというのは､自然であるとも受け取れますよね｡

島袋 純 :

私の個人的な意見ですが､最近､首長が意思決定するときに､様々な住民参加とか､住民参画を強調

するということは､ある面では結局､首長が単独では住民の総意を案出できる機構ではないということ

の裏返しだと思うのです｡首長の決定する権限に正当性を付与するための仕組みにしか過ぎないのでは､

という思いです｡本当はそういう総意を案出する機構というのは議会であって､議会が担うべきだと思

います｡

日本国民の総意という言葉が憲法にあって､日本国憲法の制定以来､自治体では､首長は住民の総意

ということで､それに基づいて行政をやらないといけないということで､正当性を保てるのですが､首

長がもし単独で誰の意見も開かずに閉じこもって1人で決定しても､総意とはならない｡誰にも意見を

聞かなかった場合､首長の原案に対する正当性は非常に低いわけですね｡それを補完するために､いっ

てみれば､住民を自分の意志決定過程の中に巻き込んで､住民の総意に近い形にして､正統性を補完し

ているわけですよね｡正統性の補完のための住民参画制度っていうのが今の実態だと思います｡

ところが､僕が思うには､首長の役割は執行機関であって､執行機関としての立場から､あくまで執

行者として住民に意見を聞き､ニーズを聞き､そして､議会に提案するという役割だと思います｡だか
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らこそ､実際に意見をまとめ､多様な意見､多様な意思を集約していくというのは､基本的に一番重要

なのは､議会の役割の議論になりますが､それこそ本当に議会の役割であり､審議を通して価値観を共

有していくことだと思います｡意見を集約していくこと､価値観や哲学を共有していくこと､総意を作

り出すと言うことはほとんど同じ意味で､それこそ議会の本質的役割だと思います｡

執行部と住民との直接的な関係で哲学を明らかにして､価値を共有するというのは､なかなか難しい

話で､基本的には執行機関は､執行機関としての､ニーズの把握であり｡サービス提供者といってもい

いと思うんですが｡サービス提供者としての住民の意見の把握であり､それから情報の提供であり､そ

れから執行だと恩うんですよ｡ですから､どうしてもそこから何が重要な価値であるのか､何が哲学で

あるのかという議論こそが本当は議会のそもそもの役割だと思います｡

これ､たとえば､イギリスの国会をみていただいたらわかると思うんですよ｡コソボの紛争のときに

どういう議論をしたか｡もうほとんど哲学論争なんですよ｡議会は､元来政治は何をすべきかというこ

ととか､そもそも人々の暮らしにとって何が重要な価値であるのかっていうことに関する審議､とまで

はいいませんけれども､思いをぶつけて､自分の価値観を宣伝して､さらに洗い出し､磨き上げをして

いって､執行機関はこの方向に基づいて住民サービスを具体化してくださいということで予算案や条例

案を審議し議決していくべきだと思うんですよ｡

ですから､総意の案出というのは､僕はあくまで最終的に議会にあると考えるわけです｡総意という

のを議会ぽっかりにおいて､首長のほうには総意という文言を入れてないのは､ようするに､総意の案

出の最終的な機構として首長をとらえるのは､役割が違うのではということです｡それで､こちらには

入るべきではないと思います｡

佐藤 学 :

私が感じたのは､逆で､現実の首長は1人で執行部を代表しているわけで､そういう立場だから､権

力をにぎっている｡それで､議会が現実的にはチェック機関として対抗できることになっていない｡そ

ういう中で､たとえば､議会のほうにある8番とか9番とかというような､あるいは5番とかっていう

ような内容を首長のところにも入れて､首長に縛りをかけるという意味です｡議会に対するのと同じよ

うに｡首長ってそれだけのものだよってことを､今､純さんがおっしゃっていたようなことを､徹底す

るために｡そのために､議会に入っていることをここにも入れたほうがいいんじゃないかなと思うわけ

です｡現実的には､首長のほうが力関係では高く強い位置にいるわけじゃないですか｡そうすると､く

どいくらいに首長のところにも入れて､制限をかける必要があるんじゃないか｡そういった意味でバラ

ンスを考えたわけなんですけど｡

島袋 純:

そうなると､首長が住民を自分で選んで巻き込んで､総意を案出できるという風になれば､議会がそ

れでは何の役割を果たすのかという疑問が高まります｡今､起こっているのは､首長が住民の参画にと

もなって意見の集約機能を拡大させて､増大させていることによって､議会がより地盤沈下を起こすと

いう現象が日本ではずっと起こっていますね｡住民参画が議会を切り捨てるとよくいうのですが､議員

の方から言われるんですが､それはやはり住民の参画を拡充すればするほど､議会が役割を疑問視され

ていくということが､現実として出てきているのだと思います｡
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ですから､僕は役割分担を明確化して､首長の総意というものはあくまで､執行者としての意見の収

集であって､これを一旦議会に出して､議会で住民の代表による審議と議決を経ることによってしか､

総意っていうのは最終的に確定されないという風に持っていったほうがいいのではないかなという気が

するわけです｡

ですから､当然､首長は住民のニーズを把握しないと､サービスをまともに提供できないわけですか

ら､サービスの提供者として住民の細かなニーズを把握して､住民の意見を吸い上げる必要があると思

います｡きめ細かいサービスの決定に参画させる必要はあるとは思うのですけども､最終的には､特に

サービスの大枠については議会においての審議と議決というのが非常に重視されるべきだろうと思いま

す｡

それで､議会を総意の合計形成と決定機関と位置付けて､首長を総意の具体化､実施機関とするわけ

です｡どんなに住民参加でそれがなされようが､行政への諮問として位置づけられると､これは首長の

権限に対する住民の諮問にしか過ぎないわけですから総意形成の入り口にはなっても､最終的な完成を

計ることはできないと思います｡首長の案というものは､総意ではなくてあくまでもたたき台であって､

それを議会に出さない限り､最終的には総意と確定しないという点に､制度的な明確な色分けをしてお

いたはうがいいんじゃないかなという気がしています｡

玉城 デニー :

一応､今､12時35分です｡そろそろ締めないと､職員の責務までいけないんで､どうしましょう｡

えー､じゃ､あとお1人かお2人 ･･･｡佐藤先生どうぞ｡

佐藤 学 :

今､純先生がおっしゃったのは8番に関してだと思うんですが､先ほどから何度もいって申し訳ない

ですけど､5番のところとか9番の､ ｢住民は主権者としての権利を行使しなければなりません｣､こ

れを､純さんがいっていることを徹底させる意味で､首長のところに入れるっていうことはできないで

すか｡9番で､ ｢住民は､議員と議会が--1 っていうところを､ ｢首長が住民全体の奉仕者であるこ

とを評価し､主権者としての権利を行使しなければいけません｣とかね｡あるいは5番のところの､公

開しなければいかんというところを､明確に､議会と同じようにするとか｡私がいいたいのは､首長と

住民直結の形で､首長が議会をバイパスするような形を入れろっていうことじゃなくて､議会側にくっ

ついている義務条項を､首長側にも入れたほうがいいんじゃないかなっていうことでした｡

上見 充寛 :

最初の首長の責務と議会の責務についての､条文のバランスなんていうのは無理に合わせる必要はな

いと思うんですが､今､学さんがおっしゃっていたような9番と5番については､首長にもやっぱり当

然､入れてしかるべきだと思います｡で､話は議会のほうに戻るんですけど､8番の､議員は､住民と

ともにまちづくりに取り組まなければなりませんっていうのは､6番と一緒にしてもいいかなという気

が僕はするんですね｡首長の責務に関しては,話を聞いている限りでは､純先生の話にすごい納得でき

て｡たとえば､伊波市長が5年以内に基地返還という話をして､それを公約として出して､それを議会

に出すのはいいんですけれども､それを決めるのはやっぱりあくまでも議会であってっていう形で｡な

んていうのかな､首長の権限っていうのは､あくまでも執行機関の長として､そこからまた､住民が役
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所なり役場なりに意見を出しますよね｡それをニーズとして受け取って､首長がそれを取りまとめて､

議会に提出するという方法があると思いますし､そういう意味で､先ほど新崎さんがおっしゃっていた

ような議案提出権の一部を首長にゆだねることができますというところも､そういったニーズを取った

上での議会への提出という形で行えばいいのかなという風に考えます｡ですから､首長っていうのはす

ごい大変な責務で､これをやりたいって思う人は､相当その自治体を愛している人でないとできないな

あというような､個人的な感想を含めて以上です｡

比嘉 俊雄 :

1条の､公正に自治体行政を執行しなければならないとありますが､公正だけじゃなくして､やっぱ

り真心込めてやらんといかんと思いますので､公正､かつ誠実に､というのは入れたほうがいいのかな

と｡

玉城 デニー :

これはわかりやすい｡

比嘉俊雄 :

ひとつ､よろしくお願いします｡

玉城 デニー :

公正､かつ誠実に｡はい｡この今の文言の確認はいいですね｡首長は､住民全体の奉仕者であり､自

治基本条例を尊重し､公正に､かつ誠実に自治体行政を執行しなければなりません｡公正､点､誠実で

いいですか｡公正､誠実に自治体行政を執行しなければなりません｡どこが公正で､どこが誠実なのか｡

今の首長をみてるとね､いろいろたくさんありますが｡はい､照屋先生｡

照屋 寛之 :

先ほど､僕は議会のところで発言したかったのですが､そこまで時間がなかったで言えなくてね｡今

も時間のないところで追加するのは申しわけないのですが｡あの議会のところの6番で､住民の幸福の

追求､とありますよね｡僕は幸福という言葉は､あまりにも抽象的過ぎるんじゃないかなと思うんです

よね｡そういった面で､別の表現はないかなと考えているんですが､皆さん､どうお考えですか｡

玉城 デニー :

これは宿題ということにさせていただきたいと思います｡住民全体の幸福を追求する､それは､今日

は時間的な関係もありますので､その文言については何が適切かというのは､またもう一度読み返して

ください｡ということで､首長の責務についてはこれでよろしいですか｡残り時間､1時までなら､あ

と20分しかないのですが｡大丈夫ですか｡やってみましょう｡それではということで､首長の責務に

ついて終わります｡ (拍手)
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③議会及び議員の責務

高里鈴代 :(報告)

皆さんおはようございます｡大変重たい気持ちでいます｡フアシリテ一夕の役が十分に果たせるか､

ちょっと自信がなくて､言い訳がましいのですが､本当は最後にやりたかったんですが､どうしても"請

会の責務"から最初にしなくてはいけない｡これが終わりますと私はすぐ抜けて､沖大のはうで "比較

家族史学会"でも報告するものですから､こちらのほうをきちんとする余裕がありませんでしたので､

むしろ､皆さんからの発言に期待をしたいと思っております｡

"議会の責務"なんですが､2ページにわたってありますが､今回解説を準備するにあたって､実は

"議会"の項目がちょっと多すぎるなと感じまして､その理由を島仲さんが､"それは議会がちゃんとや

っていないからよ"という厳しい批判もありまして (笑)｡それも言えていると思いつつ､だから､こう

して項目別に上げないといけないのかなとも思ってみました｡ただ､次に "首長の責務"については､

わりとコンパクトに整理されておりまして､逐次でなくても良かったのかなと思いました｡では､まず

読み上げます｡

【読み上l刀

1,議会は,住民の総意を具体化し､その決定を日常的に行う自治体の最高機関です｡

【解説】

議会は､自治体の主人公である住民から直接選ばれた議員で構成し､住民の意思を明確に示す最高議

決機関です｡これからはますます地域のことは地域で決める地方自治の時代へ向かう中で､議決機関と

しての議会の働きは､更に重要になっていくと考えます｡

2,すべての議案の提出と議決は､議会固有の権利です｡

【解説】

議会の議決機関としての働きの中心は､住民自治を生かす法律の制定です｡また､行政運営が適切に

行われる様に監視し､政策提言し､更に､主権者である住民に情報が共有されているかも含めてチェッ

クする働きを持っています｡

(すべての議案の提出と議決というのは､現状は遠くおよばないのですが - ･)

かっこにしまして､2と3で私はもう丸一目､汗をたらしてきました｡そしてその結果､2と3が無か

ったらもっと早くたたき台に出せたんですけれど｡と言いますのは､かなり議論が出ました中で､これ

は現状と違うことを先取りして書こうということで合意したんですね.今議会はすべての議案を提出す

るという権限を持っていないわけなんですね､ましてや､予算の提案権などはありません｡ですから､

"すべての議案"と言ったときに､どうしても現状というのが頭に入ってくるものですから､それを超

えて､さらに未来に向かってというのは私の想像力では困難でした｡それでこんなふうに考えてみまし

た｡

3､議会は､議案提出の一部を首長にゆだねることができます｡

という事になっていますが､実はこれが今逆転している事でもあります｡

【解説】

首長は住民福祉を進めるすべての事業を議案として議会に提出し､それを十分に審査できる情報を提
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供します｡

4､議会は､議会活動に関して､わかりやすく､かつ詳細に住民に伝えなければなりません｡

【解説】

議会の審議は､その過程はもとより結果について､主権者である住民誰もが理解できる方法で伝えな

ければなりません｡それは､主権者である住民の意見や提言が保障されるためです｡

5､議会の本会議､委員会､その他の諌会付属の書誌擁閑は､具体的な公開の不利益を立証しない限り､

すべて公開されなければなりません｡

【解説】

公開性は住民の総意を具体的に示すためにも大変重要な原則です｡審議過程の情報を公開すること｡

積極的に住民の傍聴を促すための夜間､休日議会の開催や､ケーブル ･テレビ､インターネット中継も

含めて､遅滞なく議会の動きが住民に公開されなければなりません｡また､全議事録が作成され､公開

をしなければなりません｡また､議会は,自治体の行政情報が住民に共有されているかについても､監

視する役目を持ちます｡

6､議員は､全住民の代表であり､住民全体の幸福を追求しなければなりません｡

【解説】

議員は一部の地域や､特定の組織､団体の利益代表ではありません｡全住民を代表しており､公平さ

を保ち住民全体の利益を求めて働かなければなりません｡

7､議員は､議員としての活動を分かりやすく,かつ詳細に住民に伝えなければなりません｡

【解説】

住民の付託にきちんと応えるためには､どのような審議がなされているかを､分かりやすく住民に報

告すると同時に､住民の意思を的確に把握する上で､絶えず意見や提言をきちんと受けて議会活動に反

映するのが､議員の義務です｡

8､議員は､住民とともにまちづくりに取り組まなければなりません｡

【解説】

まちづくりの主体は住民であり､住民のパートナーとして議員も共に活動します｡

9､諌会は､住民の直接的な民主主義の権利を尊重しなければならず､それを妨げてはなりません｡住

民は､議員と議会が住民の総意の具体化に努めているか常に評価し､主権者としての権利を行使しなけ

ればなりません｡

【解説】

議会の選挙は4年に一度行われて､住民の付託に応えて働きますが､住民は議員に白紙委任している

のではありません｡議会､議員の働きを監視し､提言する責任が住民にはあるのです｡加えて､住民が､

緊急かつ必要な問題について､住民の総意を図る必要があると考えたときには､住民投票に伏すことが

出来ます｡この請求権は､最大限尊重されなければなりません｡
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住民の総意を具体化し､その決定を日常的に行う自治体の最高機関という､この一条で､多摩市の解

説では､憲法のことを書いていたり､自治の本旨ということなどを入れていたりしたんです｡そういう

ふうに書こうかなとも思ったんですけれど､そうなったら､本旨とは何かというのをまた書かないとい

けないかなと思って､こういうふうにまとめました｡

島袋 純 :

1条に関しては､キーワードが二つあると思います｡一つは "住民の総意"あるいは "住民の総意の

具体化"､もう一つは"自治体の最高機関"､この二つがキーワードだと思います｡ "自治体の最高機関"

と "自治体の最高議決機関"はちょっとニュアンスが違います｡

それで､私が考えたところでは､これは "最高議決機関Mではなくて "最高機関"であるということ

です｡憲法の "国会は国権の最高機関である"と同じように "議会は自治体の最高機関である"という

形にしたかったのです｡なぜかと言うと､"住民の総意''を具体化する機関だからということなのです｡

したがって､まず "住民の総意"を定義しないといけないことになります｡"住民の総意" というの

は簡単に言えば "住民みんなの意思"なのですが､これは幾つかの条件があってはじめて到達される､

あるいは表出される住民の意思です｡条件の第一に､国民代表制 (住民全体の代表)､第二に､徹底的な

住民への会議の公開､第三に､議員同士で ｢ディベート｣が行われることです｡

住民の見ている目の前で､自分たちの代表である議員によって真筆なディベート､野党と与党の間で

議論がなされ､議論が応酬する中で真理というものが追求されていき､自分たちの代表が個々の利益で

はなく全体の利益の意見を出し合うことによって､つまり､個々の利益の総和､単なる利益の足し算､

総計ではなくて､個々の議員が全体の利益に基づいて意見を述べ､その意見を集約していくことによっ

て初めて生まれる意思が､総意ということです｡

日本国憲法にも "総意"という言葉が使われているのですが､"総意"こそが､現代民主主義において

政治とか政策とか法律とか､そういったものの正当性を担保する最高の原理であるということと考えら

れます｡しかも､その "総意"を通常表出するのは議会の役割です｡だからこそ "最高機関である"と

いう意味にしたわけですよね｡

ですから､ここは今述べたところの "総意が最高原理"であるということと､"総意日を表出するため

に､日本国憲法というところの国民代表的な概念､自治体でいえ一割主民代表ですね､つまり一部の代表

ではなく全体の代表であるという概念､それから開かれた議会と開かれた審議の点､そういう原則を書

いていき､"最高議決機関"ではなく"最高機関"と位置づけておいた方がいいのではないかなと思いま

す｡

それで､"最高機関"となる必須の条件として ｢開かれた議会｣というのがあるので､もし議会が住民

から閉じてしまうと､それはもはや "最高機関"ではない｡従って､閉じた議会に関してはリコールな

り住民投票なり様々な処置をへて､"住民の総意"を具体的に住民は勝ち取る手段を持っているという構

成でいいのではないかと思います｡

佐藤 学 :

今の "最高機関"のところでつまらない質問ですが､国の場合には､議院内閣制だから国会が最高機

関で良いんだけれども､地方自治体は首長と二元代表制でという理屈いうとどうなるのかなと思いまし
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た｡最近､長野県議会が､田中康夫知事が任命した公共事業見直し関係委員会の委員を否決しました｡

それに対する田中知事のコメントが､"議会と私とどちらの方が県民の総意を代表しているのか'と言う

ような事を言っています｡二元代表制でどちらも直接選ばれているのに､議会だけ "最高機関"と言っ

て良いのかなという疑問ですが､その辺はどうでしょうか?

前城 充 :

私も学さんの意見の方にちょっと気になりました｡純さんが前回の議会のワークショップの中で､ア

メリカとかイギリスは首長や職員が同じ場に入って議論するころはないという話をされていたので､あ

のイメージが頭にあってそれをそのまま話しているのかなと思いました｡今日の話の中でも与党野党に

分かれて議論するという話があって､これは私のイメージからすると "国会"だなという感じがしてい

ます｡やはり学さんが言ったように地方自治では首長がいて議会があるという二元代表制ですので､ち

ょっと今純さんが言った点は､私は理解が出来ないんですが､その辺りの解説お願いします｡

島袋 純 :

大統領制の下での議会に関して､大統額と議会の相互関係と権限の関係に関することですね｡私の中

での理解というものは､基本的に大統飯制においても議会こそが､実を言うと最終的な最も高いレベル

の意思決定を行うのではないかというふうな理解をしています｡

何故かというと､大統領は執行機関ですよね｡執行するにあたって執行不可能な事に関する拒否権と

いうものを持っていると思います｡ところが大統領が拒否したところで議会が3分の2の多数であれば､

これは大統領はやらざるを得ないという事があります｡ですからアメリカ大統領制の仕組みの中で､そ

もそも建国当時の憲法の中で考えられていた事は､憲法が制定された時の発想というのは､連邦大統領

と行政の役割が非常に小さい､動かない連邦政府､きわめて小さな連邦政府というのを想定していたと

考えられます｡

積極的な行政､積極的な政府っていうのをぜんぜん想定していなくて､なるべく動かない､なるべく

政府が社会に介入しないという自由主義の前提がありましたので､基本的にアメリカの建国当時の発想

と言うのは議会こそが "最高機関''であって､戦争などの非常時を除いて大統領はなるべく動かないで

欲しいという仕組みで作っていたと､私は思います｡

それで "住民の総意"に基づいて政治 ･行政を行うことこそが現代民主主義とすると､議会こそがそ

の役割を担うものとなります｡なぜ首長は "総意"を表すことができないかというと､首長はいかに住

民から選ばれたとしても一人では "総意" を作れません｡行政権を単独で担う首長が自分の部下の行政

職員と話し合ったところでも､首長がもつ政策の原案と言うのは"住民の総意"にはなり得ないのです｡

その首長を選挙で選んだことは住民の総意でしょうが､首長一人に政策をすべて白紙委任するわけでは

ないのです｡政策の執行管理権を任せているだけであって､何から何まで自由にやっていいという権限

を与えているわけではないと思います｡首長が言っているだけでは全然､総意にはなり得ない｡

したがって､アメリカ大統領制においては､首長が､議案の提出権を一切持っていないわけです｡首

長は､法案予算案の提出権を持っていません｡住民の総意は､具体的には､法案もしくは予算案として

実現されてくるわけですが､これは議会の独占事項です｡

結局､総意というのは開かれた議論の中でディベートをしてしか達成できません｡開かれた審議を通

して初めて住民は目の前で自分たちの代表が話していることを聞いて､あたかも自分たちが議論に参加
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しているような気になるわけですよね｡だからこそ､この民主主義の原則なんですけれども､住民自身

が議論に加わって決定した気になるわけですよ｡民主主義の擬制といいますか｡ですからどうしても､

議会の役割が民主主義体制においては非常に重要で､首長よりも確実に議会が =住民の総意日をあるい

は､"国民の総意"を案出する機構として想定されているということです｡

繰り返しますが大統嶺制では､大統領は予算の単なる見積もり書といったのは提出する事は出来るん

ですが､議会こそがすべての議案の提出権を独占しているわけです｡そういった意味で私は､この発想

というのは日本では地方自治法が1947年に作られた時は､はっきり言ってこの地方自治法の原案を

作った人､あるいは憲法の中に地方自治の章を設けた人､これはニューディーラーの一人ですけれども､

そういった方々が想定していたのは､そういったアメリカタイプの議会制度だったと思います｡

ところが日本では結局､戦前のプロイセン型の議会の規則をそのまま残してしまいました｡プロイセ

ンといったら王様が主権者､日本に置き換えると､天皇こそが主権者であるからこそ主権者の部下であ

る官僚が､天皇の主権を輔弼する議会において答弁するのは当然なんですよね｡日本の国会では今でも

当然ですし､それから地方においても当然になっています｡

したがって､そもそも､議会で首長が答弁して､議会で行政の役人が答弁して議会の主人公になるっ

ていうこと自体が､国民主権､民主主義という原則からすれば､抜本的におかしいのではないかという

気がしています｡ですから､原則は議会で議員同士が話し合う､ところが議題によっては､行政の便宜

上しょうがなく行政を中に議会内に引き入れる場合もあるというように､発想の転換をするわけですよ

ね｡

要するに､官僚の主権から､議員の主権に,そして議員を選ぶ住民の主権に｡住民の主権ということ

は実際的に日常的には議員が担うわけで､議員主体の議会にしていかないといけないと思います｡それ

で､発想転換していく必要があると思います｡現状はもうずっとプロイセン型議会の歴史があるからし

ょうがないんですけれども､発想自体は､本当はそもそも議会は議員同士が話し合って "住民の総意日

を具体化している機関であると認識を変えていく必要があります｡急に変えろといわれても､すぐには

できないでしょう｡現状はしょうがないので､従来どおり､首長が議案を提案して､役人が説明するけ

れども､これは本当は便宜的にやっているだけの事なんですよと､発想の転換をしないといけないので

はないかと思います｡なるべく､発想の転換をする装置をここに埋め込もうという発想です｡

照屋 寛之:

途中から来たもので､議論がよく分からなかったんですが､今 "最高性日ということに議論をされて

いると思うんですね｡私も､この "最高性"というのは少し気になるんですね｡なんか憲法41条を読

んでいるような気がして｡果たして自治体で "最高性"を入れる必要があるのかなというような気がす

る訳なんですねO

それと先程､佐藤先生がおっしゃっていた二元代表制っていう視点で捉えた場合には､それはまた一

つ気になります｡首長が選ばれたという事自体は､見方としては住民の一つの "総意"だろうと思いま

す｡議会も "住民の総意日を議決の中に活かしていくんだということで､両方とも =総意日はあるだろ

うという気がします｡また､純先生が説明していた中で､議会は "総意"はあるけれども首長は "総意"

を形成する事は難しいという話だったんですが､私は､今からは必ずしもそうではないような気がする

んですね｡というのは､我々は議員を4カ年に一度選ぶ､首長もそうなんですが､ところが今度首長が

行政を運営して行くにあたって､=住民の声日日住民の参加日等を､どう活かして行くかっていうのは､
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今はインターネットとか､いろいろな形で情報や "住民の声日を聞く事が出来る訳ですね｡或いは､首

長は首長自身で､インターネットを使って､メールやホームページでどんどん知らせる事が出来る｡だ

から､ひょっとしたら､この "総意"を形成するということは､必ずしも議会ではなく､首長でも十分

出来るのではないかなというふうな事を考えると､その "最高性"というのはちょっと気になると｡

それと､議会が時に党派的な動きの中でどうしても日本は､国会､県議会或いは､自治体レベルでで

も､どうしても党派性があるわけですね｡そういう時に､ときには =住民の総意"が党派性によって歪

められてしまう可能性だってある訳です｡だから､そういうことを考えますと､私個人的には､"最高性"

と書くのはちょっと気になります｡

佐藤 学 :

この前のたたき台として､2月に朝から晩までやった時の最初の文面には､=決定を日常的に行うのは

議会であり､その意味で議会は自治体の最高機関である"という文言が入っているんですが､これがあ

ると引っかかる事はないのかなと思います｡簡潔にするということでこれを省いたんだと思いますが､

この元の条文が良いと思うんですけど｡ここでの目的は二段階であって､一つは議会の活動が現在十分

ではなく弱いので､それをどうやって引き上げるのかという事と､もう一つは､根本的に引っくり返す

というか､議会が本当はもっと主要な役割をしないといけないんだという事､この二つを達成しないと

いけない｡それには､どう言ったらいいのかの問題です｡照屋先生のおっしゃったことも､もっともで

はあるんですけれども､本当にインターネットで市長が "住民の総意"を見られるかと言ったら､それ

は無理だと思うのです｡やはり議会の役割の大きさは強調しすぎる事はないと思うんです｡"最高機関"

という言葉を使うかどうかとかは別として､議会をもっと高いものとして位置づけることは､私は賛成

です｡それより言葉をどうするかという事かなと思いました｡

仲村 未央 :

今の "最高機関日としての位置づけをどういうふうに担保するかを考えるときに､やはり2項と3項

の位置づけは実態として､財政に関する ｢予算の提案権｣と ｢人事権｣が首長に属している限りにおい

ては､理想と現実がかけ離れ過ぎている｡現実は､首長の方に力が寄りがちで､その首長を支える側の

勢力で議会が運用されがち､というのが実態ではないかと｡そうなると､本当にこの条例を備える自治

体が存在したときに､自治法と条例がどういう整合性をもつのか｡あるいは､自治法の改正まで含め､

この条例によってその動きを作っていくということなのか｡高里さんが悩んでいたと言う所も､やはり

実態との乗離だと思うのですが､この条例を持つ自治体が誕生した場合に､実際に運用できるのか｡あ

るいは､財政と人事はやはり ｢議案提出権の一部を首長に委ねる事ができる｣の範囲内である､とする

解釈に留められるものなのか｡ここに書いてある事と実態との帝離を埋めていく手続きがちょっと見え

にくいのですが｡

島袋 純 :

一条ごとの逐条審議ということだったので､モデル文書2条 ･3条は後回しにしていたんですが､今

話すとすると2･3は合併させてもいいような気がします｡私が作った解説文も皆さんお持ちでしょう

か｡2条 ･3条に関しては､

2､すべての議案の提出と議決は､議会固有の権利です｡議会は､議案提出の一部を首長に委ねる事が

191



できます｡

というふうに､並べて連続した一つの文章にした方がいいかなという気がしました｡

それでですね､予算編成権の具体的な中身ですが､これは行政にあるという解釈は通説なんですよ､

或いは政府か解釈って言うか､ところが学会においては､予算編成権はそもそも議会が持っているもの

だという説だってある訳ですよ｡

高里 鈴代 :

議会は予算編成の提案権がない｡否決や修正はできるんですが､提案権はないのが現状です｡

島袋 純 :

それは日本政府の解釈なんですよ｡政府の戦前からの､プロイセン議会からの伝統ですよね｡西欧･

アメリカでは､国王の政府が持っていた予算の提案権を議会が奪うために革命が起こったとも言えるわ

けです｡それで､議会が予算編成権を奪ったわけです｡学会において少数なんですけれども､憲法や法

律の解釈で､予算編成権は議会にあるという説もあるわけです｡

法令の解釈に関しまして､2000年4月に地方自治法が改正されたので､自治体の解釈権が確実な

ものとなりましたので､もう大胆に徹底的に国とも戦うと､ニセコの片山さんもおっしゃっていたよう

に､自治体独自の解釈で政策や条例を実現していっていいわけです｡

それで､戦うことを前提に考えて予算編成権はそもそも議会にあるんだということで､議会の固有の

権利であるっていうことで言明していいんじゃないかと思うのです｡ただし実態は､現実はアメリカだ

って議会がゼロからやるっていうことはできません｡ですから､予算会計法というのを作って､大統領

が予算教書を出すということになったわけです｡今では､予算編成のイニシアティブも実際,かなり大

統領がもっているわけです｡ただ､その編成された予算の意味ですが､アメリカではこれは単なるたた

き台に過ぎないのです｡議会はいくらでも自由に修正していくわけです｡

予算編成権が､そもそもプロイセンみたいに行政にあるという説を信じているので､議会はそれを侵

害しない程度にちょっとしか修正できないということになっているんですけど､そもそも議会にあると

いう発想であれば､実際に全面的にいくらでも修正していけばいいわけですね｡

仮に実際にどこかの自治体議会が大幅に修正したとします｡実際に議会が本当に修正してしまって､

それで予算が変わったところで誰がやり直しや再検討を命じることができるかという問題ですよね｡た

とえば､総務省が間違っているから議会による修正は認められないと指導したり､大幅に修正されてい

た予算を再び元に戻すことが出来るのかというと､私は､もはや今の時代ではできないと思います｡

それで､この条文を一応とりあえず置いといて､｢議案提出の一部を委ねることができる｣ということ

で､実質的には､去年までとは何も変わらないように議案の95%は執行部提案かもしれないけれども､

したがって現実的というよりも精神的な問題かもしれませんが､そもそも議会に予算を含め議案提出の

すべての権利があって､たまたま行政の便宜上､議案の提出権を一部に委ねているという発想を議会と､

議員に持って欲しいなというところですね｡発想の転換さえ起これば､いつかは本当に修正に取り組ん

で､本当に議会の側からいろいろな条例案､それから予算案といった議案の創案をできるようになって

ほしいということです｡

アメリカの議会の映画で､例えば ｢スミス都に行く｣って映画見たことありますか｡その中で､議員

が議会の委員会に､予算の原案を持ってくるわけですよ｡ダムの建設とかいろいろな事に関して予算案
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を作って持ってきます｡議員一人一人何をするかといったら､法律の原案､それから予算の原案を作る

ことが仕事なわけです｡これらを一つも持っていない議員は､議員たる意味がないのです｡日本の地方

議会というのは､議員が条例の議案を持って選挙にでるか､予算編成の議案を持って選挙に出るかとい

うと､誰一人として出ないわけじゃないですか｡そういうのが役割だとすら思ってもいない｡ですから

そういった現状から考えても､ちょっとラジカルなんですけれど､その議会の改革の第一歩というもの

がこれで示されていれば､今後将来的には変わっていく可能性があるのではと思います｡

仲村 未央 :

今の純先生の考え方には納得というか､｢いつかは｣という言い方にはなりますけれども｡ただ､この

条項があることによって､事務局等を含め､自治体議会がどういう改革を目指すべきなのかという方向

性が見えてくる｡今は､その方向性がないためにこれまでの在り方を踏襲するということでしかないわ

けですから｡その意味で､提案権を行使できるような事務局スタッフの配置など､この条項によって改

革の方向性が出てこれば十分いいのかな､と希望を持っています｡

高里 鈴代 :

今2と3を残しておくことが大事だということですね｡

新崎 盛事 :

今の島袋先生のお話で､これからの議会の方向性というような内容を盛り込むというのは､大変いい

ことだと思うんですよ｡ただ､先程からでています議会と首長の二元代表性の問題なんですが､3条の

方で "議案提出権の一部を首長に委ねる事ができます"と､議会から首長に委ねるというのが､どうも

僕の頭の中でイメージが出来ないんですね｡やはり,議会と首長がある意味で少し対等な形で､議会でい

ろいろ議論を交わすというようなイメージがどうしてもあるものですから､この議会から首長への一部

権限委譲というのが､どのような形でイメージされているのか､ちょっとその辺をお伺いしたいんです

けれども｡

島袋 純 :

日本が批准にしようとしている "世界自治憲章日がありますよね｡条文は以前この研究会で配布しま

した｡この国際条約では､議会こそが自治体です｡それで執行部がどういう書き方されているかという

と､議会の付属物 ･従属物です｡議会から､行政のすべて権限が派生しているということなんですよ｡

これで､アメリカ的な自治体を持つ国やそれ以外の他のいろいろな所を含めまして､世界中の国に批准

させようとして働きかけていています｡同じような内容の､世界自治憲章の母胎となったヨーロッパ自

治憲章があり､ヨーロッパはすべてこれに批准しているので､世界自治憲章へ移行も問題なく起こると

思います｡

しかし､今の日本の自治制度はかなり違います｡それで日本が何も分からずに "世界自治憲章"に批

准しようとしたのかもしれません｡実際､批准しようとしていたと聞きました｡そのときに､日本流の

二元代表制というのを､"世界自治憲章"に合わせて､再解釈し直す必要が出てくると思うんですよね｡

それで､僕の場合は､対等な議会と執行部､二つの対等機構の権限ではなくて､議会をどうしても上位

に置く必要があるだろうと思っているわけです｡それで､議会から派生した権限として､行政権という
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のを考える必要があるんじゃないかと､そうじゃないと､日本は永遠に批准できないと思います｡

したがって､"世界自治憲章日の策定の中で､日本がその条項を議論の中で問題にして､日本は日本独

自の二元代表性だということで議論を尽くして､世界を納得させ､そこを変えさせて批准するという可

能性もないことはないです｡しかし､日本の役人､総務省の役人ですとか､そういった "世界自治憲章日

の作成の場で､そういった事が議論できるかなというのがありまして､おそらく､これは世界自治憲章

の条文の方を直すことはできなないだろうという気がします｡日本は批准を目指していますので､この

"世界自治憲章日を日本が批准した場合には､それに従って今の自治法の方を､あるいはその解釈を直

さないといけません｡

ですから､なるべく先取りして二元代表性の定義を先にこっちで直しておくと､それで行政の方の行

政権というものが､何処から出てきたのか､自治体の行政権は何処から出てきたのかとことを明らかに

しなければなりません｡自治体の行政権は､1996年以前までは､国家行政の一部というのが政府解

釈だったわけです｡国家行政から発生したものと言われて来ました｡ところが､それを内閣法制局の石

原信雄が完全に否定して､自治体固有の権利であると言明しました｡それで､自治体の行政権は何処か

ら発生するかというと､結局､住民から発生することになります｡

住民から首長に直接手渡しされるのが今の行政権と言う事で解釈されなおして､ところがまだ一応,

住民から直接行政に､首長に､それから住民から直接議会にという二元代表制の原理は貫徹されている

んですけれども､この関係を僕は､執行権というものは議会によって =総意"を得て議決されたものに

基づいて執行すると､だから､議決権が先に来て､そこから派生した執行権という形態で､整理し直し

て議決権の優先というのを､上位であるという事を明確に打ち出さないと､"世界自治憲章"にも批准で

きないとおもいます｡

それから議会と行政の力関係も最初から､平等だと言ったとしても､現実には行政権が上にならざる

をえない部分があるわけですよね､結果として｡ですから､本当に議会が上になることはないかもしれ

ません｡今のこの議会と行政のおかれた現状において､実質的にはどうしても執行部が力を持ってしま

うんですけれども､形式的には､公式的には､議会が常に議決権の方で上であるという事を明示してい

た方がいいのではないかという気がしています｡

玉城 デニー :

先程からいろいろなやり取りを聞いていて､どうしても高里さんや､仲村さんも､私もそうなんです

が､議会の場にいる人間にとってですね､今の議会の構成や内容やその審議の行われ方そのものがです

ね､いわば､市民が求めているものとはかけ離れたやり方で行われているのが現状なんですね｡つまり､

会派の調整があったりとか､或いは会派すらも本当に住民のことを考えて機能しているかということに

ついては､またそれも議論があるところで､果してこういうその条文を議会の責務の中で盛り込んだと

きにですね､議会の内容そのものを変えることが出来るのか､つまり､"市民サービス､住民サービスは

その議会と執行機関"というような形で議会で議決されたものを､執行機関が行うんだということがわ

かるんですが､今度はその議会を構成する議員そのものについての質的な向上を合わせて､ものすごく

求めていかないと､この条文そのものが本当に名文ではあるけれども､有名無実化してしまう事になり

はしないかなと思うんですね｡ですからこのことに､物凄くこだわるというのは､おそらく後､2段階､

3段階向こう側なんじゃないかなと気がしてならないんですね｡それよりはもっと､=住民の総意"を具

体化しその決定を日常的に行う自治体の =最高機関"であり､"最高議決機関です"みたいな一言で置い
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て､そしてこれは実は首長の議会の議決の一部を担う所でも､私も高里さんと同じように悩んだんです

が､じゃあ､どっちがどの責任をどう決めておくのかということが､まず､第一の責任のあり方で､議

会そのものに全部議決機関だよ､提案権も予算もそっちがやるんだよと言ったら､おそらく今の議員の

皆さんは､後10倍か20倍勉強しないと追いついていかない｡というのが現状であると思うので､そ

のまま明文化して置いておくことも良いですが､それを逆に盾や矛に取られかねない置き方よりは､明

確にその次の､県レベルでの条例を作るときにおいて､どう議論していくかみたいな所で持っていった

方が良いんじゃないかなと｡だから､市町村にここが馴染むのかと､正直言って非常に不安です｡

佐藤 学 :

たたき台の他の個所でも努力目標のような､うーんと将来はこうして行きましょうみたいな事を盛り

込んでいる所はあるので､議会の在り方も､そもそもはこうであるべきだという形を､出して良いと思

います｡そこの合意が出来るのかどうかが問題かなと｡その上で､=今すぐに出来る訳がないのは､分か

っていますよMという事を解説文で入れるとか｡要するに､今デニーさんがおっしゃったことを解説文

で入れたらどうかと思います｡議員が今の10倍勉強するだけではなくて､スタッフだって山のように

雇わないといけない｡アメリカの議会活動が活発なのは､議会が固有のスタッフを大勢雇っているから

で､今の地方議会や議員が猛勉強したからといって達成出来るようなものではありません｡ですから､

それに向かって頑張りましょうと遠大な努力目標を置く｡

新崎 盛事 :

議会を "最高機関日というふうに位置づけて､尚且つ首長を選挙で選ぶ｡で､その首長に対して議会

から一部権限を委ねるということが､まだ自分の頭の中で良くイメージされていないんですけれども､

国会､要するに議院内閣制をイメージして､首相を選ぶときにみんなで､選挙で図ってというような事

を地方自治バージョンでイメージすればいいのかなと思っています｡国の政治の現状を見て､お分かり

の様に少数の意見がどんどん抹殺されて､政治的な閉塞状態がずっと続いていますよね｡先程､デニー

さんや末央さんからのお話もあったように､今の政治意識の中で､そういうシステムがもし作られた場

合に､かえって政治的硬直状態の閉塞感がでてこないかなという心配があったりするんですよ｡やはり

先程､佐藤先生からあった長野県のお話を例に取り上げますけれども､議会と首長の対等な緊張関係で､

議会が硬直していたら首長が住民の意思でバっと出てきて､そこで鉱を振りかざす｡逆に首長が硬直し

た場合には議会の方から｡というような対等な緊張関係が､むしろ健全な政治環境を促すというか作用

するということになるんじゃないかなという感じがして､ちょっと議会が "最高機関"としての首長に

委任するというのが国会の閉塞的な政治をイメージしてしまうというのが､僕の感想です｡

前城 充 :

佐藤さんの話との関連なのですが､私もいま純先生が言った事に関して､未央さんデニーさんも含め

て､私がイメージしているのもやはりここで､レベルは高いんですけれども､このレベルの高い所にあ

わせたいという志を持っていきたい｡議会は､先程言っているように､ここで言うような =最高機関日

として置くべき､並列して首長がいると｡首長と諌会､議会も "最高機関"であるためには､デニーさ

んが言ったように､本当の意味での "最高機関"になるためには､日々 努力もしないといけないだろう

と思います｡合わせて､首長も次の議論で出てくると思うのですが､意識を変えないといけない｡首長
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が対等に議論するためには "住民の総意"を得るために､片山さんも言っていましたが､スタッフであ

る職員に地域の声を拾って来もらう必要があります｡そして地域の声を拾う職員にも能力が問われてい

るのだと思います｡議会で否決されたら､自分たちの首長に対する伝え方が悪かったのだという､その

責任も出てきます｡翻って､議員の方も対等に地域の方に出向いて行って政策の討論会をして､拾って

きた声を挙げて議会で議論することが住民に開かれているか､ということが問われているのだろうと思

います｡住民が関心をも持てるように議員も議会に足を運ばせるように努力が必要ではないでしょうか｡

その辺も問われてくると思うんです｡これを､また中嶋さんから少し事例を聞きたいのですけれども､

そういう状況を我々は描いていて､この状況があると理想的な意思決定機関になるのだと思います｡実

践している所が実際に存在しているのですから､だったら議会も出来るんじゃないでしょうか｡出来な

いのなら議会スタッフをどうしたら良いかなど､具体的なものをこれとはまた別個に議論して進めてい

けばいいのであって､やはりここは "最高機関"と置いておくべきであって､ここに置いておかないと

その意味が未来永劫伝わらないと思うんですよ｡だから私は､置いた方がいいかなと思います｡

それとぜひ､実践例を見てきている中嶋さんから報告をいただきたいと思います｡

中嶋 栄子 :

その前に､私は那覇市議会も見て来ました｡それで､あれが "最高機関"なんだろうかと思ったら､

さっきからとても暗い気持ちでいます｡ (笑)政党によって時間配分が決められている､最初からシナ

リオが出来ている､自由な雰囲気が一つもなくてとても暗いし､椅子は冷たいLと､とても辛い傍聴で

した｡ (笑)

私が見てきた事例というのは､神奈川県相模原市で市議を3期勤めていた方の議員としての活動です｡

この方は､本当に一軒一軒､個別訪問をして住民の意見を拾っています｡一つにはこの方は､無党派な

んです｡政党や大きな組織を持たないので､票を得るには､やはり一人一人の支援者を作るしかない｡

それを作る方法というのは､一軒一軒､個別訪問をして､そこの方の意見や日頃困っている事はないか､

暮らしぶりはどうなのかという話を拾って行くわけです｡これを､何ヶ月も毎日繰り返すわけですね｡

4月に統一地方選があったんですけれども､別の市議候補の方がその統一地方選の前に向けて､11月

から3月まで､一日も休まず､お正月も休まず､地域の全家庭を回ったという事をおっしゃっていまし

た｡ そうやって､地域の声を直に聞いて､直に拾うものですから､それを直接議会に反映できるわけ

です｡そういう議員が議会で発言する場合は､市民はドッと押し寄せるそうです｡自分たちの意見がそ

のまま議会に反映されるので｡もちろんその時はシナリオもないので､議会はとても緊張して､エキサ

イティングなんだそうです｡他の議員も､この議員は何を言うか分からないので､戦々恐々としている｡

また､その戦々恐々としている状態が面白くて､この議員が出るときだけ市民が傍聴に来るという話で

した｡

仲村 未央 :

前城さんの意見とほぼ同じなんですけれども､やはり "住民の総意"ということが全体の利益の追求

の前提にあることをはっきりと定義し､その追及をしている限りにおいて ｢議会｣がその方向性をしっ

かり打ち出すことができる､と｡そのことによって初めて =住民の総意Mを拾えるような議員が選出さ

れ またそこに適切なスタッフが備わってくるという､方向が打ち出せればいいのかなと思います｡個々

の利益の妥協が議会ではなく､全体の利益を追求するという所を､｢議員｣の基本に置く事によって､首

196



長もそういう方向で選出されるような政治風土を生んでこればいいのかな､と｡確かに限りなく理想か

もしれませんが､でも､ここにこの条項を置かなければ､永遠に議会改革は出来ないのではないかと思

います｡

1条に置かれている､"住民の総意を具体化し､"という所の定義ですね｡先程純先生は､=住民の総意日

ということがないことには､つまり､｢開かれた議会｣ということが担保されない限りに置いては､それ

は､=最高機関=足りえないということのご説明があったかと思います｡やはり､特定の利益団体の代表

ではなくて､全体の利益を反映しうる､そういう人材こそが議員であるということを､しっかりと､こ

の一条で担保できるのかなということです｡

島袋 純 :

その自治体改革の萌芽を､芽を入れておきたかったということは､皆さんの合意が得られていると思

います｡それで今､みなさんのお話を伺っていると､2条と3条に関しては､ちょっとあまりにも現実

とかけ離れている条項じゃないかという気がしてきました｡

おそらく､今までの話からだと6の =議員は､全住民の代表であり､住民全体の幸福を追求しなけれ

ばなりません｡"は､1と対で必要で､おそらくこれが2番目にきて､2と3は､今の段階では削っても

良いような気がしますね｡僕としては､根本的に議員の意識を変えさせるためには､こういったのを入

れておきたかったのですが､1番と6番のそういったのを並べて､更に解説文の中で本当は､議案の提

出権というのは議会の中心的な役割なんですよと､長野県議会は40年ぶりに､初めて議員立法をした

ということだったんですけれども｡

どうしてかというと､琉球立法院は､法案の提出権と予算の編成権を全て独占していたじゃないです

か｡だからこそ､750以上の法律を､琉球立法院は作っているんですよ｡沖縄では､過去に,目の前

にそういった議会があったわけですから､実際やってやれない事はないと思います｡ですが､市町村に

置いては､そういった伝統もなければイメージもないと｡それと実態も非常に掛け離れているというこ

とでしたので､後は県レベルでやったらどうかという話もありましたが､県レベルでその琉球立法継承

者としての県議会は､琉球立法院に戻れということで､2番と3番を全面的に出すということで譲らず､

とりあえず､市町村レベルではちょっと後退のような気がするんですが､少し譲って抜かしても良いか

もしれません｡それでも､=自治体の最高機関である"という部分を入れることは､先程言いましたよう

に､世界の地方自治の水準から言って､=最高機関=または =最高議決機関日でもいいですけれども､こ

れらの言葉を､やはり置いておかないと批准出来ないと思います｡なので､残しておいた方がよいと思

います｡

高里 鈴代 :

実は､今話し合っている内容で今の自治体､行政､議会をイメージすると､ずいぶん索郎しています

よね｡こうして議論していく中で､おかしいと思うところがいっぱい出てくるんですね｡いくら予算提

案権があるといっても､まだ議会を通過していないのに､あたかも通過したかのように新聞に出るとき

があるんですね｡それは議会でも問題になるときがあるんですよ｡まだ審議もしていないのに､新聞に

はどんどんと次の年度のことが出てくるんですね｡その他序も少し達うんじゃないかと思います｡

実は､那覇市議会には予算の提案権はないけれど､かなり大幅な否決修正があったわけですよ｡二つ

の委員会において議案が否決され､修正案が採択されました｡ところが､本会議までの三日間の間に､
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市長が一人の議員を説得したために､結局この予算が原案通りになったわけです｡

それから､補助金について審査で､行政側の説明が不十分で審議にならないということになって､附

帯決議がついたんです｡つまり今度は､補助金に関してはその目的にしても､基本方針にしても､あま

りにも不明瞭だ､説明も十分ではない｡主管課に資料を求めても資料はキチッと出なかった｡これでは

審議にならないということで､その経過が明記されて本会議で附帯決議が採択された訳です｡ここ20

年､このような附帯決議が採択されたことは無かったんですけれども｡ところが､この附帯決議は､必

ずしも市長に対して拘束力を持つものではないんですよね｡だから､そういう附帯決議がされたにも関

わらず､従う義務は首長にはないんです.

ですから2と3を入れながら､議会の在り方をもっとキチッとしていく､議会の位置づけを明確にし

ていく必要があるなと思います｡

新崎 盛事 :

3条の､"議会は､議案提出の一部を首長に委ねることができる"これはちょっとイメージしにくいと

先程から言っていますが､ただ､2条の "すべての議案の提出と議決は､議会固有の権利です｡"という

この文面は､残していて良いと思うんですけれども｡どうでしょうか｡

佐藤 学 :

"固有の権利"っていうのは独占しているという意味ではないので､今の新崎さんの提案は良いんじ

ゃないんですか｡議会だってそもそも持っているという事を残せば良いんじゃないかと｡1条に戻るん

ですが､議会が住民の総意を具体化するのは､4条以降全部ひっくるめた活動を日常的にきちんとやっ

ていればこそ､住民の総意を具体化する立場にあるのだということをはっきりさせる必要がある｡今は､

選挙に勝ったのだから住民の総意を代表しているというようになっています｡しかし､議会の立場を強

くして､本当に対抗関係に置くためには､議会は日常的な活動をして､それだからこそ､そういう議員

が議論するから､住民の総意を具体化できる､優位に立てるということを､後ろもひっくるめて盛り込

んでいけばいいかなと思います｡

照屋 寛之 :

先程デニーさんから説明があったように､現実の議会を見ると､必ずしもそうではない｡議論と現実

のギャップをしみじみと味合わされるのが､現状かなと思うんですね｡さっき純さんが言っていた =議

会こそが自治体だ'と､私は､非常にこれに意味があると思うんです｡それで､執行部というのは議会

の付属機関だと､本当にこれは理想郷的な自治体の姿かなと思うんですね｡そうだけど､やはり現実に

帰って､現実を見るとそうではないというのが実感ですよね｡そういう面では､この条文というのは､

自治基本条例を､我々はモデル条例として作ると､自治体は加わるべきだということでは､出来るだけ

今言っているような､すぼらしい条文で書いた方がいいだろうと｡選挙に例えると､マニフェスト的な

存在にすれば良いなと｡ところが現実を見るとこれは､Hwishpaper"(願い事の一覧)になりはしない

かなと非常に悩む所なんですね｡私も最初は､削ってしまった方がいいのかなとか､最高機関も取って

しまった方がいいのかなというふうに思ったけれども､今いろいろな議論を聞いて考えたら､そういう

のを書いておいて､我々はあくまでもこれは､モデル条例案だというふうに各自治体に提示すると｡提

示していって､各自治体が議論する中で､"本来の議会のあるべき姿はこうなんですよ日と｡ただ現実が
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そうなっていないだけであって､本来ならば主権を有する住民を代表する議会が最高の権限を持って良

いんだということを､我々はこういう条案を提示する事によって､本来の議会の在り方､在るべき姿を

皆が勉強していくきっかけになっていけば良いなと思います｡

玉城 デニー :

照屋先生ありがとうございます｡今の先生の一言で目覚めました｡=すべての議案の提出と議決は､議

会固有の権利です｡"この2番目の条項は良いと思うんですよ｡だが､3番目がちょっと､首長と執行機

関との兼ね合いがあって､一番引っ掛かっていると思うんですが､根本的な原因は何処にあるかと考え

てみたら､議会ではなくて議員なんですね｡だから､議会の責務の中にですね､議員は議案を提出する

権限を持つとともに､その議案に基づいて住民の声を反映し､徹底してその研鎖をつみ､お互いにその

議案に対する研鎖を積まなければならないとかですね｡つまり､議員同士が､議論できないんですよ｡

すぐ数に持っていこうとしたり､すぐ会派の調整に持っていったりするという所に､一番この議会の内

部に問題がある｡つまりは､議員個々の仕事をもっと明確にすべきではないかというのがあるわけです

ね｡だから､議員はこれをやらなければいけないからこそ､議会が "最高機関''であると位置づけられ

るんだよという事を､あと-条文､議員の職責について書かないといけないかなと思うんですね｡6･

7･8番と､やはり議員は住民の代表で自分の活動を分かり易く､それでまちづくりも一緒に取り組みな

さいよと言っているんですが､議員そのものについて､こういうような質を持たなければならないとい

うことは言っていないわけですね｡つまり､誰でも議員になれて,誰でも住民と｢緒に取り組む事は出

来るけれども､議員たるべくして､たるべく者の条件は何処にも無いような気がするので､それはやっ

ぱり､努力目標ではなくて､しっかり責務を置く一文が必要なんじゃないか､そうすれば､議会が =最

高機関=であるということの､根本論にたち返られても良いんじゃないかと思いました｡

高里 鈴代 :

今のは､7番とか､1とか7は皆繋がってくると思うですね｡自治体の主人公である住民に選ばれた

議員は､住民の意思が何処にあるかをしっかりと日常的に探るわけですよね｡そのためには､一方的な

報告ではなくて､相手に明確に審議のプロセスも含めて知らせる義務があるわけです｡そして､しっか

りと相手から意見を聞くわけですよね｡住民の意思を反映させる役目については､6･7も言っている

わけですから､改めて作らなくて良いんじゃないかなと思います｡

それで､この解説をまとめながら､私がもう一つ感じたのが､情報共有がとっても足りないというこ

と｡例えば議員が調査課に調査項目を出すんですが､行政側が情報を出さないんですよ｡それで､前城

さんがニセコの報告をしていますが､要は､行政が情報を市民にしっかりと公開しているかどうかをチ

ェックする機能が議会にある､というのがあったんですよ｡それはとっても大事な事で､それは議員に

対しても云えることで､同じように議会の進捗状況も全て市民に提示しますよね｡提示して､そこから

また図りますよね｡それと同時に行政が住民に対してしっかりとやるかどうかのこともチェックする｡

つまり情報共有が､基本的に貫かれているのであれば､私は議員の責務をあえて､また改めて置かなく

ても､今の中で足りているんじゃないかなと思います｡

島仲 徳子 :

直接的に反論しようという事ではありません｡今の解説案､それと条例たたきの部分ですけれども､
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本当にこうであれば理想で良いなと私は思います｡ただ､今現実を見た場合にですね､議会が "最高機

関日に本当になりうるかどうかというときに､この2･3がありますが､これが入れば,本当に =最高

機関Mという文言そのままでいいと思います｡2･3をカットしますと､どこで "最高機関"であると

いう裏づけをとるのかが弱いんじゃないかと思います｡先程デニーさんが､やはり議員によるところが

大きいとおっしゃいました｡確かにそうだとは思いますけれども､しかしすぼらしい議員で構成されて

いるたとえ議会であったりしても､その議員一人一人をサポートする仕組みが議会に無ければ､それは

かなり難しいのではないかという気がします｡何故なら､首長は4年で変わっても､その補助機関であ

る職員はほとんど変わらないわけですね｡そういう強力なサポートがあって､首長が執行できると思う

んです｡それで､議員が4年ごとに選挙があって､高里副議長のようにずーっと長い事議員活動をされ

る方もいらっしゃいますけれども､そういう四年単位で選挙がある議会を､ちょうど今の首長と同じよ

うな仕組みを､議会にも作らないとこれはちょっと難しいだろうと思います｡

私は､佐藤先生がメールで流しました､埼玉県の志木市｡行政パートナーとか､行政ボランティア等､

執行側が下に置かれる場合は､そういう職員構成でいって､今の職員のような人たちを議会の方に､横

に流して議会を強くすれば､こういうふうなスタイルも将来的には可能かなという気がいたします｡

それから補足的に言いますと､執行側皆が出さないわけではありません｡調査課から総務課経由でく

るんですね､こちらは本当に持っているものを全て出します｡ただやはり､こういうふうなやり方が､

議会の力を弱めているのかなと｡間接的に請求があると｡直接的に､自分が本当に議会事務局でこうい

うふうな日常的にやっていれば､もっと "最高機関日になりうると思います｡

高里 鈴代 :

今の意見は全くその通りで､要は議会事務局の今の体制､規模で､それから総予算の中でも1パーセ

ントぐらいですよ｡この今詣われているようなことは大変厳しいものがあります｡

仲村 未央 :

どうしても切実なので､一言だけ言いたいんですけれど､やはり今､島中さんがおっしゃったのは本

当にその通りで､1条を実態あらしめるものにするためには､どうしても議案の提出権が議会にあると

いうことを明確に規定する必要があると思います｡というのは､那覇市議会は､先程から例に出されて

いますが､調査課があるだけいいんですね｡沖縄市議会は調査課が無いんです｡つまり､調査機能の必

要性を､議員自体も感じていない状況です｡だからこそ切実で､調査機能を充実させるための根拠法と

して､議案の提出権が議会の固有の権利であるという事を認識するためにも､どうしてもこの規定を削

らないで欲しいという思いです｡

島袋 純 :

"議案の提出と議決は､議会固有の権利"であると､それと次の条項ですね｡だけど､これ実際には

首長が提案をしているわけですよね｡ですから､首長の提案権をどう位置づけるかと､私は､それを議

会から発生するものと位置づけて､3条に入れる必要があると想定したんですよ｡それで､2条と3条

はセットとしてあるわけです｡2粂だけ残して､3粂ないと､"提出と議決固有の権利といっているのに

首長がやっているじゃないか､これはどう一致するんだ､矛盾するんだ'と言われたら､どう釈明でき

るのだろう疑問があり､3粂入れたのは､"いや､これはそもそも議会にあるが､一部､今議会の意思で

200



首長に委ねているだけです"と､釈明すればいいかなと思って入れたわけです｡だから､2条をいれる

なら､3条は必要かなと思っていたんですよ｡それで､2条だけ残して3条は削るというと､じゃあ自

治体の実態はほとんどの提出を執行部がやっているのに､これはどういう意味ですかといわれるところ

に辛さがあるのではと思います｡

府屋 寛之 :

今議論をきいていたら､私はやはり､1･2･3はワンセットだろうという気がしてきたんですね｡

どっちも削ったら､やはりさっき島仲さんがおっしゃっていたように､"最高機関"を裏付けるのが､議

会の固有の権利の中にあると思うんですね｡固有であるけど､一部委ねる事ができますよということ考

えると､やはりどっちも別れないのかなと｡そして､末央さんが2.3を涙ながらに訴えられて､やは

りこれは削るわけには行かないだろうと｡まあ､これは冗談としてもですね､しかし私は､失礼な言い

方ですけれど､ここにいる4人の議員の方を除いたら､ほとんどの議員はそういうのが本来の議会での

姿であるというのが知らないと思うんですね｡だから､勉強してもらういい機会だと､本来ならば議員

はこうなんですよと､ところが現実は､皆さんがやっているのは違っていますよということを､勉強し

てもらうためには､やはりこれは入れておいた方がいいのかなと感じました｡

上見 充寛 :

私も､1･2･3は入れたほうが良いのかなと思います｡というのは､なんとなく今の政治に興味が

ない住民というのは､市長が一番上にあって､次に議会があって､それから公務員の方がいて､市民が

下というようなイメージがなんとなく漠然としてあると思うんですね｡でも実は逆で､市民があって､

その代表として議会があって､そこに首長がいて､それを執行する公務員が本来在るべき姿だと思う｡

だから､公務員は公僕というような言われ方をするわけであって､ですから､そういう意味で言ったら､

議会のほうが上位という形で､議案提出権を一部委ねることが出来るという形においたほうが良いのか

なと思うんです｡さっき､新崎さんがおっしゃっていたような､対等な関係というのもありかなと思う

んですけれども､私としては､この方が良いのかなと｡まだちょっと､勉強不足で分からない部分はあ

るんですけど､首長なんかは議会の解散権とかは持っているんですよね?なので､この辺の関係をちょ

っと､もう一回見直していけば､こっちの方が理想だと思うので､こういう形に持っていくのが､本当

の民主主義ではないかなと思うので､要するに､未央さん､デニーさん､鈴代さん達みたいな議員が増

えていく事が一番望ましいと思うのですが､それと合わせて､さっき島仲さんがおっしゃっていた､サ

ポートする機関というのも本当は作っていかなきゃいけないという意味で､この自治研がだす条文のモ

デル条文としてはこの形が良いのかなと思います｡

新崎 盛事 :

理想としては､3条連ねた方が良いと思うんですよ｡今のシステム的にも｡ただ､議会と首長の相関

関係この辺をもうちょっと具体的にイメージできないかなと思うんですよ｡何かまだ､頭の中で整理が

つかない部分があるものですから｡現在のこの議会と首長との関係を洗い直して､やはりこれはおかし

いんじゃないかと｡逆に今の方に提言できるような形の解説なり､そういったイメージなりをもう少し､

具体化出来たら良いなと思います｡
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中嶋 栄子 :

文章だけじゃなくて､フローチャートをつけるのはどうでしょうか｡ここで理想としている議会の責

務､在り方というのはこういう形ですというのを､図で見せるのはどうでしょう?

比嘉 俊雄 :

島袋先生の解説の3の下のほうにですね､"地方自治法には首長も条例案の提出権を有している事､予

算編成権は､首長にあること規定されています"というふうに､地方自治法の中でもそういうふうに位

置づけされておりますので､もし2･3が入ってきて､それと同時に"最高機関"と定義づけしますと､

これは､地方自治法そのものの改正､所謂､地方分権では第三の改革と言われていたんですが､これは

第四の改革までもっていかないと､そういうことが出来るのかなというイメージを持ったんですが､ど

うでしょうか｡ 今回地方自治体職員に求められるのは､いかに法律を解釈するかというようなことが

あるようなんですけど､裁判で訴えられない限り大丈夫なんですね｡

それと先程､高里さんが､議会に図る前に､予算が市民に公表されているというお話があったんです

が ････

高里 鈴代 :

いや､公表ではなくて､あたかも採決されたかのように､もう決まったかのように行政サイドは､ど

うせ与党が多いから､追認のような気持ちなんではないでしょうか｡議会に図ってみないとどうなるか

分からないという緊張感がない場合は､どんどんと先に情報が出て行く､という意味で言ったんです｡

比嘉 俊雄 :

その件はですね､ニセコ町の片山課長の方では､これは当然首長も市民から選ばれている立場ですか

ら､当然情報を公開してどういう意見があるかどうか､それを聞き取って､修正したりなどをして､議

会に図る前に住民に公表したからといって､どうのこうのというのはないんじゃないか､ということを

お話しされていました｡そうなると結局､二元性､大統領制という形になるのかなと｡"最高機関=とい

うのは市長も､"住民の総意"がなければ行政はそういうふうに携わっていく事は出来ないでしょうし､

議会も議会なりに､総意を大事にしないといけないというのがあるんですけれど､一方を､"最高機関日

と決めた場合にはどうなるのかなと､両方とも選挙で選出されてくるわけですよね｡その辺がちょっと

引っ掛かるんですが､どうでしょう｡

島袋 純 :

=最高機関日をそのままここに書き込んでしまうと､やはり多くの疑問が拭えないようなので､ "そ

の意味での自治体の最高機関です"というような､"その意味で'というのを入れることによって､その

"最高機関Hの意味がはっきりしてくるので､そう置いておけばよろしいんじゃないでしょうか｡

後､どうでしょう｡全然意見がまとまらないですね｡どうしましょう｡1時までに閉めないといけな

いんですが - ･｡とりあえず時間が押しているので､もう今回はこれで大体の方向性を打ち切って､

それで次に行くという事でよろしいでしょうか｡
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普山 均 :

全体の流れからして､やはり議会が "最高議決機関"ということになっていますが､嘉手納町の実態

には全然ありません｡さて､ ｢2番と3番をまとめて一条文にする｣という純先生の提案どおりにすれ

ば､なんとか議会として提出権と議決も権利として持っていることが理解できると思います｡

それと､もう一つはですね､議員の責務と言うのがもっと明確にならなきゃいけないと思いますが､

アマチュア議員と言われている町村議員では現実的には厳しく､また "最高機関"と言われる事にちょ

っと恥ずかしい思いがしますので､資料の4項から8項を1条の解説文の中に､ "下記の通り"とか､

例えば =議会は最高機関ですけど､それを構成する議員は4-8を- ･''という様な表現が入ると理

解しやすいのかなと感じました｡

照屋 寛之:

一言､今までの議論を聞いて "議会の責務=というより､=議員の責務日というような感じがしました

ね｡(笑)

島袋 純 :

はい｡ではどうもご苦労様でした｡(拍手)
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