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前期第6回 定例研究会 研究会議録 (会合43･7月5日)

(9改正手続

曽根 浮 :(報告)

それでは改正手続きです｡レジュメはメールでギリギリになって送りましたけど､改正手続きという

ものと､あと今日原案2というのをもうーっ作って後ろに置いてあります｡すごく難しかったです｡そ

れは､自分は作成過程には参加していないので､書かれている条文と議事録でこういう流れであったろ

うということを判断して､作ったんですけども｡島袋さんともメールでやり取りしたみたいに､自分の

理解がその時の議論と離れてしまって作ってしまってこれでいいのかなというのがありますが､一応た

たき台として読んでからやりたいと思います｡

まず､原案と書いてあるものですね｡

【読み上l刀

改正手続 (解説文書原案)

1､ 自治基本条例の改正の発議権は､住民 ･議会 ･首長にあります｡

自治基本条例はまちづくりに関わるすべての人が共に守り育んでいくものです｡住民､議会､首長の

それぞれが必要に応じて条例の内容を変更する提案をすることができます｡

それから､順番だけ入れ替えたんですけれども､ポイントはやはり住民投票だということで､これを

2番目にした方が適切だということで､2番にしました｡

32､自治基本条例の改正には､住民投票を要します｡ただし､条文の実質的な変更を伴わない修正に

ついては､この限りではありません｡

(住民投票を改正の前提条件とするため2へ移動)

条例の内容を変更するときには､必ず住民投票をおこない､変更についての住民の意思を確認しなけ

ればなりません｡また､変更の最終的な決定は住民投票後の議会において過半数の承認があれば修正を

行うことができます｡ただし条例の内容の実質的な変更につながらない場合は議会での過半数の承認で
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修正を行うことができます｡

ここはちょっと中身的に4のところなので､後で説明します｡

53､ 改正案を問う住民投票の結果は､住民の意思であLJ､議会 ･首長はその括黒を尊重しなければな

りません｡

民投票の実施にあたっては変更についての住民の意思が明確に確認できる設問を用意しなければなり

ません｡投票の結果､有効な投票の過半数以上の賛成があれば､議会 ･首長は条例の変更を行うことが

できます｡

4､基本条例改正の住民投票は､議会議員選挙と同時に行います｡ただし､任期溝丁に伴うものではな

い自治体議会選挙の場合は､この限りではありません｡

自治基本条例の変更にともなう住民投票については､見直しに一定の期間を設けるとともに､変更に

かかわる議論の活発化､住民投票にかかわる経費の削減を図るため､任期満了に伴う議会議員の選挙に

あわせて行います｡

25､ 住民 ･議会 ･首長は､任期溝了に伴う議会議員選挙に合わせて､事前に自治基本条例の見直し

の検討を行います｡

(住民投票の時期との関連があるので最後に移動する)

自治基本条例の変更については､任期満了に伴う議会議員選挙にあわせて住民投票を実施するため､

住民､議会､首長それぞれが改正案について選挙の前までに余裕を持って議論を行い､変更の内容､理

由について明確に理解しなければなりません｡改正案については任期満了に伴う議会議員選挙の前まで

に住民投票の内容案として議会に提出し､選挙後の最初の議会において議決します｡

(この段本当にこういうことが可能かどうか不明)

自分が理解した議論の流れとしてはですね､まず議会において議論がなされて､改正案が作られて､

それを住民投票にかけて最終的意思決定は議会で行う必要があるだろうという議論があったように読め

たものですから､すごくわかりにくい話になってしまったなと思ったんですけど､その議論に沿って作

ってみました｡

その後は島袋さんからメール頂いて､そうじゃない考え方が最初にあるんじゃないかということで､

そこで住民投票を最終決定にする第2案を作ればよかったんですけど､ちょっと突っ走ってしまってで

すね､これはやはり選挙に合わせてやるから大変なんじゃないかと｡選挙であわせるという考え方じゃ

なくて整理すればシンプルにできるんじゃないかというふうに思って作ったのが ｢解説原案2｣です｡

改正手続 (解説文書原案2)

1､ 自治基本条例の改正の発議権は､住民 ･譲会 ･首長にあります｡

自治基本条例はまちづくりに関わるすべての人が共に守り育んでいくものです｡住民､議会､首長の

それぞれが必要に応じて条例の内容を変更する提案をすることができます｡
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(それぞれに発議権を付与するのであれば改正は随時可能と考えられる)

これは中身は一緒なんですけれども､定義されているのは結局それぞれに発議権を付与する

という事であればですね､適切な機関というのはあるとしても､随時改正が可能であるのではないか､

というか､必要である時に改正されるべきではないかと｡つまりテクニカルで選挙と一緒にやるという

のはあっても､ここは基本は随時できるというものなのかなと､基本に戻ってですね｡そういうことで､

議会選挙に合わせて見直しを行うということは､やってもいいけど､随時可能だから条文としては削除

しようということでこの2番は切ったところですね｡

碧 だ 吾 Jifrい ま す ,

(随時改正が可能であるので削除する)

さっきも言ったように大元の精神は､

i2､自治基棚 の改正には､住民投幕を要します..i.JL:し.悪文の真空艶た空空を什お,JTvl,､碧空!=

ついて!i 二つ巴L,Jでは,tL_Iませ.Lr･,改正案を同う住民投貫の括黒は､住民の意思であLJ､義金 ･

首長はその抵黒を尊重しなければなりません｡

(まず住民投票の位置づけを明文化する｡また､字句修正は基本的にあり得ないので削除)

これはよりその住民投票の続きをくっつけてあるんですけど､明確にしようという事ですね｡それか

ら､"条文の実質的な変更を伴わない修正については､この限りではありません｡"とわざわざ誼ってあ

るんですけれども､条例になった段階でそんなのあるかなと､あればついでの時にやればいいんであっ

て､わざわざ =実質的な変更を伴わない"というこの解釈の範囲でできそうなものは入れないで､取っ

てしまった方がいいのではないかなと｡

解説としてこれもちょっと違った方向で走っているかもしれないんですけど､中身として､

条例の内容を変更するときには必ず住民投票をおこない､変更についての住民の意思を確認しなけれ

ばなりません｡首長は住民投票の実施にあたって変更についての住民の意思が明確に確認できる設問を

用意しなければなりません｡

住民投票の結果､有効な投票の過半数以上の賛成があれば､議会での過半数の議決により首長は条例

の変更を行うことができます｡

これは今日配られていた高良さんのメールでいうと逆でもいいはずだと｡私もそう思うんですけどね｡

ただ､ずーっと気になっているのは､そうした時に議会の役割はどうなってしまうんだろうというのが

あったものですから､あくまでも､決めるのは議会という観点でこうしたんですけど､これは考え方で

逆でいいというのが一つと｡

くどくどと過半数以上っていうのが気になるんだけど､これは大事な事なのでこういうことは条文に

書かれないで解釈でやれることなのかなというのが気になるので議論していただきたいなと思います｡

それから3番は議論の中で､4年がいいのか10年がいいのかいろいろあったと思うんですけど､こ
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れは何年って普通は言えないんですけどね｡だけど選挙の区切りみたいなもので言えば4年で､これを

選挙とタイミングを合わせてやることは可能だと思いますね｡で､条例の改正の発議がない場合でも見

直しをしようということで､これを追加で入れてみました｡

3､条例の改正の発議がない場合､住民 ･議会 ･首長は概ね4年毎に改正の必要性についての議論を行

わなければなりません｡

(基本的には4年を目処にして見直しの検討を行う)

まちづくりの基本精神を確認し､自治の成長を見守っていくため､住民､議会､首長はまちづくりに

関わる人が自由に意見を述べることができる場を設けて､自治基本条例の内容についての見直しを行わ

なければなりません｡議論の結果見直しが必要な場合には速やかに住民投票を実施します｡

ポイントはですね､最終決定を住民投票において行うのか､議会の議決において決まるのかで順番が

決まるのでこれはそれに合わせて直します｡

それから自分からの提起としては､議会議員選挙に合わせて住民投票をやるという仕組みを条例の中

に詣うかどうかですね｡これはすごいユニークな事だし､アメリカの例があって､アメリカで実際にそ

れをやっているということであれば確かに仕組みとしていいと思うので､最終決定が誰にあるのかって

いうことだけさえはっきりしておけばそれはそれでいいと思うんですよね｡ただ原案2で出したように､

発議権がそれぞれにあって､改正､発議ができるのであればこれは本来は修正が必要だと思った時に議

論して改正すべきなんだろうという事もあるので､その辺を整理していただけれi叢義論できるのかなと

思います｡ 以上です｡

島袋 純 :

僕が特に気にした点は､住民投票の規定の部分との整合性の問題｡特に改正手続に関してでも､住民

投票の発議権が住民に回るとしたら住民投票の部分ですね｡それと同一システムでやるのか､それとも

改正手続に関しては別立てで､別の住民投票の規定にするのかという問題があって､これは原則は一般

の住民投票と同じやり方でやろうという話だったんですよ｡ただ気になっているのは､尊重規定を全部

抜いて最終的な決定権力を住民投票に持たせた方が良いんじゃないかと常に日頃思っている部分があっ

て､その為にはどうすれば良いのか､という事なんですけど､議会の議決の後に住民投票に回すわけで

すよね｡事後的な住民投票にすると｡これは憲法改正の手続きがそうですよね｡議会､国会の3分の2

多数の後に国民投票に出して最終的に意法改正が確定するということで､それと同じ方式のほうが良い

んじゃないかなという気がしてしょうがない｡それでこれが地方自治法上認められているのかどうなの

かという問題があるんですよね｡確か憲法93条だったかな｡地方公共団体に議会を置くという規定が

あってですね｡それから議会は議決機関であって､それ以外ではやっていけないということを導き出す

通説があったんですけども｡ただこの通説はですね､例の法定協議会の6分の1の署名により議会が議

決しようがしまいが､住民投票に付して過半数取れば法定協議会設置できるんですよね｡それ自体法律

としてあって､もはや最終決定県を住民投票に出す事が憲法違反とは言えないんです｡実例としてでき

てしまっているんですよ｡ですから自治基本条例でそういった仕組みを作ってなんら憲法違反になるっ

てことは､あるいは地方自治法違反になるという事は､僕はありえないというふうに思っています｡

ですからまず､住民投票の位置づけをどうするか､議会との関係でどうするかという時に住民投票自
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体に最終的な決定権限､最終的な議決権ですねそれを付与する仕組み｡特に改正手続きは重要な手続き

なのでこれは与えても良いんじゃないかと､議会と住民投票の関係に関してまずそういった最終的な権

限を事後投票にして､住民投票に渡すという仕組みがまず考えられると｡

それからもう一点の論点は､随時､発議権があるので定期的に議会の議決選挙に合わせる必要はない

んじゃないかってことでおっしゃったんですが､よく読んでみるとまさしくそのような気がします｡こ

れは基本的に原則としていつでも住民に発議する権利が与えられているんで､基本的には改正は議員の

発議により与えられるっていうことは内容的に内部で矛盾している部分はあるかなという気はしまして､

これは原則としていつでも発議できるけれども､僕は議会の選挙と絡めた方が良いのではないかなとい

う気がしてしょうがないんですが､いずれにせよ一定の期間ごとに見直し検討するとか議論を行うとか

そういう仕組みは良いのではないのかなという気はします｡

前城 充 :

今純さんが最後に言った､議会の選挙の時にその話題を出すという事がやはり重要で､これも前回議

論したのですが自治基本条例を作ったところで､果たしてこれが住民にどのような形で知られるのか､

もし作ったとしても知られなければ意味がない｡知らせる機会を選挙の時にくっつける事で､議論の対

象になるだろう｡4年に一回それがあるのであれば､4年､8年､12年と続くうちに認知度が高くな

ってくるだろう｡それが住民の条例なんだよということが住民に伝わって行くことが､生きた条例にな

るということに繋がると思います｡そこで戦略として議会ごとにやろうという話になってきたので､そ

の話の議論をここでまた元にもどすと条例が広く伝わらないという事になってくると思うので､入れた

方がいいと思います｡

曽根 浮 :

最終的な決定者が住民であるならば､自分は住民投票とその議会を合わせるというのはいいと思いま

すよ｡ただ､これを読んでいるとその新しく選ばれた議会の人と矛盾したらどうなんだろうという議論

が随分あったもんだから､そこを解決しないといけないのかなと変な方向に走ってしまったんですけど

ね｡

ちょっと議会の人に聞きたいんですけど､住民意見と議会の意見に乗離があった場合に､それの最終

決定は住民であるというのは当然の事だけど､それでいいかどうかっていうのはどうですかね｡

仲村 未央 :

やはり住民の意思と議会の意思の帝都というのが､実際には問題になっているわけですね｡だからそ

ういう意味では議会の方を先に議論するという事は､住民の幅広い議論を促す意味でもとても役割が大

きいのではないかと｡つまり､メリット､デメリットや課題の整理を､議会の議論を通して市民に訴え

て､それを受けて市民が最終的に決断するというのは､これこそがそもそもの住民投票の意義でもある

し､それが今活かされていないという事のほうがむしろ問題ではないかというふうに受け止めます｡

佐藤 学 :

前城さんが言ったのと同じですが､これを入れたのは､基本条例を飾り物にして祭り上げてしまって

はいけないだろうという理由でした｡4年に1度は陽に当てようという､そういう流れで見直そうとい
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う議論の流れだったと思います｡

曽根 浮 :

それを一応確認したかったものですから､違う方向で書いてしまって申し訳なかったんですけども｡

議会がその改正案を決めてそれを住民投票に付して最終的する､と合意が得られればそうしたいんです

が｡何かありますでしょうか?

照屋 勉 :

前回 ｢住民投票制度｣を私がフアシリテ一夕をやったのですが､規程はあくまでも尊重規定でやると

いう事になったので､その辺の整合性ですよね｡ただ､私の個人的な意見としては､純さんが言ってい

るように法的拘束力を持たすようにできないかと｡従って､｢住民投票制度｣は今一度､議論すべきでは

ないかと思います｡

曽根 浮 :

二点あると思うんですけど､同じ住民投票制度でやるという考え方でやるか､憲法改正と同じように､

これは特別なものだからこれに関してはそうしますというようなやり方だと思うんですけど､それはど

うですかね｡

島袋 純 :

おそらく最終的な決定権を持たせる投票の規定を住民投票の所に入れるのは､これはほとんど他の自

治体に受け入れらないようなモデル条例になってしまう可能性が高いと思うんですよね｡確かに意見的

に非常に面白くて僕もその案に最初はやっていたんですけど､伊波さんが強固にそうじゃないという反

対意見がありまして､それでまとまったのが尊重規定､最終決定の規定と合わなかったんですけど｡で

すから僕としては､改正手続に関しては憲法的な手続きで住民も他の方も受け入れやすいんじゃないか

なという気がするんですよね｡改正手続に関しては他の住民投票制度とここは矛盾して一致しないんで

すけれども､最終的な決定権を持つのは住民として規定して良いんじゃないかなという意見です｡

曽根 浮 :

条件なんですけども､例えば憲法に合わせるとして議会で3分の2､住民投票で2分の1とか､これ

を条文として書かないと意味がないんじゃないですか?どうでしょう｡

島袋 純 :

そうですよね｡だからこれ僕らが議論した時に過半数で良いんじゃないかという議論があったんです｡

半分に達するんだったら基本的に､永遠に改正案でないんじゃないかという｡より柔軟に過半数にして

それで住民投票というハードルを設けると｡だから硬派なのか､軟性か硬性なのかちょっと分かりにく

いんですけども､住民投票にかけるということでいえば硬性でちょっとハードルが高いんですけれども､

議会に関しては過半数でいいんじゃないかという案が大多数でしたね｡3分の2の規定は設けなくても

良いんじゃないかという｡

それとやはり問題となるのは､そうなった場合に議会の議決が前置される場合は､大体の条例が議会
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で議決されて住民投票に付されるとするならば､そうすると議会で終わってしまって住民投票に行かな

いという可能性が非常に高まるんですよね｡法定協議会の設置の場合は､議会が議決した後も住民投票

できるわけですよ｡議会の決定さえ葎す事ができるわけですよね｡やはりその仕組みをもってくるとな

ると､本当に最終的な決着としてのオールマイティーな住民投票となるので､非常に相当強力な住民投

票になるんですけども､その仕組みを導入するとやはり議会と住民投票とのその関係が更に問題となっ

て､おそらく議会は非常に嫌がるんじゃないかなと｡それで逆に議会が前置されて議会の過半数で住民

投票に行くか行かないかを決められるんだったら､いまある自治体の議会の力を非常に重視して､実質

的に住民投票に更なるハードルを設けるだけであって､住民投票に実質的に最終的に権限を持たせよう

という住民投票ではない､逆の方になってしまうんじゃないのかなって言う部分があるんです｡

住民投票で住民に最終的決定権限あたえるということは適当なんですけども､逆に後ろに置くことに

よって議会の権限が逆に強まってしまう｡実質的にはですね｡最終決定権が与えてるにも拘らず,議会

が本当の意味では実質的な権限を持ってしまうという矛盾が出てくるわけですよ｡だから相当簡単には

いえない話でかなり難しいんですよね｡だからそうじゃなくて尊重規定にした方がそれで議決権を議会

に持たした方が実際は住民投票に反対することはなかなかできないので､住民投票に最終決定権限を持

たせていないにも拘らず､実質的には持ってしまうという可能性だってあるわけですよね｡だから､本

当に一概にいえない部分で､考えないといけない部分なんですよね｡

曽根 浮 :

それがもともと議論されていた事なんですよね｡今ちょっとすごい分かりにくい書き方だけどそれに

沿って言うと案は議会に誰でも出せるんですけど- ･････

島袋 純 :

もう一点の問題なんですけど､要するに原案自体が議会の議決を最終的に決定権として放置する場合

に､議会の議決の方を後におく場合､要するに改正案を議会が審議して議会が改正案を最終的にまとめ

てそれで住民投票に付すと､審議した奴などは前議会､一緒にやるんだったら､たまたま改正案に反対

って大声で選挙公約を言った人たちが議会を多数占めているにも拘らず､改正案自体は通ってしまう矛

盾がおきない事もないと､極端な例ですけども｡条例の改正案自体は賛成多数､だけれども改正反対で

選挙運動やった人が公約を掲げて選出された場合､公約で住民にこれから改正案を反対しますよと言っ

たにもかかわらず､住民投票で通ってから尊重規定に基づいて自分の公約を曲げて､その改正した案に

対して住民投票の後に議会で賛成できるか?できないわけなんですよ｡普通は公約を選挙民に約束して

改正条例案に最終的に議会で反対しますよと言った場合に､実際住民投票と議会の選挙を一緒にやって､

住民投票自体は賛成多数､だけど議会は反対多数､そういった場合におそらく否決される可能性が高い｡

そういった問題がどうしても生じてしまう可能性が高いので､議会に最終的な議決権を与えるとしても､

やはり問題が生じる可能性があるわけですよね｡だからこの間題をどうするか｡

曽根 浮 :

決めなければいけないことだと思うんですね｡この全体の精神が住民自治というところをとってやっ

ていくのであれば､最初に言っていたように住民投票を最終にした案を作るといいとは思うんですけど

ね｡
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島袋 純 :

法定協議会の設置方式ってどんなでしょう? 議会がどんな議決しようと無視して､住民投票が決め

ると｡おそらく可能でしょう｡

後はモデル条例としてできても受け入れる可能性がどれぐらいあるのか｡今の原則としては議会に議

決権があるというのを大前提に最初の原文は作られているんですけど､条例制定に関しては憲法制定権

力の問題なので､それは住民だと｡自治基本制定権力というのは住民であると､地方自治法の改正とし

てもそれだろうということで､正々堂々と住民投票こそが最終的な決定権限で､議会の議決はいらない

という書き方にしたらすっきりするんじゃないですか｡

前城 充 :

今の提案は､法定協議会方式というと議会が可決すれば住民投票はやらなくていい｡そういうことで

すよね｡否決された場合のみ､次の手段で住民投票という考えですね?

島袋 純 :

議会はとりあえず､議決しても住民投票をやらないといけない｡議会が可決しようが､否決しょうが

議会は議会でやってもらって､必ず住民投票に付すと､それで住民投票が最終決定｡となると議会の審

議が何のためにやっているのかっていう事で反対する可能性がある｡

議会は議論しあって宣伝するだけですよ｡改正案を｡議決してもしなくても関係ないのに審議せよっ

ていうのを議員に要求することはどうなのかなっていう気もするんです｡法定協議会なんかも､もしか

したら議員なんかもそんな気持ちでやっているのかもしれないなという気はしますけど｡

仲村 未央 :

任期との兼ね合いで､前の議会と新しい議員との関係というのは実際に大いにありうると思います｡

前の人たちは可決しても当選してきた人たちは反対が多かったと｡選挙の公約の中に盛り込む形で､改

選後の議会でそれを付すというのは駄目なんでしょうか｡

曽根 浮 :

ちょっとそこで進まなくなってしまいますよね｡何か別の観点でご意見ないでしょうか｡

高良さんのメールはすごい明確だったので､それでいいんだと思ったんですけどね｡基本的には住民

が発案して住民投票にかけると｡議会と乗離しているという状況がありえるという前提でだからこそ住

民投票の意義があるんだということと､4年に1回は､住民の発案で住民投票ができるということで､

自治力を高めるんだと｡ああそうかと思ったんですけど｡

島袋 純 :

高良先生の意見だと､住民投票の改正案を住民が作ってそれをそのまま議会に通さないで住民投票に

付すという可能性も開いている気がするんですよね｡だけど僕らが考えているのはすべて､とりあえず

住民が発議したとしても議会で審議するというのが､一応前提となっているわけですよ｡

それで法定協議会を設置するかしないかの二者択一の住民投票なので､議会が審議しようが､しよう

まいが､○か×で住民投票できるんですよね｡ただ基本条例の改正というのはおそらく○か×で済むよ
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うな話ではないような気がして､条例の原文を出す場合は条文の改正案を出してこれに○か×で投票が

って来ると思うんですけど｡

そうなると､住民も議会も首長も出すと三つぐらい住民投票を出す可能性があるわけですよね｡三つ

とも発議権を持っていて､それぞれがいっぺんに発議するという可能性｡そしてそれをすべて議会で審

議するかといったら､もしかしたらしない｡

この条文を素直に見たら議会が必ず審議すると書いていないので議会で審議しなくてそのまま直接住

民投票にかけるというのを､もしかしたらこれから導き出せるのかなと思って｡それでより住民投票の

の可能性が広まっているって､かえって考えにくくなってきたんですけども､基本的にこうなってくる

と最終的に住民投票ですべて決着するとやった方がいいのかなという気がしてきます｡要するに議会の

審議っていうことで必ず前置しなくても､発議権というのはそのまま改正案を住民投票に付す権利､議

会の役割は議会の審議を通して､そして争点が明らかになってきて､しかも議員がいろいろ説明してリ

ーダーシップを発揮してくれるのを期待していたんですけれども､住民投票に直結するような道筋を開

くっていうのはどうでしょうかね｡

時期は選挙にあわせるんですけども､今までなんとなく考えていたのは､必ず議会での審議っていう

のは前置して､それから議会が提案するという仕組みですね｡要するに現行の地方自治体でやっている

住民投票でやっていたわけですよね｡それを前提としないで住民が発案してそのまま改正案徒して住民

投票に付すと｡だからもしかしたら住民投票が三案出てくる｡三者択一にしないといけないでしょうね｡

だから僕らは､意見を議会で集約して､固まった案を一つだけ出すというのが普通かなとは思ったんで

すけども､高良先生のを読むとそうではなくて住民が直接出した案に対して住民投票に付すという--

高良 法和 :

今のお話だと､普通の一般の住民としては何処が争点で､それを変える事で何が良くて何が悪いのか

ということがはっきり分からないので､一度議会とかで専門の方が話し合ったほうがやりやすいかな

と････

曽根 浮 :

極端な住民からの提案があった時にはその方がいいかもしれませんね｡

中嶋 栄子 :

議会の審議を通す前提としては､議員がリーダーシップを発揮して､ちゃんとそれを審議してくれる

ということが前提にならないといけないと思うんです｡現時点でそういう議員さんはもしかして少ない

のかなという気がします｡審議するにも議員の方々の問題意識､リーダーシップが前提じゃないと難し

いなという気がします｡

曽根 浮 :

議会の役割をどう見るかなんですけど､この基本条例の中で位置づけている議会の役割であれば､そ

ういうことは起こらないような気はするんですよね｡ただ､現実を規制するための条例だということか

ら考えれば処置するということもあるかもしれないんですけど｡
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中嶋 栄子 :

二つOKっていうのはどうなんですか? 例えば､一つは直に住民投票にかける｡もう一つは議会で

審議をして､その審議の結果が否決であれば住民投票にかけるという二つの案はどうなんでしょう｡

佐藤 学 :

基本条例の改正だから､条例全体との整合性を考える必要があるのでは?住民発議があってすく1受票

してとなっちゃうと,全体として困る事も一杯でてきゃしないかとO

前にも話したんですけど､アメリカは住民投票を直でやっちゃうので､そうすると矛盾した条例が通

っちゃうことがあったりするんです｡だから今､中嶋さんが仰っていた話からすると､逆のことだって

ありうるわけです｡これは根本の基本条例を変えるという話の住民投票なので､審議することに一段落

置くことに意味があるんじゃないか｡もう一点は､議会があることを想定しているわけですよね､この

基本条例でも｡そうだとすると､その議会にちゃんと仕事をやらせること､あるいはちゃんと仕事をや

っている議会を想定するはうがいいんじゃないかと｡だから私は議会をとばしてというのはちょっとど

うかなという気がします｡

仲村 未央 :

いま想定されるのは議会の意思と住民の意思が違った時にどうしようということが想定されるんです

けれども､逆に議会の意思と住民多数派の意思が一致する場合もあると思うんですね｡そういうときに

少数派の意見というのは何処でも反映されないのかとなると､やはり切り捨てで､5･5対4･5ぐら

いの､そういう半数の微妙な結果が出た場合､その他の意思というのはどのように反映されるのかなと

いうことが問題になる｡いきなり住民同士にボンと投げちゃうと､私たちが勝ったから負けた人はさよ

ならという状況を作りかねないんじゃないかと､だからやはり議会の中で双方のメリット､デメリット

を議論する｡もし通った時には､こういう状況になるとか､通らなかった時にはこうなるとか｡けれど

も､本来､賛成､あるいは反対をしている人たちがどういうことを訴えたかったのか､何を反映させた

かったのかを議事録に残し､これらの意見を全部ばっさり切ら捨てたものではないのだと､この部分に

少数派の意思も反映されているという話し合いが議場の中で起こることが多分に望ましくて､そういう

整理を通して付されるのであれば議会の役割というのが出てくるのかなと思います｡

中嶋 栄子 :

通常の住民投票であれば､行政側も積極的に住民投票にかけるテーマに関して､勉強会を設ける､説

明する場を設けなければいけないんですよね｡ですから､その時点で住民同士が話し合いもしますし､

情報も公表されますし､住民同士が勉強して議論しあえるのではないかと思うのですが､どうでしょう

か｡

曽根 浮 :

その努力はしないといけないと思うんだけど､いろいろ聞きながら思ったのは､例えば住民の方で同

じ条文に関して対立する意見が2つあると､それを結局は折り合いがつかないから発議して住民投票だ

という話になってしまうと､さっき言われていたように､やはりどちらかの意見を議論なしに投票だけ

で決めてしまうことにならないかなという気がするんだけど｡

275



佐藤 学 :

あるいは誰か言っていたかも知れないけど､矛盾するものが通っちゃう事がありうるわけですよ｡文

言をどう善くかという話で､パッと見た時には矛盾が分からないみたいな｡あるいは実際に投票率がど

うなるかと考えた時に､改正の投票率って相当低いんじゃないですか? そうするとちょっとした間違

いで､二つ発議があったとしたら､二つ相矛盾するものが両方通っちゃうような事もありうるだろう｡

だからこれはどこかでちゃんと整理しないとまずいのではないか｡議会がその仕事をきちんとするとい

う形を考えたいです｡

曽根 浮 :

そういうように議会に信がおけるかっていうことですよね｡それを信じないと民主主義が成り立たな

いですよね｡

島袋 純 :

いろいろ可能性を考えて議論を聞いていたんですけど､やはり今傾いている意見はまた後で誰かの意

見を聞けば変わるかもしれませんが､議会で改正案の具体的な中身を検討してから､そして原案を住民

投票に付すというやり方がいいかもしれないので､それで住民投票によって可決されると｡基本的にお

そらくこの基本自治条例が通る時もですね､議会の議決で決まるはずなんですよね｡議会の議決､更に

プラスアルファ住民投票ということなんですが､発議権というのはもう住民投票の発議権ではなくて条

例改正の発議権という発想で､それで議会に対して提案すると｡議会が原案を審議の中で作っていく｡

そして最終的に住民投票に付すと｡それで議会の修正案がおかしいような状況になれば､その時に住民

は議会に何らかの圧力をかけられるという形でおいといたほうが､スムーズに受け入れられるような気

がしているんですが｡

曽根 浮 :

そうですね｡そこでもしかすると選挙が同時っていうのは住民側にとって意味がでてくるんだろう

と｡つまり､そういう矛盾を起させないためにはちゃんとした投票行動しないといけないという中で､

やはり一義的な利害ではなくて､中身を考えて選挙もするし､住民投票もするという仕組みを作るんだ

ということですかね｡

島袋 純 :

僕は別に住民に直接発議権があるということ､議会に対して直接住民から発議できるという仕組みで

問題ないと思います｡

前城 充 :

発議して､例えばアメリカの議会とかだったら住民が来て､思いのたけを喋って､議員を説得します

よね｡そういうのができるということですかねO自分たちで条例を作って､その条文というのはこんな

意味だよと｡裏にはこんな膨大な根拠があってこの一文に入れているのですよということを､直接議員

に説明することができるのかという点はどうですか｡
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島袋 純 :

これは地方自治法上､今の議案の発議に関しては議員と首長ですよね｡だから住民に直接発議権が地

方自治法上､現在のところ法的には与えられていない｡それで必ず首長とかが発案､発議して､それで

議会でいろいろやっていると思うんですけど｡これを住民に直接発議できる権限を与えるということは､

自治基本条例上できるんじゃないかと僕は思っていて､それで住民の発議に関して､ここでは住民と書

いている限りには､住民の何分の何じゃなくて､住民一人ひとりに発議権があるということを想定して

いるんですが､もしかしたらこれは議会､議員の権限と抵触しますかね?あるいは首長の権限と｡住民

一人ひとりが発議権を持っているという意味と捉えたいんですが｡

法定協議会の設置は住民の6分の1の署名により発議ができる｡普通は何分の何､何分の何というの

があって首長の発議権を利用してやる住民投票に関しましては､50分の1の署名で首長に持っていく

ことができるわけですね｡

曽根 浮 :

大きな意味では､発議権はみんなにあると､ただし､議会で議論をして原案を作って住民投票が最終

的な議決を行うという､いろいろ問題はあるかもしれないけど､それを選挙と同時にやると｡それは今

大枠としていっていますので､とりあえずその実で作るようにします｡ただ､いまいろいろ決め切れな

かったようなことは､もう一度機会を設けて最終的にそれでいいのかというところを少し考え整理して

やるということでそうでしょうかね｡

住民投票との関係もあると思うんですよ､これに限っては一人でも発議できて直接もしできるとした

ら､この条例の改正だって言って､埋め立て反対条項を入れますというような発議をしますとか一人で

するとかですね｡そういう使い方も出来るようになってしまうと思うので｡いい提案ならいいけど､悪

い提案の場合もあるわけですからね｡

では､終わります｡ありがとうございました｡

② 前文 ･総則

1)前文

仲村 未央 :(報告)

【読み上研

一モデル条文一

･ わたしたち住民は､住民一人ひとりがまちづくりの主役であることをここに宣言します｡わたした

ち住民は､住民の総意として自治体が存在することを確認し､自治体の主権者として､まちの最高

法規である自治基本条例を定めます｡

･ わたしたちは､いにしえより育んできた自然 ･歴史 ･文化 ･伝統を尊重します｡また､去る沖縄戦

の経験から平和への思いを共有します｡

･ わたしたちのまちは､平和 ･希境 ･歴史 ･共生のまちであり､理想の実現に向けてわたしたち自身
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がたゆまぬ努力をしていきます｡

･ この条例のもとでは､誰もが等しく基本的人権を保障されます｡

･ わたしたちは､この条例に生命をふきこみ,このまちの自治の成長をめざして惜しみない努力をし

ていきます｡

ということでこれがワークショップでできたモデル条文｡そして西原町の中央公民館で一般の方々を

交えて行った報告会の方では以下の2つが加わっています｡

ー02年度 ･成果報告ワークショップ@西原町中央公民館での追加意見一

･ 住民一人ひとりのふれ合い､支え合う心こそが､自治の基盤です｡

･ わたしたちは､安全で安心して暮らせるまちをつくります｡

【解説】

沖縄は半世紀前､国内唯一といわれた地上戦であまりに多くの人命を失い､貞重な自然や歴史的､文

化的遺産を損なってきました｡(戦後は､20年余の米軍統治を経て施政権を回復し､自治の基盤を築い

てきました)

わたしたちはその経験の上に､平和と自治の尊さを学び､世界中の人々が共に支え合って生きること

を理想としています｡

わたしたちは､誰もがまちづくりの主役です｡

わたしたち住民は,まちにかかわる現在 (いま)と未来のことを自ら決定する自治の主体であり､そ

の権利と責任を､この ｢自治基本条例｣に定めました｡

この条例の下で､住民は等しく基本的人権を尊重され､年齢や性別､職業､国籍､人種､宗教などい

かなる理由によっても､その権利は侵されません｡

わたしたちは､一人ひとりが自らの自由な意思で､まちづくりについて発言し､決定に参加し､行動

することで､この条例がまちづくり全体を貫く精神として育まれるよう､不断の努力を続けます｡

次に用語の解説なんですが､ここがとても肝心になってくるのかなと思っているところです｡

【用語の定義】

◇ ｢住民｣･･ まちに住むすべての人々 (総則4に規定)

※これについては引き続き前城さんの方で総則の部分で出てくるんですけれども､一応

前文の段階では "まちに住むすべての人々"ということに今とどめておきます｡

◇ ｢まちづくり｣･･まちの建築物､土地利用などの外形 (ハード面)及び､制度の整備､運用の内面

(ソフト面)等､まちに関わるすべてのことについて､それをつくっていく過程 (『まちづくりに参加

する権利』で定義)

◇｢まちづくりの主役｣- まちづくりにおいて､自らの自由意思で行動し､決定に参加し､自治の権

利と責任を負う主体

◇｢自治｣- まちづくりにおいて住民一人ひとりが自ら考え､行動すること

◇｢自治体｣- 一定の地域を基礎とし､その地域内における住民を人的構成要素として､その地域内
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の行政を行うために自治権を行使することを目的とする法人

※ これは私の方も勘違いしていまして､これは地方公共団体のほうから解説を引っ張って

きたんですけれども､ここでいう自治体と､この今提起がふさわしいのかなということで疑問を持ち

ながら提起をしておきます｡

◇｢最高法規｣- 個別条例や基本構想の上位に位置し､名実ともに自治体の最高条例とする考え方(『ニ

セコ町まちづくり基本条例の手引き』より引用)

◇ ｢基本的人権｣- 住民一人ひとりが生まれながらに持っている自らの生命､自由,財産を確保する

権利 (『基本的人権を守る権利』で定義)

一検討課題

①モデル条文が､他の条文と同じく箇条書き形式になっている｡前文として適当か

※これは前文の形としては､他の参考になる生野町とかニセコ町とかのを見てみると､文章になって

いるんですけれども､私たちの条文ではこういう箇条形式になっているので､それが今日､更に私の

方で提案している解説をつけてこういう形でいいのかということ｡

② ｢住民｣については､『まちづくりに参加する権利』で､｢参加｣より ｢決定｣の範囲を狭めたが､前

文､総則において､どう定義するか

※ ｢住民｣については､『まちづくりに参加する権利』の時に､｢参加｣より ｢決定｣の範閲を狭めた

経緯があるんです｡というのは､当該地域に住む住民は ｢決定権｣を持つけれども､まちに関心のあ

るすべての人々は､｢決定権｣はなくて､｢参加｣意見を言うとかについては開かれているというよう

な範囲を議論した経過があるので､これを先程の定義の所で ｢住民｣というものを前文､総則におい

てどう位置づけていくのかということで問題提起をします｡

(卦ワークショップでの追加意見を加えることについて

※解説の中にそういう意義を含んでいるつもりなんですけれども､これをまた条文の方の箇条書きの一

項目､一項目として追加する方が良いのかということと､後は他の条項に落としこめるものなのかと

いうこと｡

④復帰による施政権の返還､自治権の回復については､あえて前文及び解説に入れる必要があるか

※ これは解説の2行目の方でかっこの中に､"戦後は､20年余の米軍統治を経て施政権を回

復し､自治の基盤を築いてきましだ'ということをあえて入れたんですが､実はこれについては前文

を議論する時には全く議論がなくて､ただ今回前文をどういうふうに位置づけていくかということを

考える時に､どうしても前文というのはこれまでの自治の実際の取り組みの中で､今回この条例が必

要になった｡これを体系的にこういうふうに条例にしようということの根拠があってできるという形

が理想かもしれないんですが､私たちの今やっているのはあくまでモデル条例で､こういう条例をも

った自治体が実際に誕生することを願って作っている部分があるので､前文のその箇条書きの部分で

も "自然､歴史､文化､伝統"とか､"平和､環境､歴史､共生のまち"とかそのキーワードになる

部分を何処のまちを設定してやったらいいのかよく分からなかったんですね､ただ沖縄県のモデル条

文､条例という場合には､こういう自治とのかかわりでいけば､この部分は共有できる部分なのかな

と思って､一応提起してあります｡

では､次は ｢総則｣お願いします｡
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2)鮎 rJ

前城 充 :(報告)

【読み上I刀

1､この条例は､主権者である住民の権利と責任を明らかにし､住民主体のまちづくりと自治を実現す

ることを目的とします｡

2､(住民､)諌会及び行政は､他の条例 ･規則等を設け､実施する際に､この基本条例を尊重し､体系

化を図らなければなりません｡

3､この条例の前文の基本精神は､各条項の解釈や改正案の検討の際に生かされなければなりません｡

4､住民とは､わたしたちのまちに住むすべての人々のことであり､年齢､性別､職業､国籍､人種､

宗教等をいっさい問いません｡

では解説に移ります｡

解説は未央さんが ｢前文｣の方で解説されたことを解説するところもあります｡それを私の方で読んで､

更に落とし込んだ解説になっております｡

【解説】

現在のまちづくりは､主に行政が主体となって進められており､重要な計画などを作る場合でも､行

政や専門家が主導することが多いのが現状です｡住民もまちづくりに参画するという意識が充分とは言

えず､行政も住民の参画を積極的に進める姿勢が充分ではなかったと思います｡

さまざまな公共課題の解決は､本来､住民が日常生活の中で自らが主体的に行なってきた仕事であり､

相互扶助の中で培われてきたものです｡しかし､行政が公共サービスの名の下に､本来住民が担ってき

た仕事を住民のニーズ等の名の下に引き受けてきた歴史があります｡このことによって行政は肥大化し､

公共課題の解決はそもそも行政が行なうものとの錯誤が生まれてきました｡

本条例は ｢まちづくりの主体は住民である｣との住民自治の原点を立法事実とし､住民と議会､行政

の役割を明確にし､住民主体のまちづくりと自治を実現するために制定するものです｡

本条例は､個別条例や基本構想の上位に位置し､名実共に自治体の最高条例です｡住民､議会､行政

は他の条例 ･規則等を設け､実施する際に､この条例を最大限に尊重し体系化を図らなければなりませ

ん｡また各条項の解釈や改正案の検討の際には､前文の基本精神が生かされなければなりません｡

2条の解説がここで抜いてあるのは､｢前文｣の方であったということがあって､ここは条例の内容自体

も解釈を必要としないかなと｡あと追加で解説が必要であれば皆さんの意見を聞いて入れていきたいと

思います｡2条の方で ｢住民｣と入れた関係上､解説の方にも ｢住民｣を意識して文言は挿入してあり

ます｡

島袋 純 :

｢前文｣と ｢総則｣基本的に何が違うかというと､｢前文｣というのは自治をこういう姿勢でやってい

く､こういうふうにやっていくという住民の決意みたいな部分で､非常に重要で地方自治体ごとに特色

がでる魂みたいな部分とよく言われるんですけれども｡問題は法律あるいは条例の中での位置づけ､役

割です｡｢前文｣は裁判規範との問題で規範性を大体の場合において強く持たない精神的な部分なんです｡
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それに比べて ｢総則｣､実を言うと ｢総則｣からが条例のまさしく裁判規範を持つ中身というか条例本

体そのものになってくるわけです｡条例では､｢総則｣のほうが基本的に第-条になり､まず条例の目的

を明らかにしていて､それから二番､三番でこの条例に基づいて何が行われるのかというのを具体的に

書いてあって､それから四番目に主体の問題を書いてある場合は多いのです｡ですからこれすべて ｢前

文｣と違って明らかに裁判規範性というか､拘束性を持つものだと思うんです｡

例えば､総則二番の文から何が発生するかというと､すべての条例が自治本基本条例に基づいて整合

性を持って制定されなければならなくなるということになります｡環境基本条例､ハードの面のまちづ

くり条例とか､さまざまな条例あるいは計画とかいろんなものができるかもしれませんが､すべて自治

基本条例との整合性､自治基本条例の中にあって体系が図られているということが必要になり､もうこ

れで規範性を持つわけです｡｢前文｣でこういうことは出来ないわけです｡｢総則｣でこれを書いておか

ないと自治基本条例の目的が分からなくなるわけですよね｡ですから､そういうことを書く｡

それから更に三番は､基本精神は基本精神で独立して置いてあるわけではないということです｡こち

らに三番の文章を置くことによって ｢前文｣を自治基本条例あるいはその他の条例の中にも活かしてい

きますよと書いてあるのですね｡この文章がない場合に特に､今までいろんな裁判で､日本国憲法の前

文が裁判の規範性を持つか持たないかで争ってきたのですけれども､結局全部がお飾りとしか言われな

くて裁判の規範にならなかったわけですね｡ですがそれはおかしいのではないかということがあります｡

モデル条例の前文というものは確かに裁判規範にはならないかもしれない､けれども､単に書いただけ

じゃなくて､この精神は基本的に自治基本条例の魂であって､どうにか規範性と拘束性を､あまり拘束

力を持たないかもしれないですけど､この一条､この文章を入れて強めておこうという話になったので

す｡

｢総則｣というのは､通常､さらに言葉の定義､つまり ｢住民｣とは､とか ｢自治体とは｣というよ

うに定義が続きます｡ようするに条例とか､この基本条例を実質的に動かしていくにあたって一番基礎

となる言葉の定義ですね､これが実を言うと大体のところ並んでいるのです｡ただ我々が定義をやって

いくといつまでたっても話が終わらないこともあり､定義は最小限にして､実際に市町村が自治基本条

例を導入するに当たって､その市町村独自に定義というものを考えていただければいいのではというこ

とで､定義を条文の中に載せるのは最小限にするという話になったわけです｡

｢総則｣と ｢前文｣と非常に似ているような部分ですが､基本的に役割が違います｡その部分が解説

に出ておかないといけないわけですね｡ですから解説文の一段落目よりも､二段落目がまず非常に重要

で､それからやはり ｢住民｣という定義は ｢前文｣にも入っているのでここにも入れていいんですけれ

ども､4番の ｢住民｣に関してはもうちょっと ｢総則｣のなかで解説する必要があるのはないかという

気がします｡

それから二番に =｢住民｣とは'と､確かに入れた方がいいという気がしたのですが､やはり"自治体

とは何が'とここで議論して､我々の中で "自治体"という時には新崎さんが言ったような定義にする

のか､何かある程度話し合って共通認識ができているほうが良いのではという気がしました｡それをな

るべく解説の中に書いていくという作業が必要だと思います｡

佐藤 学 :

定義ですけれど､いつも話がまとまらなくなっちゃうのですが､どうするんでしょうね｡これしない

といけないわけでしょ｡これはずっと先送りでしたが､でももう送る先がないのでどうするんでしょう｡
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だけどここをちゃんと書いていないことには条例にならないんだろうし､いま､定義で時間を使っちゃ

うぐらいのつもりでやるとか｡

島袋 純 :

末央さんが2ページ目にいろいろ定義を出していますね.これらについてはやはり少し詰める必要が

あるのではないかという気がします｡それで用語の定義について､基本的に ｢前文｣と ｢総則｣でこの

用語の定義を使い分けて行ってもいいかなという気がします｡後でどこにはめ込んでいくかというのは

議論すると思うのですが｡｢住民｣とは､｢まちづくり｣､それから ｢まちづくりの主役｣､｢自治｣､｢自治

体｣､｢最高法規｣､｢基本的人権｣これなどについて最低でもとりあえず何らかの話し合いが必要ですね｡

おそらく､末央さんの解説部分はそんなに問題ないと思います｡あと､前城充さんの解説の上のほう

の文章の方は､少しだけ違和感をもつことがあるとすれば､そもそも行政サービスというものは､行政

が別に最初からあって､ポッと降ってきた湧いてきたのではなくて､相互扶助の中で培われてきたけれ

ども､その相互扶助を組織化したものが行政であるというところですね｡"相互扶助で培われてきたもの

です"で､"行政が肥大化されで'とこっちは切れているので､相互扶助の組織化､それを組織的に体系

的に行うのが行政であるということだと思います｡

=ニーズの名の下に住民が引き受けてきましだ'と書いてあるのですが､行政が公共サービスの名の

下に引き受けてきた中で住民のニーズとして明確化され､行政需要としてそれを組織化して供給するも

のが元来行政であるべきだと思います｡しかし､行政と住民が乗離して､しかも行政が国から多くの仕

事を押し付けられる､福祉国家､行政国家という現象のもとに行政が独自に､主体的に､中心的になっ

て肥大化してきて住民の相互扶助の体系を奪ってきたっていう部分があると思います｡したがって､相

互扶助の組織がそもそも行政であるっていう部分を書けばいいのではないでしょうか｡いずれにせよ解

説文章はそれほど問題ないような気がするのですが､定義の問題です｡

それで今回特に重要なのは､｢自治体｣､｢住民｣､この二つは前から先送りになっているので､今日は

最低でもこの二つを何らかの共通認識が必要だと思いますが､どうでしょうか｡

それで一つまず ｢住民｣からスタートするとすれば､｢住民｣を本当に幅広く定義しようということだ

ったのですが､考え方としては ｢利害関係人｣の適用という発想の仕方｡結局適正手続に関する利害関

係者が当然にその手続きに関して参加する権利ですね｡例えば､タクス･ペイヤーであるから意見を言

えるとか､そういうのがあるんですね｡｢住民の｣範囲を ｢利害関係人｣という規定の仕方で規定する仕

方です｡

それからもうーっ違うのは､｢住む｣人の ｢住む｣とはどういうことかに関わります｡部分的な発想で

いえば ｢住民票｣という行政の登録をしているということですね｡これ実を言うと ｢住民登録している

人｣と ｢利害関係人｣というのは微妙に違うのです｡それから ｢通りすがりの人｣もいろいろ度合いが

あって､毎日通りすがっている人もいるだろうし､本当に時たま通りすがっている人もいるだろうし､

分け方が関心を持つ主観的な分け方､それから現実的に利外関係を持っているという客観的なもの､そ

れから住民票という物理的な手段｡客観的な要件､主観的な要件はいろいろあると思うのですが､これ

はとりあえず ｢住む｣という言葉で規定しているので ｢住む｣という言葉が､どういうことを意味する

のか問題になったわけですよね｡｢住む｣という言葉をなるべく広く適用しようということで､住民票と

いうことに限定しようということではなくて､私たちは利害関係のことは述べなかったわけです｡まず､

利害関係があるかないかに関わらず､｢住む｣ということをなるべく広く解釈して住んでいる人を｢住民｣
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としようと､これで一応話はまとまってはいます｡

しかし､そこで定義された ｢住民｣ということと､それから ｢住民投票の主体｣あるいは ｢前文｣に

よる ｢主権者としての住民｣これがどう一致するのか､ずれているのかというのが問題で､これは4条

で出した ｢住む｣ということ､｢権利者としての住民｣ということが必ずしも一致しないので非常に頭が

錯乱してしまうわけですね｡ここをちょっと整理していきたいということです｡

｢4条の住民｣と ｢前文の住民｣と ｢住民投票の住民｣と全部違うのか同じなのか､統一する必要が

あるのかというのがあります｡理想的にいえば ｢住民票｣で統一すれば本当にすっきりして､こんな議

論は一切しなくていいということで非常に分かりやすくなりますが｡｢住民票｣を持つということで統一

していいのかどうなのか｡これは時代にあっているのかという問題もありますね｡なんか合っている気

がしないので､だからこそこれだけ苦しんでいるということです｡だからまず我々の普通の今までの日

本の行政のあり方だったら ｢住民票｣を持つものが ｢住民｣であるという最低限の規定だと思うんです

けど､これから更にどうこれを拡大していくか､どう定義づけしていくかというのを考えないといけな

いと思います｡

仲村 未央 :

｢まちづくりに参加する権利｣の時にかなりこの ｢住民｣について話があったかと思うんですけど､

その時にはその権利とか義務とかあるいは参加とか決定に関われるのかというところだったんですが､

このモデル条文で考える時に､私たち住民は､住民一人ひとりがまちづくりの主役であることをここに

宣言しますという場合の､このまちづくりの主役にどの範囲までを ｢総則｣の四項でいうすべての人々

に適用できるのかっていう所でまずひっかかったんですね｡つまり､参加と決定を分けた場合に本当に

｢総則｣の四項で言うような､こういう住民すべてが等しく権利を保障されるのかどうかという最初で

ひっかかったものですから､これをどのようにしたらいいのかなということですけれども｡

曽根 浮 :

この基本条例を最初に読んだ時に､住民を広義に捉えている所が一番いい所でそこに魅力があるんだ

ろうと思ったんですね｡確かに住民を限定しないと難しい部分はいっぱい出てくるけど､ここがポイン

トだと思うんですよね｡

住民を広義に捉えてそれをどう本当に住民としてまちづくりに関わってもらうかという努力をすると

ころに､自治体の独自性とか個性が生まれてくる｡例えば､住民投票も20歳以上の有権者ということ

ではなくて､18歳以上とか16歳以上とかあるいは外国人の人､あるいは通勤で来ている人まで広げ

ようとか､いろんな仕組みを工夫していくためには､住民を広く見る精神が必要なのかなと思うので､

自分の意見としては ｢総則｣の4で書いてあるものを｢住民｣として問題ないんじゃないかと思います｡

前城 充 :

今で､ここで論点になっているのが､参加する権利のところでその4条の ｢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｡｣を､どのように捉える

かということです｡あの時､この4条に関しては利害関係がある人は当事者として関わることができる

とこの場で確認されました｡その当事者というのは住んでいるという枠を超えて､このまちに関わるこ

とのできる他の専門家が来て話をして､住民に情報を伝えることができますよという解釈だったですよ
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ね｡しかし決定に関しては住んでいるという条件ですと｡これはもう制度上仕方ないのでここまでは変

えられないからという解釈だったのかなと思いますが､私はその時納得したんですね｡曽根さんが言っ

たように､この ｢総則｣に書かれているのはこの条文の通りに理解していいのかと｡新たな論点は何で

すかね｡どんな所を議論すればいいのでしょうか｡

島袋 純 :

できるだけ幅広く解釈しようということで､この ｢住む｣という具体的な中身ですよね｡まずこれを

｢通う｣という点で捉えると､私も西原町に住んでいることになるわけですよね｡毎日10時間は琉大

(西原町所在)にいるわけですから｡まず ｢住む｣という言葉の定義､それから ｢住む｣の中でもいろ

いろレベルがあるので､住民票を持って住んでいること､それから国税調査レベルで住んでいるという

こととなどです｡

それからもうーっ重要なことは､｢利害関係者｣というのは特にこっちに事業所があって､オーナーで

あんまり通わないけど税金いっぱい払っているというような人でも多くいるわけです｡この前言ったよ

うに法における利害関係人の意見聞き取りの義務という原則があるんですよね｡そういった場合にそう

いう人たちにも､税金を徴収するんだったらタック･スペイヤーとして意見を言う権利というのが､ア

メリカ的な発想の仕方です｡

ただ､これについてはおそらく正式に話をして合意をされたことではなくて､事業所がある人が法人

税を払っているから意見を言う権利があるのではないかということは言ったのですけども､利害関係と

いう言葉をキーワードにして､大きいタームにして作らなかったのです｡やはり ｢住む｣っていうこと

に限定しようということだったので､おそらく可能性としてはそういった利害関係者を入れてもいいか

もしれませんけども､今までの我々の合意のなかではとりあえず､｢住む｣という言葉の定義をどう捉え

るかによって ｢住民｣っていうのは住んでいるということに絞っていくことに合意されたと思います｡

利害関係人や他の視点もあるのですが､とりあえず ｢住む｣ということに限定することはできるかなと

いうことです｡これはある程度､共通認識を得た方がいいのではないかと思います｡

佐藤 学 :

なるべく広くかけていって､制限をかける条件は後で対応していくということで､合意はあると思う

のです｡しかし､指摘があるように､条例として､法規としてがっちりしていなくて本当にいいのかと

言われると大変不安になるというので､先送りにしてきたのが実情だと思うんですよね｡そこのところ

が実際分からないので｡何処まで厳密に規定しなきゃいけないのか､運用の上でその時に任せるという

形で大丈夫なのか｡私たちが作ろうとしているモデル条例として､何処まで法規の上で要求されるのか

という判断がつく人がいないので困っているのだと思うのです｡なるべく広くっていう精神を盛り込む

っていうことに関しては合意しているのだけど､本当にそれで大丈夫なのかといわれると､大丈夫です

と言い切れないので､悩んでいると思います｡BBSへ書き込みで､この文言というのは細かい所を突っ

つかれるんだという話を読むと､またびびるわけで｡一方､これをモデル条例として､本当にそのまま

条例に各市町村ができるようなものに作ってはいけない､作る必要ないっていう考え方があります｡こ

れは前津先生の意見だったんですけども､そういう出来合いのもに作る必要はないんであって､私たち

としては､あくまでも方向性を示すもので充分であり､またそれが役割じゃないかということをおっし

ゃっていました｡それはそうかなと｡ただ､あくまでもこれをモデル条例として作るとなると､そうじ
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やいけないのかもしれない｡どこまで作業するのか､そこが問題だと思います｡

島袋 純 :

沖縄の普通の考えからすると､共同体意識があって､例えばヤンパルなんかであることなのですが､

名護市民として住民登録をして住民票を持ってはいますが､｢まち｣という地域共同体の構成員ではない

と､構成員とみなされない人がいっぱいいますね｡外から引っ越してきて名護のある部落に住んでも､

名護市の市民あるいはまちの共同体構成員とはみなされないという雰囲気､ニュアンスというのは分か

りますか｡そういうのがあります｡

だから今､これを市に落とす時にどう考えるかっていうと､主権者である町民の権利､町民､市民､

村民とかいう言葉を遣い始めると思うんですけど､その時に､ようするに町民とか村民の中には一昔前

の言葉でいう ｢寄留民 (きりゆうみん)｣と呼ばれる人もいます｡共同体の構成員とみなされないで入れ

ない人々ということですね｡

例えばひどいのは､今での現実にあるのですが､自治会 ･部落会に参加しない人には市の広報さえも

配らない､市の情報も全然来ないということですね｡寄留民には公民館も貸さないというのが普通にあ

るわけです｡

だからそこで,そういう市や町というのは実は共同体であるという発想が非常に重要ではあるのです

けど､その共同体の構成員はそこに住んでいる人皆が構成員にならないといけないという気がしていま

す｡どうにか ｢住民｣あるいは ｢住んでいる人｣というのが全面に出るようなものにして､他の市町村

から移った時にも､｢住民｣ということが消えてなくならずに住んでいる人たちが構成員である共同体に

するということです｡出身､門地､血縁､血筋に関わらず､住んでいればそのまちの共同体の構成員に

なると､それを書き表さない限り､地域での自治の再生はうまくいかないという言う気がします｡

ですから､基本的に ｢住む｣という言葉にこだわって､これを町民として変えて落としたときに､｢住

んでいてもまちの共同体､市の共同体の構成員とみなさない｣という現状よくあることを阻止するとい

う役割があるのではと思います｡

前城 充 :

純さんが言ったことを解釈で落とすとしたらどんな文言で落としますか? 先程言ったような ｢働く

人｣とか､｢学ぶ人｣というのは言葉ですぐ分かるのです｡だけど根深い内容がバックにあるようなもの

を言葉で落とすとしたら､どうしましょう｡あえて落とさなくて ｢住んでいる｣ということだけでそれ

を説明するのか｡

島袋 純 :

この "年齢､性別､職業､国籍,人種､宗教等をいっさい問いません｡"ということを書いているので

すが､これはやはり解説文の中で解説文章を作って､そのまちで生まれ育ったか､あるいは今来たか｡

そういう筋を問わず､｢まちに住む人すべてを意味します｣というような感じですね｡

島仲 徳子 :

私もその通り"私たちのまちに住むすべての人々日でいいと､そうあらねばいけないと思うんですね｡

住民票､住基登録しているとか､していないとか､ここの出身の人とかそうでないとか､そんな古い村
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意識に基づいたような分け方というのはおかしいと思うんです｡ただはっきりしないといけないのは､

住民投票がありますね｡つまり住民投票というのがなければこのままでも何の問題もないと思うんです｡

｢住む｣ということがどういうことなのか､私が今住基に登録していようが､していまいが関係ないと

いいましたのは､生活をするということは､そこの地域の構成員で､寝て起きて食べてそこで買い物行

ったり､一緒にPTA活動したり､公園の掃除をしたり､あるいは一緒にパーティーをしたり､まさに関

係ないんです｡登録していようがしていまいが｡お金も使っているし､交流もあるし､これで ｢住民｣

なんですね｡

ただ､この住民投票があってこの地域の重大なことを決定する時に投票によると､票がほしいという

この行為の目的のためによその所から､何かの命令でバーつと動員して､1日でも2日でも3日でもこ

こに居れば ｢住んでいる｣という解釈が成り立てば､これはちょっと考えなければいけないんじゃない

かという気がするんです｡ですから､皆さんの頭を悩ませていると思うんですけど｡それで､1週間こ

こに住基関係なく､ここのアパートに集団で移り住んで住民投票の日に間に合わせて居ましょうと､私

たち住民ですから,住んでいますから､住民投票ができるということになれば､非常に重大なことにな

ると思います｡私も住民投票がなければもうオープンでいいんです｡これ本当に役所に行って登録しよ

うがしまいが､住民なんですよね｡一緒にまちを作りましょう､まちづくり計画に参画しましょう､市

に要請しましょう｡だけどやっぱり問題は住民投票なんです､以上です｡

仲村 未央:

今の島仲さんの点なんですけど､住民投票の時にある程度合理性をもって､制限をして投票権を持

つ人､持たない人を区別すればというような議論もあったんですけども､そうなった時にその合理性が

ここに誼うような精神を活かしきれるものなのかというところが引っ掛かるわけです｡その ｢総則｣の

4で､"わたしたちのまちに住むすべての人々のことであり､年齢､性別､職業､国籍､人種､宗教等を

いっさい問いません｡"とこれだけ高々にその ｢総則｣で書いたあることが､例えば住民投票というシビ

アな時に制限をされる時に､この精神を本当に活かしているのかどうかっていうような､突き詰めると

どうかなと思うんですけど｡

それと､鈴代さんもし意見があればお尋ねしたいんですけど｡アメラジアン等の問題､教育とかの関

わりもあるかと思うんですけど､その国籍というのはかなり沖縄でもあるかと思うんですがその辺は何

かご意見ございませんでしょうか｡

高里 鈴代 :

国籍を問わないということだから､みんな包含されると思うんですね｡というのは､アメラジアンと

言ったんですけど､今でも沖縄に住んでいても米軍の地位協定の持っている子どももいて､その子ども

の場合には､従来は児童扶養手当からも逆に排除されていたんです｡最近はそういうものもキチッと入

れるようにしていますよね｡ですから法律で現にそこに住んでいるのに､その子のもっている法的な地

位というものが日本の従来持っている隣の子どもとはまた違う､排除というか別の権利を持っているわ

けですけれども､そういうようなものを全部含めて国籍､人種を問わないということで明記しているの

で入ってくるというのでいいと思うんです｡

ただもうーっ､私は別のもので疑問があるのは､例えば住民投票で問いたいような中身でも､そこに

住んでいる人だけですべていいのだろうか｡例えば今西表の問題がありますよね｡そういう問題がだて
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きた時に､その裁判の原告にはその地域の人以外にも､外国の人にもなってもらおうという呼びかけな

んですが､現にこういう大きなリゾートホテル建設というようなことがきた時に､多分小さな地域のマ

ジョリティーは逆にそれは賛成だと言っていても大きな問題が提起されている時に逆にそれに対して言

えるのは､本当にそこに住んでいる人だけで､これは環境の視点から考えるとその地域だけの問題を超

えているようなのがあるときにですね｡だからそういう意味ではそこに住んでいる入っていうこと大前

提とはとっても基本で大事なんだけど､今度はそこに限定されて固執されると逆に弾き飛ばされてしま

う大事な問題も生じてこないだろうかということも感じますね｡

それと､例えば私は反戦地主なんですが､普天間に何十分の-かの､ハンカチ以下の土地を持ってい

るんですが､例えば普天間の後利用時には私はそこの地主でもあるわけですよね､でも当然､普天間､

宜野湾なんかは行政的にはそういう人たちのことを考えていないと思うんですよ｡でも今これを読みな

がら､私も地主なんだから､堂々と言える立場があるんだと思ったんですよ｡そうすると逆に住んでい

ないんだけど私は､宜野湾の基地の地主であるという所からすると､この利害関係人という立場から大

いに言えるなと言う気がありましてね｡今住民の定義を私自身考え始めました｡

佐藤 学 :

定例会でこれを扱ったときに同じ議論が出たんですけど､今仰った話はまるっきり逆の状況も考えら

れるわけで､西表の住民は反対なんだけれども､周辺から賛成派が動員かけてバーつと来ると言うこと

も考えられるとか｡これはどっちにもなりうるわけで､だからこそうんとよく考えておかなければなら

ないだろうと思うんですよね｡具体的にどうするかで､段階別に分けるって言う提案も出てきたじゃな

いですか｡ようするに､参加の度合いを分けるっていう｡具体的にその定義ができればいいのかもしれ

ないですけど､これまたその度合いをきっちり決めるのも難しいのかもしれないし､本当に難しいです

ね｡

潮平 芳和 :

先程､島仲さんが仰ったことになるほどそうだろうなと｡沖絶県内におかれる住民投票を見ていると､

まさに島仲さんがいわんとした動きがあるので､どんな法律､どんな条例を作ってもやっぱり､法と言

うか､条例の抜け道を探してうまいことやろうというのはでてくると思うんですね｡そういったことが､

当然想定されながらそれに対する対策はやらないというのは､やはりそれは落ち度と言うべきであって､

何らかの未然防止処置という意味合いからもやるべきだろうと｡その場合にさっき住民投票を問題にさ

れましたけども､住民投票条例を作る場合にそういった配慮､具体的なことを書けばいいわけでして､

この自治基本条例では､例えば法律に附則があるような､附則の中で住民が基本条例の精神を重視しな

ければならないみたいな｡つまり､具体的なその他の条例を作る場合に縛りがかかるような不足を設け

れば､そういうことを制限する糸口ができてくるのかなと､そういう印象を持っています｡

島袋 純 :

基本的に ｢利害関係人｣ということで広がりを持つこともできる､それから ｢居住｣に重点をおいて

発想することもできると､そしてところが我々の考え方としては､とりあえず ｢住む｣ということ､｢利

害関係人｣とかできれば広く考えたいんだけれども､｢住む｣ということに重点をあてて､住む人こそ共

同体を形成すると言う点ですね｡そのことを中心に議論をまとめて､実際に住民投票になったら参加資
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格者の度合いを､できる限り広い中で見識の中で再構成しないといけないということを書けばいいかな

と思います｡

佐藤 学 :

今の純さんの話でいいんじゃないかと思います｡｢こういう議論をしたけれど難しいです｣っていう｡

だから実際にそれぞれの場面で必要な時に良く考えないといけませんと言う解説でしょうがないじやな

いですかもう｡いかがですか｡

仲村 未央 :

住民の解説はこれは ｢前文｣なんですか､｢総則｣なんですか?

島袋 純 :

｢総則｣でいいと思います｡さっき言ったように ｢総則｣は､実際本当はこういった未央さんが書い

てくれたような言葉の定義を本文の中に入れていることが多いんですよ｡各自治体､市町村の中ではや

ってもいいとは思いますが､モデル条例のレベルでこれはできないんじゃないかと思います｡この未央

さんが作った用語の定義集は基本的には､ほとんど ｢総則｣の中に入れて､それから ｢総則｣で充が書

いてくれた解説文の上段､これを｢前文｣のなかに入れて､そして住民が主体者だとか主権を持つとか､

住民がまちづくりをすることはどういうことかがこちらに書かれているので､それを書いていければ｢前

文｣の解説としていいのではないでしょうか｡ですから､｢前文｣の解説を前城充さんの文書に入れ込ん

で､それから ｢前文｣で作った用語の定義っていうのを基本的に引き継いで ｢総則｣の解説のほうに乗

っけていくというやり方でどうでしょうか｡

とりあえず､｢住民｣は終わって､次は ｢まちづくり｣だと思うんですけど｡｢まちづくり｣は私が考

えるのは､ソフト面というニュアンスが弱くて､これは運用の内面､まちに関わるすべてのことなので

すが｡これはやはり｢まち｣という共同体を維持して構成する､｢まち｣という共同体を作り上げていく､

コミュニティーを作ることと言うか｡｢まちづくり｣という ｢まち｣という言葉にどういうニュアンスを

含めるかと言うと､これは実際に目に見えるハードなまちっていうことと､我々が住み､生活して生き

て死んでいく共同体っていう意味がありますね｡その共同体である部分ということを全面に出した方が

いいのではと思います｡ようするに人間の集合体､人間の暮らしのための集合体､本当に相互扶助の組

織と言いますか､自治共同体｡自治共同体という言葉を私はよく使うんですが｡共同体の部分ですね､

その部分を強調した方が良いと思います｡

仲村 未央 :

本来ならば団体自治とか住民自治とか､自治の本旨とかそこら辺の言葉が必要だったのではないかと

思いながら､これは単なる公共団体という､そういうことだったなということ思って､不十分だと考え

るものなんですが､いかがでしょうか｡

島袋 純 :

全然､行政法学者がいないので､難しいんですが｡世界自治憲章の条文だと､議会自体が法人なんで

す｡これはイギリスもそうなんですけども､イギリスの地方議会- ｢カウンシル｣自体が法人で､自治
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体そのものなんですよね｡自治体とはなにかという定義付けにおいてそういった定義の仕方と､日本の

地方公共団体の定義は基本的に全然違うわけですね｡何で違うのかっていうのが非常に不思議なんです

けど､おそらく日本の自治法上､あるいは地方自治法解釈の通説としての自治体は地方公共団体であっ

て､しかもその地方公共団体は､議決機関としての議会､それから執行機関としての首長､それから住

民をもって､一定の区域をもって構成される公共的な事務処理のための組織であるというようなもので

す｡それから組職の名称が入ると思うんですよ｡ですから必ずしも､その定義の仕方から遠くはない定

義の仕方ですね｡

だからこれでおそらく法律上全く問題は今の日本の地方自治法上の通説からしても､それほど問題は

ないのではという気はしますが､問題は世界自治憲章との整合性です｡あれだとようするに機関､組織

だけを持って､自治体とするので｡自治体という中には住民を中に入れないんです｡機関だけを自治体

とするわけです｡ここが基本的に日本の発想と違うのかなと｡グーローバラゼイションがあって､欧米

からの圧力があって､自治体も確実に世界自治憲章の荒波にさらされる時に､もしかしたら､自治体と

いう概念を欧米的な発想で再構成する必要が日本の自治法においても近年出てくるのではという気がし

ています｡かといって今､それを出せっていうわけには行かない気持ちなので､矛盾なのですが｡

仲村 未央 :

住民の意思に基づいてその事務の処理を行うとかいう様な､そういう住民自治が反映されるような組

織であるというニュアンスを盛り込んだほうがいいのかなという感じなんですけど､どのようにお考え

ですか?

島袋 純 :

"その地域内の行政を行うために"というところをちょっと工夫して､"その地域内の住民の幸せのた

めに行政を行うとが'これは少し冗談ですけど｡"地域内の福利厚生の増進"とかお役所的な用語はある

んですけれども､いってみれば住民の福祉､幸せを追求する､集合的営為としての行政ということです｡

この行政が何のために行われるかということなんですけど､元来はやはり住民が日常生活で必要なニ

ーズを相互扶助で充足してきたと､必要なニーズを住民の幸せのために充足していくのが行政の基本だ

と思うんですよ｡ですから､そのニュアンスを入れればいいかなという気はするんですが｡

島仲 徳子 :

このモデル案は中学生が読んで理解できるということを目的としている｡今この ｢自治体｣の用語の

定義分からないんです｡ですから､もう少し分かりやすくやった方がいいような気がします｡

仲村 未央 :

モデル条文の "わたしたち住民は､住民の総意として自治体が存在することを確認し､自治体の主権

者として､まちの最高法規である自治基本条例を定めます｡"とあるんですが､この条文にある "住民の

総意として自治体が存在することを確認し''という意味が､実はよく分かりにくいなというふうに思っ

ていたんですよ｡その住民が､自治体が存在するということを確認するとは､いったいなんなんだろう

かという思いから､こんがらがってこのような解説､というか定義をしてきたんですけど｡先生方やど

なたか何かございますでしょうか｡
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曽根 浮 :

ここでは､自治体というものを再定義して自分たちのものにしようという意図が､あるのかなと思っ

たんですね｡つまり､この条例はもともと今ある自治体で使ってもらうんだろうけど､今ある自治体は

住民が自分たちでここまでが自分のまちよと決めたわけじゃないですよね｡たまたま､那新市だったり

とか､たまたま､合併した沖縄市だったりとか｡それを自分のまちとして再定義して､自分のまちの条

例にするためには新たにこの条例によって住民の総意として､自分たちが住む自治体というものを確認

して､主権者であることを宣言しているんだろうなと思ったんですね｡だから､解説文もこういう行政

用語というよりは､何故それを定義したかというものが書かれていれば､精神として良いんではないか

なというふうに思ったんですけど｡

高里 鈴代 :

今聞きながら､例えば合併を考えるととっても分かりいいなと思ったんですね｡これからの自治体と

いうことを考えると､どういう自治体にしたいのかっていうことで｡

そうすると､解説も真ん中を全部省いて､=一定の地域を基礎とし"､"自治権を行使する"でもいいん

じゃないかなとさえ思ったんですが｡

高良 方和 :

中学生が読んでも理解できるということで､分からないことを素直に質問します｡｢自治権｣というこ

とは､自治体の持つ権利ということなんですか? とすると､これは行政の行う権利なんですか?自治

体の用語解説で､自治権を行使することを目的とする法人とありますが､この自治権というのは､誰の

行使する権利なんでしょう?

島袋 純 :

今そういう質問があって､やはりトートロジーになってくる部分があるなと思って｡ようするに､｢自

治権｣を行使するのが自治体である｡自治体が行使しているのが ｢自治権｣であるとかいうような形で､

トートロジー的になってくるなと思うので､｢自治権｣はやはりちゃんと定義しないといけないような気

がしてきたんですが｡

｢自治権｣分かりやすいし､今でも使われているんで､よく普通使われるのは ｢団体自治｣｢住民自治｣

で､ようするに住民自治の権利と団体自治の権利に二つに分けてそれを足したものが ｢自治権｣である

というような説明があるんですけれども｡

地域内のことを自分たちで独自に､自分たちの幸せを求め徹底して追及して実施していく､そういう

ような権利｡日本の場合は ｢団体自治｣というのを特に重視していたという話ですね｡だけど私は ｢住

民自治｣という概念が ｢自治権｣の基本的な原則であって､その中で ｢住民自治｣を行うために自治的

な組織がどうしても必要だから組織に権限を持たせた､｢団体自治｣とはただそれだけに過ぎないという

気がしているので｡もし ｢自治権｣を行使することを目的とする法人と書くのであれば､｢自治｣の前に

"自治権とは､まちづくりにおいて住民が考え､行動し､みんなで決定して､そして実施していくこt"

を ｢自治権｣という形で､｢自治｣と｢自治権｣｢緒にしてもいいですし､ばらばらにしてもいいですが､

｢自治権｣とは何かということで､定義づけをしておけばいいのではないでしょうか｡今言ったように､

その ｢住民自治｣というのを基本原則としてまちづくりにおいて住民自身が相互扶助を行って､自分た
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ちの幸せを追求していく権利であって､しかもそれを組織化してその組織でもって実施していくような

権利｡そうすれば､充の解説文にも繋がっていくし､説明にもうまく合っていくという気がします｡そ

して､｢自治体｣とはその地域内の福利厚生､増進のために自治権を行使することを目的とすると法人と

すれば､矛盾にならないで済むかと思います｡

佐藤 学 :

今､高良さんの質問は､おそらくこの解説からするとこれは ｢住民｣は要素に過ぎなくて､｢自治権｣

を持っているのは組臓としての自治体であるというふうにしか読めないということではありませんか?

｢自治権｣というのは組織の権利としか読めないという質問だったと思うんです｡だから､従来の言葉

で言えば ｢団体自治｣としか読み取れないだろうということかと｡だから今､純さんが仰ったように､

書き加え､書き換えをした方が私もいいと思います｡

今更何だというような質問なんですけど､｢まち｣は､沖縄の言葉ではどういうんですか｡他の言いよ

うはないですか｡あえて ｢まちづくり｣っていう平仮名の ｢まち｣といっているのは､イメージとして

身近で分かりやすくする､つていうことなんだけど､沖縄での呼び方として､平仮名の ｢まち｣は､す

っきりくるんですか｡平仮名で ｢まちづくり｣と噛み砕いた言い方をしているのは､｢まち｣っていう言

い方がすっきりして分かりやすいところが多いから､こうなったと思うんですけど｡誤解をされやすい

という問題もあったじゃないですか｡｢まちづくり｣っていうと､街並み整備だとか､物理的なことに解

釈されてしまうという誤解もあると｡それで､言葉として ｢まち｣で言いたいことが伝わるのか､他に

いい言葉があったらそっちの方がいいんじゃないかという質問なんですが｡

島袋 純 :

モデル条例なんですけど､｢まちづくり｣っていうことが書かれていて､解説のところに我々の住む共

同体のことであると｡沖縄では自分たちの住む共同体のことを､｢シマ｣といいますので､｢シマ｣自体

が行政区画になっている所もあります｡必ずしも､その都市的な空間とは限らないわけで､場合によっ

ては ｢むらづくり｣であるし､､､｢シマ｣というのはやはりさっき言ったニュアンスで人工的なものでは

ないので､どうしても言葉が合わないんですよね｡

島仲 徳子 :

｢まちづくりの主役｣の所ですけれども､"自らの自由意志で行動し決定に参加し"とありますけれど

も､"まちづくりのすべての段階に参加し"の方がいいのではないかと｡前に話し合いをして決めたと思

いますが､決定だけではなくて､計画､決定､実施､評価まで､まちづくりのすべての段階に参加をす

るということが､｢まちづくりの主役｣ではないかなと思います｡

｢総則｣の解説の中程のところで "さまざまな公共課題の解決は､本来､"とありますね､言わんとす

ることは分かるんです､でも "さまざまな公共課題の解決は､本来､住民が日常生活の中で自らが主体

的に行なってきた仕事であり､"とありますけれども､本当かなという疑問がわくんですね｡すべてが本

来的に住民が日常生活の中で行ってきた仕事かなと､交通渋滞の緩和､道路を造るとか､本来的には住

民の仕事ではないと思うんです｡でも､この文章を読む限りでは､そういうニュアンス､イメージにな

っているのではと｡やはり､住民が担当すべきところ､行政が担当すべきところというのがあって､本

来的に住民が担当すべきところも､今住民の要求､要望のもとに行政がやってしまっているというふう
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なことを言おうとしていると思うんですね｡もし､そうであれば､少し文章表現を変えたほうがいいの

ではないかという気がします｡

前城 充 :

本当に自治の始まりの基礎基本が頭の中にあってしまって､学さんから聞いたアメリカの自治の始ま

りの基礎基本を中心に考えたものですから､自分の中でもこんがらがったりしていたので､今指摘され

たことも大変参考になりましたのでそれを加えてみます｡

島袋 鈍 :

これは社会契約説とか､ようするに信託によって自治体を書いたことかなと思って私は理解していた

んですけど｡

つまり､社会契約説で政府が作られているのは何かっていうと､本当は住民一人ひとりが自助努力で

すべてを解決していかなければならないんですよね｡ところがすべては一人ではできないということで､

政府を組織して､政府に信託して委ねるわけですよね｡それが公的に法人化して組織化されたものが､

結局､自治体であるというニュアンス､それをそのまま書いたのかなと思ったんですね｡ですから､本

来は住民自身が､法人格とかそういったのは抜きにして､どうにか自分で､個人で努力するか､あるい

は自治会､コミュニティー､タウンなり､そういったところで頑張ってどうにか解決していくか､話し

合いの中で解決していくか｡それでもやはり基本的には解決できないことがあるからこそ､正式に法人

格を勝ち取って自治体を形成し､そして総意に基づいて政府を作って､それで住民が自治体に公共課題

の解決を信託していくと｡それを具体的にというか､分かり易く書いたらこういう文章になったのかな

と思います｡

だから今問題は.そもそも自治体がそうやって出発して発達するにもかかわらず､住民から信託を受

けたという部分が碑離してしまって､結局､補助金とかいろいろなものに基づいて道路とか何とかが建

設されてしまって､基本的にそもそもの精神を失ってしまっているという部分が問題なのかなという気

がするわけですね｡

本来的に公共的な課題の解決ということに関して､住民から住民のニーズというものの信託を受けて

サービスを行うことですよと､再び原点に戻ると｡さっき言った住民の総意の部分とかはこの辺と全部

｢緒なんですよ､と私は理解しているのですが｡

佐藤 学 :

道路を作ることであっても､そもそもは必要な人が集まって総出で作ったはずである｡それぞれが個

人でやれることは個人でやらなきゃいけなくて､個人が出来ないことは周りの人たちがやってと､とい

うような形で始まって､それでも上手くいかなければ恒常的な役場を作ってという形であったはずでは

ないかということを､書いてあるんじゃないか｡精神としてはそうなのではないかということです｡し

かし､主体的に行ってきたとされる仕事は､じゃあ日本ではいつ本当に行っていたのか､そういうこと

はあったのかという話になると､日本ではあったかなかったのか分からない｡アメリカでは確かにあっ

たし､今もあるんだけど｡ただ精神的には､自治体の成り立ちは､そもそもそうあるはずなのではない

でしょうか?ぐらいで書いておけばいいのかなと｡
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前城 充 :

先程島仲さんが指摘されたことでピンと来たのは､まさにその点であって､我々が今もっている自治

制度というのは勝ち取ったものではなくて､与えられてものだから､"じゃあ､いつからそんなのがあっ

たの?"とあった場合に､これは分からないなと｡こういう分かりやすく書いたにしても分からない｡

だから､そこら辺の修正を少し入れないといけないなと感じたわけですよ｡

佐藤 学 :

"自治の考え方というのはそもそもこういうことです"というふうに､昔はやっていたっていうのは

やめにして､=基本的な考え方はこういうことです"というふうにすればいいんじゃないでしょうか｡

前城 充 :

そうですね｡

島袋 純 :

具体的にはですね､2000年の自治法の改正について基本的な精神を松下圭一によって読み込んでいく

ということです｡本当にやってきたか､やってこなかったか､日本で出来たかってことにかかわらず､

現在の地方自治法では基本的にこういった発想で捉えないといけないなっていう部分があると､私は解

釈しているのでそれを全面的に出してもいいと思います｡

潮平 芳和 :

一番最初に指摘すべきだったかもしれないんですけど､検討課題との兼ね合いで､米軍統治の部分､

施政権の返還､自治権の回復については､前文及び解説に入れるべきだと思いますけど､入れるにして

もこの一行はないなという気がしましてですね｡やはり祖国復帰とか自治権獲得運動を中心にして自治

権を勝ち取ったということにやはり､触れるべきじゃないかなと｡これが沖縄戦と米軍統治下の自治権

獲得運動というのが地方自治の中で沖縄の特異な歴史というか､特異性なのでもう少し丁寧に触れない

と､これでは中学生は分かりにくいかなと｡

それから "国内唯一の"という表現に関しては､皆さん存じているかと思いますけど北方領土の返還

を求める立場の方々が､沖縄が唯一の地上戦ではないということを言われて､実際に今年の6.23あ

たりなんかには全国紙なんかも "国内唯一"という表現を使わなくなっている新聞社なんかも結構でて

きて､共同通信なんかも使わなかったりしていますけど､ですから､この "国内唯一"という言葉遣い

を工夫する必要があるのか､ないのか検討の余地があるかなと思います｡

仲村 未央 :

ご指摘の通りで､微妙に逃げた部分と､あえてカッコ書きにしたのは実は､｢前文｣の議論の時にこの

自治権の回復とかそういう自治を勝ち取ったというようなニュアンスの話が､議論で成されなかったよ

うな気がしてですね､それで勝手にモデル条文の方にも数え書のなかで､"沖縄戦の経験から"というの

はありましたけど､その沖縄戦後の復帰にかけての自治をどのようにつくってきたかというようなニュ

アンスで勝手にここに入れていいのだろうかという迷いもあったものですから､あえてカッコ書きにし

て一行でやってしまったんですが､ここはもし皆さんの､こういうことは是非構えるべきであるという
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ような合意がここでいただけたら､もう少し丁寧にしたいと思いますが､いかがでしょうか｡

島袋 純 :

賛成｡是非お願いします｡

それでですね､その中身なんですけど､施政権を回復したのは日本政府なんですよ｡これははっきり

言って大きなお世話で､施政権を回復すると同時に琉球政府が68年以降実質的に持っていた､国政レベ

ルにいたる自治権を奪い取ったんですよ｡施政権を回復して奪い取ったのは日本政府であって､それで

沖縄開発庁つくったり､総合事務局作ったりしたわけです｡それよりも施政権を回復するというのは､

主語がとにかく日本政府なので､これよりも､ようするに30年近くの米軍統治下で人権と自治権をすご

い努力で勝ち取って回復してきたという部分は全面的に出して欲しいですよね｡やっぱり､その誇りを

持って今は日本政府に依存して堕落してしまったんだけど､もう一回思い出さなければならないという

ところを書いたらいいんじゃないかと思います｡

高里 鈴代 :

今のことと関連するんですけど､それで立法院議会の建物は､あれは残しておくべきだったなと､実

は昨日も話していたところなんですよ｡それでやっぱり､いろいろと法律をどんどん作っていったとい

う経験からすると､あれはパネルを作っているとしたら,もっとそこにきちっと書くべきだったとか｡

仲村 未央 :

検討課題で一番目に挙げたんですけども､このモデル条文があまりにもモデル的すぎてですね､こう

いう項目がモデル条文の前文に折りこめられればいいのかなということで､箇条書きで条文を作ってあ

るんですけれども,条文と解説との関係というか､解説がなんか条文なのかな?と､やっていてちょっ

とおかしいなと思ったんですね｡つまり,単に上のことを下に文章化しただけなんですよ｡それでこん

なに条文をこういう箇条書きであって､解説をいちいちこういうふうにつける必要があるのかなという

ような､そもそもの書き方の問題ですけれども､ここで今書いてある解説をモデル条文に置き換えてど

うでしょうかという定義もこめて､一応一番に検討課題として挙げましたが｡

前城 充 :

江上先生もそんな感じのことを仰っていましたよね｡読みやすい､分かり易い､高らかに詣ってくだ

さいと｡

島袋 純 :

この前の晩まで討論会のときは､とりあえず箇条書きにしておいて､後で皆で文章能力のある人中心

でとか､いろいろきれいな文章で文章化しましょうというところまで合意できていたんですよね｡ただ､

単に実質的にはやる機会がなくてやっていないんですよ｡とりあえず､だけどこれは皆で集まって合意

形成したので､一つの流れるような文章として合意形成できなかったもんですから､箇条書きになって

しまっているんですよ｡ですからもう､未央さんがやって出来そうというならば､これを中心に解説文

書を前文に置き換えていってもいいかもしれないですね｡だから､今日の議論で話し合ったことを持ち

帰って､それで文章化していくという手も一つかなと｡やはり､箇条書きで置いておくのは不親切のよ
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うな気もしますね｡

上見 充寛 :

自分はこの解説のものを手直ししながらやっていった方が､前文としてはふさわしいのかなというふ

うに思います｡ちょっと質問なんですけども､モデル条文の四項目項目のところで =この条例の下では

だれもが等しく基本的人権を保障されます"というふうに書いてあるんですが､下の解説では =尊重さ

れる=というのはこれは何か?

仲村未央 :

いいえ､何でもありません｡"保章され"が適当だと思います｡

たたき台として､BBSなどでどんどん､仲宗根さんなんかもいいニュアンスの例文なんかも作ってあ

りましたので､この今日議論したことを文章にしながら､そしてワークショップでの追加意見もそうい

うニュアンスが活かされるようなという感じでよろしいのでしょうか｡大丈夫でしょうか｡

前城 充 :

これで､終わります｡
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