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は し が き

仲地 博

本報告書は､文部科学省の科学研究費の給付を受けた ｢自治基本条例の比較

的 ･理論的 ･実践的総合研究一沖縄の自治経験と新たな展望をもとに-｣(2002

年度から2005年度)の第4報告集である0本研究の正式な研究テーマと研究目

的は次の通りである｡

研究テーマ

｢自治基本条例の比較的･理論的･実践的総合研究-沖縄の自治経験と新たな展望をもとに-｣

研究目的

①国際統合､地域統合が進展し､主権国家の役割も姿も変容を迫られつつある｡その中で地域

の役割が大きな意味を持ち始めており､その表象として地域の基本法の研究が時代の要請となっ

てきている｡

②本研究の目的は､地域の基本法 ･自治基本条例の理論的､歴史的､国際的比較､総合的な研

究を行うものである｡参加研究者が､理論面とともに沖縄という地域を意識した実践的研究を行

い､(その産物として)市町村レベルと県レベルの自治基本条例 ･法の試案(モデル条例)を案出

することにある｡

③沖縄県内の自治制度の研究に実績のある憲法 ･行政法 ･行政学 ･政治学者研究者を一堂に集

め､さらに自治体職員及び議員等との意見交換をふまえ､国内外の最新事例を幅広く調査検討し､

自治体の憲法と言われる地域づくり･自治基本条例に関する研究会を形成して研究目的を追求す

る｡

これまで､初年度上半期は､理論的 ･基礎的テーマについて研究成果の交流

(報告書No.1)を行い､初年度下半期は､自治基本条例のモデル素案の作成 (報

告書No.2)を行った｡2年目上半期は､自治の実態の分析とともにモデル条例

の深化 (報告書No.3)をはかった.これらの実績の上に､今期は､沖縄県レベ

ルの自治のあり方に主たる焦点をあて､自治の理論と動態を広い視野から検討

すべく､この分野の第-線の研究者を招き研究の交流を行った｡その主要なも

のは次の通りである｡



沖縄自治研究講座 ｢沖縄の自治の新たな可能性｣

① 10月25日

(診11月22日

③ 12月22日

④ 1月16日

⑤ 1月 17日

⑥2月20日

大阪市立大学大学院教授 ･日本政治学会理事長 加茂利男

法政大学名誉教授 松下圭一

慶応義塾大学大学院教授 金子勝

国際基督教大学教授 西尾勝

早稲田大学大学院教授 北川正恭

北海道大学大学院教授 山口二郎

加えて､英国スコットランドのストラスクライド大学よりイゾベル ･リンゼ

イ氏を招聴し､スコットランド分権についての講演会を共催した (沖縄自治研

究国際フォーラム､03年 11月8日)｡そして､復帰の際の沖縄の振興開発

計画策定に指導力を発揮し､またその後も長年沖縄の振興と深く関わり､さら

には､大田県政下の国際都市形成構想及び基地問題の動向にも影響を与えた下

河辺淳氏 (元国土事務次官)に､中央と沖縄との相互関係の歴史と展望につい

てインタビューを行い､記録 (オーラル ･ヒストリー)に残せたことも今年度

の成果として特記しておきたい｡

本研究は､上記研究目的の②③で述べたように､自治体職員や議員の参加に

より､現実から遊離しない理論と実践の架橋を目指している｡本年度後期の研

究会も研究者を中心とする部分もあるが､できるだけ広く一般に公開した｡

合併問題で自治の枠組みが流動化したところに加え､三位一体改革は未曾有

の財政難となって沖縄の自治体を激震させている｡必然的に自治体関係者はも

とより住民も地域や自治体の行方に関心をもち､メディアも連日自治の諸問題

を報道している｡そのような背景のもと､本研究に対する関心も高く､多くの

参加者を得た｡科学の地域貢献としても評価し得るものと思う｡

本研究は､冒頭に記したように科学研究費によって遂行されているが､さら

に本年度は､琉球大学から専用研究室の貸与と研究費 (50万円)の配分を受

けている｡この両者が､スムースな研究の運営にどれほど大きく貢献したかは､

計りしれない｡記して心からの感謝を表明する｡
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研究課題

｢自治基本条例の比較的 ･理論的 ･実践的総合研究一沖縄の自治経験と新たな展望をも

とに-｣

研究組織

仲 地

江 上

高 良

前 津

佐 藤

島 袋

徳 田

照 屋

宗 前

博

能

鉄

条

学
純

博

寛

清

琉球大学法文学部教授 (研究代表)

早稲田大学大学院公共経営研究科教授

琉球大学法文学部教授

沖縄国際大学法学部教授

沖縄国際大学法学部教授

琉球大学教育学部助教授 (世話係)

琉球大学法文学部教授

沖縄国際大学法学部助教授

琉球大学法文学部助教授

研究経費

平成 14年度分 4,400 (千円)

平成 15年度分 3,900 (千円)

【予定 平成 16年度分 3,900 (千円)】

これ までの報告書

第 1報告書

｢新しい自治体とこれからのまちづくり一研究会議録-｣(平成 14年 10月)

第 2報告書

｢新しい自治体とこれからのまちづくりⅡ一自治基本条例モデル素案 ･シンポジウム&

ワークショップ成果報告｣(平成 15年 3月)

第 3報告書

｢新しい自治体とこれからのまちづくりⅢ一自治基本条例モデル条例｣

(平成 15年 10月)

他の研究費による関連報告書

沖縄自治研究会発足記念シンポジウム報告書

｢新しい自治体とこれからのまちづくり一住民による ･住民のための ･住民の自治-｣

(平成 14年 5月)

沖縄自治研究会自治基本条例研究プロジェク ト2003年 8月26日合意

｢自治基本条例一市町村モデル条例と解説-｣(平成 15年 10月)
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J.自治研究講座 1貢

平成 15年 10月 25日 (土) 自治会館 1Fホール

第 1回 『沖縄の自治の新たな可能性』

大阪市立大学大学院教授 加茂 利男 氏

平成 15年 11月 22日 (土)琉球大学法文新棟 215講堂

第 2回 r『沖縄の自治の新たな可能性Jl自治休再構築の起点と構想｣

法政大学名誉教授 松下 圭一 氏

平成 15年 12月 22日 (月)自治会館 1Fホール

第 3回 『沖縄の自治の新たな可能性』

慶応裁塾大学大学院教授 金子 J# 氏

平成 16年 1月 10日 (土)自治会館 1Fホール

第 4回 r道州制構想と 『沖縄の自治の新たな可能性dJ
国際基督教大学教授 西尾 勝 氏

平成 16年 1月 17日 (土)自治会館 1Fホール

第 5回 川沖縄の自治の新たな可能性』ガバナンス変容と地域の自律｣

早稲田大学大学院教授 北川 正恭 氏

平成 16年 2月 20日 (金) 自治会館 1Fホール

2貢

25貢

43貢

69貢

99貢

118貢

第 6回 叩沖縄の自治の新たな可能性』構造改革の中の地方分権時代 :沖縄と北海道から

考える｣

北海道大学教授 山口 二郎 氏

ll.下河辺浮氏オーラル ･ヒストリー 146貢

下河辺 淳 略歴

lV

147貢



まえがき

日次

第 1回 下河辺淳氏インタビュー

沖縄とかかわるきっかけ等

第 2回下河辺淳氏インタビュー

沖縄振興の制度立ち上げ等

第 3回 下河辺淳氏インタビュー

沖縄振興開発計画一次から三次について等

第 4回 下河辺淳氏インタビュー

橋本と大田会談､｢下河辺メモ｣等

第 5回 下河辺淳氏インタビュ-

｢下河辺メモ｣と予算措置等

Ⅲ.資料

186貢

223貢

258貢

289貢

関連新聞記事

V

327貢







]_ 自 治 研 究 講 座

平成 15年 10月25日 (土)自治会館 1F

第 1回 r沖縄の自治の新たな可能性d

大阪市立大学大学院教授 加茂 利男 氏

平成 15年 11月22日 (土)琉球大学法文新棟215講堂

第2回 叩沖縄の自治の新たな可能性』自治体再構築の起点と構想｣

法政大学名誉赦授 松下 圭一 氏

平成 15年 12月22日 (月)自治全銀 1Fホール

第3回 r沖縄の自治の新たな可能性J)

義広濃艶大学大学院教授 金子 欝 氏

平成 16年1月10日 (土)自治合銀 1Fホール
第4回 ｢道州制構想と l沖縄の自治の新たな可能性山

国蘇基瞥敦大学教授 西尾 腰 氏

平成 16年1月17日 (土)自治全銀 lFホ-ル

第 5回 rr沖縄の自治の新たな可能性dガJlナンス変容と地域の自律｣

早稲田大学大学院赦捜 北川 正春 氏

平成 16年2月20日 (金)自治金銀1Fホ-ル

2貢

25貢

43貢

69貢

99貢

118貢

第 6回 rr沖縄の自治の新たな可能性d構造改革の中の地方分権時代 :沖縄と北海道

から考える｣

北海道大学救捜 山口 二郎 氏



平成 15年 10月25日 (土)自治会館 1Fホール

第 1回 『沖縄の自治の新たな可能性』

大阪市立大学大学院教授 加茂 利男 氏

1.自治と自由化一研究の視点

2.その後の変化

3.地方自治のいま

4.自治基本条例制度について

5.今後の課題
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自治研究講座(5回連続)

第 7回 講師 :加茂利男 (大仲市立大学 大学院教授)

演題 :｢沖縄の自治の新たな可能性｣

2003_10.25(SAT)
自治会館/T-ル

■本日のプログラム

【2:00-4:00】
進行 :鳥貸純 (琉球大学助教授)

2:00 開 始

2:00/-05 開会のあいさつ

2:05-35 研究会の経緯､今回講座の目的､加茂先生のご紹介

点貸純 (琉球大学助教授)

2:35- 加茂利男先生のお話
4:00

～ 休 憩 ～ (10分間)

【4 :10-5:00】

進行 :仲地博 (琉球大学教授)

4:10 コメント

仲地博 (琉球大学教授)

～ 質 疑 応 害 ～

5:00 終 了

◎次回のご案内

自治研究講座 第2回の会場は､

琉球大学法文学部新棟ですo

講師は松下圭一(法政大学名誉教授)です○



第 1回 『沖縄の自治の新たな可能性』

大阪市立大学大学院教授 加茂 利男 氏

は じめに

1995年の痛ま しい少女暴行事件をきっかけに して､沖縄が大田県政のもとで基

地撤廃のアクションプログラムを掲げ､経済的な自立を目指 した新 しいプランを掲げ

て 21世紀に向けての動きを始めたわけであ ります｡

これは､大きな歴史的な出来事になるのではないかと考えま して､関西を中心に し

た研究者のグループでチームを作 り､当時､立命館大学にお られま した宮本憲一教授

と､琉球大学の名誉教授であ ります久場政彦先生を中心に した研究会で､あ しかけ 3

年に亘る調査を行いま した｡その調査の結果 として 『沖縄 21世紀-の挑戦』 とい う

本を､ 2000年に岩波書店から出版 しま して､私もその末端に連ならせて頂 くこと

ができ､地方 自治制度の問題 を主なテーマ として論文を書かせていただいたわけであ

りますQ

今から､改めて読み直 して見ます と､やは り沖縄研究の蓄積が､久場先生や､宮本

先生のようにはございませんものですか ら､私の論文の中には､初歩的 ミスもいくつ

か含まれてお ります し､とにか く､大きな風呂敷を広げすぎた割には､どこまで現実

的に沖縄の実情 とうまく繋がっているのか とい うことにな ります と､伍恨たるものが

ございます｡そ うい う意味で､改めてこの論文を読むことは自分でも気恥ずか しいの

ですけれ ども､それに耐えてこの機会に皆様方に改めて､問題提起みたいなことをさ

せていただきたいと思っているわけであ ります｡

論文の一番最後がこの研究会をずっと追及 してこられた､自治基本条例で終わって

お ります｡従って､その接点をよりどころに しなが ら話をさせていただきたいと思っ

ているわけであ ります｡

1､自治 と自由化一研究の視点

当時､我々は 3年にわたって沖縄を歩き回 り､いろんな行政の自治体関係者､それ

か ら経済界の方､住民の方､いろんな人 とお話をいた しま した｡大田知事､吉元副知

事､親泊那覇市長､当時､名護市の助役であった岸本 さんにもお会い しま した｡読谷

村の山内徳信 さん ともお 目にかかったと思います｡研究者の方々では､この研究会に

属 してお られます江上先生､島袋 さんとか､我部政明さんなどご意見を伺いま した｡

そ うい う中で､我々がだんだん と共通に一つの着眼点 として思いつきま したのは､

つぎのようなことで した｡沖縄は確かに新 しい 21世紀に向けて自立の方向-､言っ
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てみれば軍事同盟のくびきを取 り払って､政治的にも経済的にも自立するとい う決意

を固めて動き始めたとい う感 じを持ってお りま して､我々もそれに大変心を打たれた

のであります｡しか し同時に､当時の県政が掲げてお りま した 2つの大きなプラン､｢基

地縮小 ･廃止アクションプログラム｣､それか ら ｢国際都市形成構想｣､この 2つが 2

1世紀沖縄 ビジョンの大きな軸になっていた と思 うのですけれ ども､この 2つの間に

はかな り矛盾があるのではなかろ うか とい う点に､我々は次第に疑問を持つよ うにな

ったわけであ ります｡

言 うでもなく､｢基地の縮小 ･廃止｣とい うのは､沖縄が政治的に強い自立の力 とい

うものを持たなければできないことです し､また 日本全体の世論を動か し､政治を動

かさなければできないことであ ります｡アメ リカとい う超大国の世界戦略 と真っ向か

らぶつか りあ うとい うか､せめぎ合 うことになるわけですか ら､大変な重たい課題だ

ったわけです｡そ うい う意味で自立のための大きな力が必要 とされる課題だったと思

います｡

ところが､それに対 しま して ｢国際都市形成プログラム｣ とい うのは､どちらか と

い うと､経済のグローバル化 ･メガコンペデ ィション時代の中で､言ってみれば沖縄

をシンガポールや香港のような､開かれた自由貿易地域､自由経済地域にすることに

よって､外 との開かれた関係 をいか しなが ら､沖縄の経済基盤を強めていこうとい う

発想だったわけです｡ これは当時のグローバ リゼーションの流れの中で考えます と､

わ りととっつきやすいとい うか､ある程度 もっともな考え方であったわけです｡ しか

し､よく考えてみます と結局のところ､こうい う経済プランは､国が沖縄に対 して規

制緩和をし､FTZ (自由貿易地域)をつ くるとか､特区をつ くるとい うような形で､

特別措置を講 じてくれるとい うこと､それか ら､今で言 う ｢都市再生｣ とい うことに

なるのだろうと思いますけども､大規模な都市開発のための公共事業費､或いはその

ための規制緩和制度沖縄に対 して認めるとい うことが条件になっていたわけです｡

つまり経済の面では､外国を含めていろんな他の地域の企業､資本､人材が沖縄に

入ってくることを期待 し､且つそれを後押 しするため 日本の中央政府の政策に強 く期

待 し､依存するとい うことになっていたわけです｡ これは､これまでの基地経済 とは

少 し性格が違いますけれ ども､かたちを変えた依存経済を作って しま うことになって

しまうのではないだろうかと私たちは考えま した｡

基地の問題では強い自立の志向を示 しながらも､経済の面では本土や外資-の新た

な依存をつよめるとい うことでいいのだろ うか とい うような疑問を我々は持つように

なったわけであ ります｡ こうい う疑問を共有 しなが らいろいろと調査を してまわった

のですけれ ども､だんだんとその疑問が大きくなっていったわけで､沖縄が 日本の中

で独 自の歴史や文化を持った地域 として未来の構想を作 り､それを実現 していくため

のシステムを作っていこうとい う考え方が､本当にあたためられているのだろ うか､

蓄積 されているのだろうかとい うことについて､私は次第に疑問を覚えるようにな り
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ました｡

じつはちょうどその当時は､地方分権推進委員会の勧告をまとめる作業が進行中で

ございま した｡沖縄に関 しま しては基地用地の使用をめぐる公告縦覧です とか､代理

署名だ とかとい うよ うな､いわゆる ｢機関委任事務｣のあ り方をめぐって､県 と国と

の間に訴訟まで起こっていたわけです｡地方 自治が､全国的 レベルでも沖縄的な状況

の中でも､非常にクローズア ップされていた時期であ ります｡ 当然そ うい う時期であ

りますから､私 どもは自由貿易地域 も大事､グローバ リゼーションも大事かもしれな

いけども､やは り沖縄は､こうい う地方分権の中で どうい う地方 自治の独 自の制度を

提案 していくか､国に対 して何を求めていくかとい うことがなければいけないと考え

ていたわけです｡ ところが県庁でいろいろヒア リングをしてお ります と､例えば基地

用地の使用に関するこれまでの機関委任事務 と言われていたものをどうするか とい う

ことについて､｢地方分権推進委員会に対 して沖縄県 として何か意思を表明されま した

か｡｣ とい うと､｢何 も意見表明 してお りません｡｣｢当然､機関委任事務が廃止 された

ら､法定受託事務になるであろうと考えています｡｣とい う返事が返ってきたわけです｡

それでいいので しょうかと首をか しげていたんですけれ ども､結局､第一次勧告が出

て見ます と､基地用地の使用に関するこれまでの機関委任事務は､国の直接執行事務

に姿を変えて しまっていたわけです｡その時点で大田知事が､非常に強い異議 申し立

てをされたけれ ども､すでに遅かったわけであ ります｡結局､基地に関する事柄は国

の直接執行事務にな り県が関与することはできない､とい うことになって しまったの

です｡また沖縄が独 自の自立権を持った自治体地域 として､ 21世紀に向かって発展

していくための制度デザインとか展望 とかい うものを検討 してお られますかと伺いま

す と､それは考えよ うと思っているんだけれ ども､まだ考えていないとい う話であ り

ま して､全体 としては どうもこの地方 自治に関する取 り組み とい う点で､当時の沖縄

県の取 り組み方にはアンバランスなところがあるとい う感 じが したわけであ ります｡

そこで私 どもは､そのことをヒン トに しなが ら少 し県政の取 り組 とはちょっと違った､

我々独 自の提案ができるのではないかと考えて調査を続行 していくとい うことになっ

たわけであ ります｡

後か ら申し上げますよ うに､仲地先生や久場先生､宮本先生などが沖縄の本土復帰

の頃､或いはそれ以降に､沖縄には地方 自治法に書かれている一般的な地方 自治制度､

特に都道府県の制度 とは違った特別の自治制度を当てはめるとい うか､創造する必要

があるのではないか､特別 自治州､或いは特別県政を作 る必要があるのではないかと

い う提案を してお られま した｡そのアイデアを､ 90年代的な文脈でもう一度再検討

してこれか らの沖縄の自治の在 り方について提案する必要があるとわれわれは考え､

その手がか りが当時議論 され始めていた自治基本条例ではないか と私は考えました｡

つまり分権改革によって条例制定権を拡大 して､自治体がそれ こそ 自治体の憲法 とも

言えるような､基本的なことを定めた条例をつ くるとい うことに､沖縄は全国の自治
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体にも先駆けて着手するとい うことが大切なのではないか とい うことを､提案 させて

いただいたわけであります｡

先ほど､島袋 さんがスコッ トラン ドまでEメイルがきたとい う話を してお られま し

たけれ ども､私は沖縄のことについて､自分はあま りよく知 らないとい う自覚がござ

いまして､間違っていたら大変だ とい うことでいろいろな方々に印刷する前に原稿を

送って見ていただきま した｡ Eメイルで送ってみて頂いた上で原稿に したんです｡内

容的にはいろいろ穴もある論文ですけれ ども自分 としては珍 しく気合の入った､気持

ちのこもった論文だ と思ってお りま してそのことは受け止めていただいたのではない

かと考えているわけであ ります｡いずれに しても､そ うい う提案を私がさせていただ

いてからすでにもう数年が経ちま した｡ もうすでにその間にいろんなことが動き始め

ていて､この提案だけでは駄 目だとい うことになってきているわけです｡

2､その後の変化

いくつかのその後の変化を数え上げてみたいと思います｡何 といいましても第-に

は 1998年 と2002年の沖縄県知事選を通 じて､沖縄の政治構造が変わったと私

は思います｡

日本全体 として見てみます と､ 1993年の ｢55年体制終蔦｣を通 して政治構造

は大きく変わ りま した｡冷戦終結を背景に､保革対立の政治の図式が大きく変わって､

戦後的な政治構造か ら次のまだ何か良くわか らない新 しい政治構造に向けて変化が始

まりま した｡

1998年 と2002年の沖縄県知事選で､本土ではいち早 く崩れて しまった戦後

構造が沖縄でもかな り大きく変わった､崩れたとい うような気が私は してお ります｡

保革対立政治の影が薄 くなってきているなかで､県政だけではなて､沖縄の言論界

の中にもこれまでの沖縄の基地問題の見方を切 り換えよ うとい う意見が出てきていま

す｡今や東西冷戦がなくなって しまった中で､アメリカを中心 として世界の自由民主

主義的な国々が一緒になって､世界の安全を守るためのグローバルな安全保障システ

ムとい うものを作 り､無法国家､テロリス トを共同の力で押 さえ込んでいくシステム

が姿を現 してきているのだと考え､こうい うグローバルな国際公共財 としての秩序､

安定､平和を築 くシステムの東半球における拠点 としての沖縄の役割は極めて大きく､

む しろ沖縄はそ うい う役割を自ら引き受けるべきだとい う主張が有力になっています｡

東半球におけるグローバル安保の拠点 としての役割を基礎に しながら､沖縄が国際的

にも経済的や､文化や､環境保全やいろんなもののセンター として発展できる条件を

探 していくべきではないかとい うような考え方が強 くなってきていると思います｡

いって見れば現実主義的な考え方に立って 日米同盟 とい う枠を基地の撤去によって

丸ごと否定 して しま うとい うのではなくて､む しろそれ とうまく折 り合いをつけてい
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くとい う考え方がかな り前面に出てきたのであ りまして､これはやは り沖縄における

戦後 とい う時代の大きな転換を意味 しているような気が しているわけであ ります｡

こうい う政治的な変化を背景にしながら､｢沖縄経済振興 21世紀プラン｣が動き始

めて､グローバ リゼーションを基調に しなが ら､例えば名護に金融特区を作るとか､

それか ら那覇を中心に して都市再生プロジェク トの一環 となるような大きな開発を行

うとか､いろんなことが進み始めたわけであ り､それ と一体のものとして辺野古の海

上- リ基地を､受け入れるとい うことになっていったわけであ ります｡沖縄の状況は､

我々が調査をした段階から非常に様変わ りしたとい う印象が改めていた します｡

第二に､沖縄を取 り巻 く国際的な環境であ りますけれ ども､先ほど言いましたグロ

ーバルな集団安全保障のシステムとい うのが､やは りその後､新たな展開を遂げてい

ると思います｡アメリカの政権がクリン トン政権か らブ ッシュ政権に変わ り､ 9. 1

1のテロが起こり､イラク戦争が起こるとい うような事態の中で､グローバル集団安

全保障システムの強化､世界的な常時臨戦体制がつ くられつつあ ります｡ このグロー

バル安保体制が本当に多国間の合意に基づ く普遍的な正義のより所をもった安全保障

システムとして動いているのか､それ ともアメ リカの一国主義的､帝国的な考え方で

中心に して動いているのかは､大変疑わ しいのであ りますけれ ども､軍隊だとか､兵

器の体系は 90年代の後半に比べて､非常に強化をされ､整備 ･集約をされつつある

とい うふ うに言っていいのではないかとい う気が します｡

テ レビ東京系で､時々やってお ります ｢日高義樹のワシン トンレポー ト｣ とい うの

があ りますね｡NHKの元 ワシン トン特派員だった 日高さんが､アメリカの有力な人た

ちをつかまえてインタビューをす るとい う番組ですけれ ども､この間ス レシンジャー

元国防長官がインタビューの相手になっていました｡そ こで問題になっていたのが沖

縄の問題であ りま して､ 日高 さんはアメ リカの安全保障戦略の中における沖縄の地位

とい うのは今後 どうなるのだろ うかとい うことを､執籾にいろんな角度か ら質問 して

いま した｡ス レシンジャーは､最初の うちは将来に望みが持てそ うな発言をしている

わけですね｡ とにか く､東アジアの安全保障問題は完全に安定 した状態ではない｡北

朝鮮の核問題 とい うのもあ り､中国の潜在的な脅威 とい うことがある｡従って東アジ

アには､安全保障をめぐる大変重要な問題が残っているのは確かだけれ ども､半面､

中東 とかアフガンとかのような非常に深刻な問題があるとい うわけではない｡おそ ら

く話 し合いで解決のつ く可能性の強い問題なので､例えば北朝鮮を巡る問題について

ある程度の決着がついたならば､沖縄のアメ リカ軍基地機能について見直 しはできる

のではないかとい うことを言っていたわけであ ります｡そこで 日高 さんは､それに食

いついて､それでは北朝鮮問題におおよそ決着がついたならば､沖縄の基地は構造的

に転換するとい うか､縮小することが可能だと考えてお られるのかと聞いたのですが､

ス レンジャーそれはちょっと言葉 としては言い過ぎであるとい うのです｡構造が変わ

るとい うとか､Changeとい う言葉はあまり適当ではない､せいぜい調整 (Adjust)で
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あるとい うのです｡つま り在沖米軍の規模がガラっと大きく変わるとか､その機能が

大きく変わるとい うことではなく､今後 1世紀単位の将来を見通 した ときに､やは り

地球全体を見渡 したグローバルな安全保障システムとい うのが必要なことは間違いな

いわけで､ しかも東半球､アジア太平洋地域における一番重要なベースが とりあえず

沖縄にあるとい うことは間違いない｡その沖縄の役割 とい うものを､そんな短期間に

変えられるものではない｡せいぜいのところ､地元にあま り負担がかか らない様にで

きる限 りの調整をするとい うくらいのことであると話を していたわけであ ります｡お

そらく､アメリカの安全保障マフィアとい うか､安保 コミュニティとい うか､安全保

障政策の専門家たち､軍人 とか､防衛政策の立案者 とかい うような人たちの間に､共

有 されている考え方は結局そ うい う考え方ではないだろ うか と思います｡緊張緩和が

進んだ り兵器の近代化が進んで行ったならば､沖縄に展開 している地上兵力の必要性

は減るが､基地の規模は大きく縮小できるものではない とい うよ うな認識なので しょ

う｡

要するに､基地の機能については､これを近代化 した り集約するとい うことがあっ

たとしても､これを大きく転換するとい う展望をアメ リカも持っていない し､また 日

本政府側 もそ うい うことを要求する考え方をほとん ど持っていないと言わざるを得な

いのではないかと思います｡そ うい う意味でグローバル安保の重みは数年前 と比べて

も一層沖縄に重 くの しかかってきていると考えざるを得ない｡ これをどう受け止める

のが問われていると思います｡

第三に､私はこの本の中で､沖縄の問題を脱植民地主義 とい うか､民族 ･地域の自

決の問題 として改めて考え直 して見る必要があるのではないかとい う問題提起を した

わけでございます｡

1950年代に国連憲章 と人権契約ができま して､その中で改めて ｢人民の自決｣､

｢自決権｣ とい うものについての定義がはっきりとされま した｡国連の人権規約の中

には､これまで植民地 とい うような形で従属地域を領有 していた国々は､そ うした地

域に ｢自決権｣を認め､｢自決｣をできるだけ援助するように しなければならないとい

う規定が盛 り込まれたわけですね｡ これを出発点に して､いわゆる脱植民地主義の流

れがスター トしたわけであ りまして､一番た くさん旧植民地や従属地域を保有 してお

りましたイギ リス､アメ リカ等もそ うい う流れに次第に適応するようになっていった

わけです｡例えばイギリスには今でも14の海外領域 (OverseasTerritory)といわれ

る従属地域があるといわれてお ります｡バ ミューダ､ジブラルタル､フォークラン ド

とかケ-マンとか､バージン諸島､セン ト- レナ島だとか､そ うい うところであ りま

す｡いずれ も嘗ては軍事基地が置かれていたところで､ 7つの海を時脱 したイギ リス

帝国の軍事的な拠点が大西洋から地中海にかけて点在 していったわけですね｡アメ リ

カは植民地を領有するとい うことは しなかったのであ りますけれ ども､米西戦争の結

果 として事実上支配地域を海外に持っことになったわけで､-ワイ とかグアムだとか
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プェル トリコだ とかい うような地域だったわけですね｡そ うい う地域をアメリカでは

とりあえず準州 とい う扱いをしたわけであ りますけれ ども､そ うい う地域に対 してア

メ リカ もイギ リス も国連憲章､人権規約 に基づいて 自決権 ､ 自己決定檀 (Self-

Determination)といわれる権利があるとい う扱いをしている｡どこかの時点で独立す

るのか､それ ともアメ リカやイギ リスとい う国に帰属をするのか､それ とも基本的な

国家主権の レベルでは帰属はするけれ ども､強い自治権を保有するとい う方向に行 く

のか､とい うような選択できるとい う環境を作っていったわけです｡

こうい う流れの中で例えば､イギ リスの重要な地中海に置ける軍事拠点であったマ

ルタ島は独立をしま した｡バ ミューダは 1982年に住民投票をいた しま してイギ リ

スに残 るとい うことを決めたわけですが､地域の基本法 (Constitution)を持って独

自の立法権 と行政権を組織 し､イギ リスの国家主権､外交権 とか､或いは防衛権だと

かとい う枠の中で自立 した内政の運営をするとい う権利を持 とうとしたわけです｡

アメリカの準州であ ります グアムも､チャラモ族 とい う先住民がお りま して基地の

重圧を抱えていたわけであ りますけども､やは り自決権は認められてお り､独立運動

もあ ります｡ これ らの地域は大体が地中海だとか､カ リブ海だとか､アジア､太平洋

地域に点在をしていて､海軍 ･空軍基地で したが､半面､基地の縮小に成功いた しま

す と､海洋 リゾー ト､熱帯 リゾー トとして観光経済が発展 したと言っていいのではな

いかと思います｡

沖縄は 日本の近代化の過程の中で､ 日本の国民国家に強制的に編入 されるとい う歴

史をたどり､そ して戦後はアメリカの軍事的な支配を受けた とい う歴史を経験 してお

り､その上で 1972年には沖縄 自身の運動に基づいて 日本に復帰をするとい う過程

をたどってきているわけで､これを旧イギ リス植民地 とかアメ リカの統治地域 とかと

同 じように考えて議論できるかとい うと問題があるかもしれませんが､ある程度共通

性があることは間違いないだろ うと考えます｡ とす ると少なくともバ ミューダやグア

ムで基地機能が整理 されて､自決権が強調 されて､平和経済が発展 しつつあるとい う

状況にどうして沖縄は合流することができないのか､そ うい う枠組みの中で沖縄につ

いて考えることはできないのかとい う問題提起を したわけであ ります0

こうい う脱植民地的主義的な自治の動きとい うか､自決の動きとい うのはその後 も

少 しずつ進んでお りま して､イギ リスでは 1999年に ｢進歩 と繁栄のためのパー ト

ナーシップ｣とい う白書が出､それに基づいて 2002年に法律が作 られま して､ス

コッ トラン ドや ウェールズや北アイル ラン ドに地域議会を設置 して権限委譲 した改革

と同 じような考え方で､海外領域についても､潜在的な自決権 とい うのは認めつつ､

それ と併せてそこに住んでいる人たちは基本的人権をもっと強める｡そ してイギリス

の法律は事実上そ うい う地域に対 しても影響を与えているわけですから､そ うい う法

律を作るイギ リスの議会に対 して､ちゃん と意見表明ができるような選挙権､イギ リ

スの市民権を与えるべきではないか とい うような考え方を打ち出されているわけであ
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ります｡いってみればイギ リス内部における自治の動きと海外領域における自治権強

化の動きとが､相保って進みつつあると言って良いのではないか と思います｡沖縄は

今更国連の､従属地域に関す る特別委員会で 自決権を認めさせてそこから話をスター

トさせることになるのかどうかとい うことになると､国際法的検討が必要になって く

るで しょう｡ しか し､問題の共通性はあるんですね｡ですか ら､やは りそ ういった角

度からも沖縄問題を考える余地は残っているのではないかと依然 として考えているわ

けであります｡

第四に､地方分権一括法が 2000年に施行 されま して､条例制定権が拡大 される

とい うことにな りま した｡ この第一次地方分権 といわれているものは､光 と影があ り

ましたが､確かに条例制定権が拡大をされて､自治立法権が行使できるようになった｡

お陰で､自治基本条例が沢山できているわけですね｡多分､辻山幸宜 さんが沖縄 自治

研究会で話をされた ときにいわれたと思いますから､今､インターネ ッ トで自治基本

条例 とい うキーワー ドで検索すると何万件 とヒッ トするわけです｡そんなにたくさん

の自治基本条例が作 られているはずはあ りませんけれ ども､それ ぐらいこれをめぐる

いろんな情報が ウェブサイ トにア ップされているわけであ ります｡東京の大都市圏で

は､本当にたくさんの特別区や市が自治基本条例を作 り始めてお ります｡杉並区､多

摩市､大和市､世田谷区だとかいろんなところが始めてお ります｡大阪でも吹田市 と

か岸和田市 とかいろんなところが始めているわけで､恐 らく自治基本条例を制定す る

方向に動いている自治体は 100近 くに及ぶのではないかと思います｡

それ こそ､自治基本条例はいまやファッションにな りつつあ りま して､自治基本条

例のない自治体は遅れているといわれている｡標準装備になってきたわけですね｡だ

から､首長が ｢周 りは皆 自治基本条例を作っているのに､ うちはない｡恥ずか しか ら

来年までに作れ｡｣とい うお達 しを出 して条例制定を促す とい うようなことす ら起こり

始めているとい うことであ ります｡ ファッション的な面もあ りますけど､第一次分権

改革期が切 り開いた新 しい可能性ではあ ります｡ しか し､他方では国の政策によって

強制的に小 さな規模の自治体を取 り潰 しに しちゃ うとい うようなことが同時に進んで

いる｡ これはいったい何で しょうか､もちろん機関委任事務 とい うのはなくなって し

まいま した し､強制的な国の関与でもない｡指針を出 しているに過 ぎないんですがそ

の指針は､到底単なる拘束力のない指針 と受け止められているのではない｡私 もこの

2年ほどはこの合併問題に巻き込まれて沢山の山村を回ってまい りま した｡

それから規制緩和､規制改革 とい うのもずいぶん広が しま して､いわゆる ｢特区｣

がいっぱいでき始めま した｡沖縄は那覇空港地区の自由貿易地域をは じめとして､特

区がいくつか作 られたわけですけれ ども､この特区がぜんぜん珍 しくなくなってきた

とい うことですね｡ これはグローバ リゼーシ ョンや市場化に対応する日本の経済改革

の動きですが､これだけ特区が広がると規制緩和を進めて自由化するだけでは､地域

に企業が入ってくるとい うよりは､む しろどんどん出て行って しま うとい う結果にな
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って しまいかねません｡それ よりは､あんま り目に見えた力は持たないけど､その地

域に昔か らある資源 とか､あるいは産業的な伝統 とい うものを活か してそれをグレー

ドアップす るとい うような内発的な経済開発の方が､オールマイティーな解決にはな

らないけれ ども､着実なアプローチになるのではないか とい う考え方も強まってきて

いるわけです｡例えば高知県の馬路村のように､ゆずの栽培から加工に至るまでの新

しい産業をつ くりだ して､ 1200人 ぐらいの小 さな村が､年商 30億に及ぶ収益を

上げているわけです｡ これは決 して単に､外に対 して市場を開くとい うことだけでは

ないアプローチで行われている経済 自立の試みだと言っていいのではないのかなと思

います｡いろんな新 しい動きがここ数年の間に展開 してきているわけであ りま して､

我々はこれを改めて鳥F敢し､整理をしなが らこれか らの沖縄のあ り方について考えな

ければとい うふ うに思っているわけであ ります｡

3､地方 自治のいま

政治はいまポス ト戦後の状況になってきているのではないかと思います｡全国的に

見て､いわゆる左翼 とか､革新勢力 とか言われていた勢力が地盤沈下をしているわけ

であ ります｡かつては中央政府が保守勢力によって担われているとすれば､それに対

する対抗勢力が地方の自治を担 うとい うのがわか りやすい構造だったんですけれ ども､

どうもそ うではなくなってきている｡それに変わって､市民グループがいろんな形で

多くの地域で自治的なまちづ くりでその力を発揮 し始めているわけでありまして､例

えば､徳島県だとか､あるいは島根県の宍道湖 ･中海だ とか､それか ら熊本県の川辺

川ダムだとか､長野県だ とか､いろんなところで公共事業､ダムの建設 とか河 口堰の

建設 とか､湖の埋め立て干拓だとかい う公共事業､それ も自然破壊的な公共事業を市

民運動によってス トップさせ る｡そのためには必要であれば､住民投票制度を直接請

求によってつ くらせ るとい うような運動が､非常に広がってきているわけで､新 しい

市民型の政治モデルが 日本列島の各地に姿を現 してきているのではないか とい う気が

いた します｡

また､市町村合併 とい うものを契機に しま して､ 日本の地方 自治の歴史の中でこれ

まで起 こったことのないような新 しい出来事が出てきているわけであ ります｡市町村

合併 とい うのは､昭和の 50年前の合併の ときにも地域に血の雨が降ったとい うぐら

い大きな紛争を巻き起 こしたことは間違いないんですけども､ しか しそれは､感情的

なレベルの対立 とい う性格が強かった と思います｡ しか し､今回の平成大合併の中で

は､例えば埼玉県の上尾市で住民投票によってさいたま市 との合併をしないとい うこ

とを決定する｡その過程で賛成派 と反対派が一緒になって集会を開いて議論するとい

うふ うなことが行われた り､あるいは福島県の矢祭町で町議会を挙げて合併 しないと

堂々と理屈を立てて宣言する｡｢祖先か ら受け継いだ故郷矢祭をそっくりそのまま後世
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に受け継 ぐことこそ､今生きている我々の役割だと考える｣ とい う思想や､理念を正

面に打ち出 して合併 しないとい う考え方が表明される｡｢合併 しない宣言｣は非常に多

くの自治体によって打ち出されま した｡

2003年この 2月に､私 も多少関与 して ｢小 さくても輝 く自治体フォーラム｣ と

い うのをや りま した｡全国町村会のような団体､町村の組織はあるんですけれ ども､

なかなか実質的に小規模 自治体が意見交換するとか､横に繋がってアクションを起 こ

していくための受け皿にはな りにくい組織です｡そこでもうちょっと実のある小規模

自治体の連合をつくろ うと考えま して､長野県の栄村 とい う豪雪の村に､一番雪の多

い 2月に､全国の小規模 自治体に集まってもらい､小規模 自治体を強制的に合併 させ

て しま うとい う今地方制度調査会が検討 しているような案に反対 して､小規模 自治体

の自立をめざす フォーラムのよ うなものを提案 したのです｡せいぜい 100人か ら

150人ぐらい集まって話をして､できればテ レビか新聞がそれを報道 してくれれば

いいなとい うイメージでやってみたら､実に 1,000人近い申し込みがあって､と

うてい栄村では収容できないとい うことで､400人近い人をお断 りすることにな り

ました｡それでも600人あまりの人が集まって､東は北海道か ら南は奄美大島まで

たくさんの自治体の首長 さんとか議員 さん達が集まるフォーラムにな りま した｡ この

9月に 2回 目のフォーラムを長野県の阿智村 とい うところでや りま した｡今度はそん

なに集まらないだろ うと思っていたらやは り600人集まった｡今回は沖縄の伊江村

からも代表の方が参加 してくださいまして､参加 自治体数は前よりも増えたわけです｡

こうい うお互いばらばらで､町村会 とい うような枠組みがなければ集まらなかったよ

うな自治体が､自発的に集まって､地方 自治制度の在 り方について発言を し､お互い

に自立 してやっていくためにはどうしたらいいかとい う情報交換する｡ こうい うこと

が行われるようになったとい うことは､私は非常に画期的なことだと考えているわけ

でありまして､これ もまた新 しい自治の芽生えを示すものではないかと思います｡

先ほど申し上げま した､自治基本条例の広が りとい うことともあいまって､新 しい

自治の可能性が広がっていることの現われだと思います｡

ところが残念なことに､この二つの動きの間にはまだ今の ところね じれがございま

して､市町村合併で悩み､苦渋に嘱いでいる､どうやって自立のための財源を調達 し

ようかと悩んでいるような自治体は､残念なが ら自治基本条例を検討 している暇もゆ

とりもあ りません｡だからそ うい う所ではあま り自治基本条例は進んでいません｡む

しろ大都市圏周辺で､前向きに地方分権改革の成果を活か してわが町の憲法をつ くろ

うとい う自治体の間で自治基本条例が広がっているとい うことになっているわけでこ

の二つの動きは ピタッと噛み合っていているわけではない｡そこに今の 日本の地方 自

治を巡る光 と影 とい うのがあらわれているのではないのか とい う気が しています｡
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4､自治基本条例制度について

そ ういった中で､沖縄の新 しい自治のスター トラインをどう切っていくかとい うこ

とを考えなければいけないわけですが､沖縄 自治研究会の自治基本条例案､モデル条

例 とそれを作っていく過程での議論を概観 してまい りまして､大変強い印象を受けま

した｡ こんなことがよくや られたなとい うふ うに改めて感心 してお ります｡一言でい

って､これはフォーラム型の条例作 りだ と思います｡多くの自治体の自治基本条例作

りは､首長がないと恥ずか しいか ら作れ と言い出 して､行政主導で､一応学識経験者

と公募による市民委員を入れて､策定委員会を設けてやっているパターンが非常に多

いんですね｡条例を作るなんてい う仕事はやは り､行政のほ うか ら案が出てきてそれ

に市民が意見を言って進んでいくとい うパターンが多いんですが､この沖縄の場合は

フォーラム型であ りま して､行政や議会か らはとりあえず 自立を して､市民グループ､

自治体職員､議員の方､研究者の方々等が集まって､分担 していろんな事項について

の案を作って議論をする､ワークショップをやるとい うようなや り方を積み重ねてい

っているわけであ りま して､これは極めてユニークな例です｡ これに類す るものとい

うとおそらく､東京の多摩市の基本条例作 りぐらいだろ うと思います｡他にも､行政

主導でスター トしても市民委員を公募 した ら何百人 と応募者が出てきて､その人たち

を誰はいい､誰はだめとい うふ うに選別できないとい うことになって､公募委員が何

百人もいて条例案を議論 している例 もあ ります｡

それでも沖縄のフォーラム型の市民サイ ドからの､立案は珍 しいと言っていいと思

います｡ しか しそれだけにこれか らが大変で､せっかくモデル条例案ができたけれ ど

も､これを棚の上に上げて飾ってお くなら簡単ですけれ ども､実際に自治体でこれを

議会を通 して制定 してもらう､実現のための レールに乗せていくとい うのはなかなか

難 しい問題だと思います｡

このモデル条例案の中身についていいます と､まず沖縄的な考え方 とい うか､沖縄

としての自治の理念､平和の理念､環境保全の理念などを謳った宣言的な規定とい う

ものと､それか らある程度規範力を持ったルール とい うものとが混然一体になって作

られている｡ ここに非常に面白い特徴があると思います｡

この夏沖縄に来 られま したニセ コの逢坂誠二町長のところに､我々も去年行きま し

て､まちづくり基本条例について数時間話 し込んできたことがあ ります｡

ニセコの条例の作 り方 とい うのは､最初は行政法の専門家 とかいろんな人を入れて

やっていたので､重たい､条例 としての整合性あるいはルール としての規範力 とかい

うものを持った条例を求めていたようです｡けれ どもニセコは､情報公開条例､情報

共有のためのルール作 りの中で教訓をえてお りま して､あんま り事細かにいろんな手

続きとかルール とか､場合によっては罰則 とかい うものを決めた条例を作っちゃ うと､

人口4千人の自治体の中でその条例を運用 していくのが難 しく､重たすぎるとい う話

になっていったようであ りま して､まちづ くり基本条例は宣言的な部分が多くなった
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ようです｡直接市民 とか企業に対 して義務を負わせ るとか､あるいは規制をす るとか

罰則を科す とか､新 しい料金を課するとか､そ うい う部分の少ない申し合わせやプロ

グラム規定をたくさん盛 り込んだような条例になっています｡軽いとい うと語弊はあ

りますけど､スター トラインでは重たすぎる､みんなががん じが らめになっちゃ うよ

うな条例を作っちゃ うとだめだとい うことで､割合風 とお しのいい条例を作るとい う

ことになっていったようであ ります｡

それに比べます と､この沖縄 自治研究会のモデル条例は結構ルール とい うか､｢ねば

ならぬ｣規定があるんですね｡もちろん､｢ねばならぬ｣といってもそんなに事細かに

規定をしているわけではないんですけれ ども､やは り､｢ねばならぬ｣ といわれると､

行政 とか首長 とかはかなりの程度の規制を受けるわけであ りまして､｢ねばならぬ｣規

定を根拠に して訴訟でも起 こされたら､大変だと思 うような中身を持っているように

思います｡また､これは多摩市の条例 もそ うですけど､全編が ｢です｣･｢ます｣ 口調

で書かれてお りま して､市民にとって非常にな じみやすいとい うか､市民感覚､市民

の 日常感覚の中に岨 しゃくできるような条例に しようとい う心遣いが全体に貫かれて

いるように思いま して､その点は大変強い印象を受けたわけであ ります｡

それから沖縄 らしさとい うか､沖縄だからこうい う条例を作るんだ とい う考え方が､

前文の文章や平和的生存権､環境権だとか､基本的人権を守る権利､それから自治体

外交についての権利のような条項の中に盛 り込まれていると思 うわけであ りま して､

これはやは り沖縄の心 ･沖縄精神を消すのではなく､ しっか りと具体的に盛 り込んだ

条例になっているなとい うふ うに強 く感 じたわけです｡

私は､憲法 とい うものはやは り人間が歴史のある時代の中で作 り出す基本的なルー

ルですから時代を大きく映 し､その時の状況､その時の国の課題､国民の理念を映 し

出す鏡だと考えているわけです｡ 1687年にイギ リスで名誉革命が起 こって､権利

章典 とい うものが作 られます｡ このイギ リスの憲法的な規定 ･規範は､自由権の尊重

に一番重要な力点を置いているわけですね｡ これはやは り､国王によって税金を同意

な しに課せ られるとか､あるいは国王によって勝手に国の宗教 とい うものが変えられ

て しま うとい うような経験の中か ら､市民の同意な しに市民の自由を侵す ようなこと

を権力がやってはならないとい う理念が生まれ､イギ リスの近代憲法が作 られてきた

わけであります｡ですから､イギ リスの憲法 とい うのは自由とい うものを非常に強調

する憲法になっているわけですね｡

それから1世紀後にフランス革命によって作 られた､フランスの憲法 とい うのは､

これはどちらかといえば人民主権に非常に力点を置いた憲法になっています｡ これは

ブルボン王朝の絶対王政をひっくり返 して､人民が政治の主人公だ とい うことを表明

しようとしたからです｡

戦後の多くの国々の憲法でもそ うです｡イタ リア憲法は労働権が中心になって作 ら

れた憲法です｡それに対 して､ 日本の憲法は平和憲法であるとい う点に､一番大きな
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特色があると思います｡それはやは り､それぞれの国がくぐった歴史的な経験､その

中で温めてきた国民の様々な思い とい うのが凝縮 されて憲法が作 られてくるか らです｡

憲法 とい うのは決 して無色透明で､時空を超 えてどこででも成 り立つような普遍性を

持ったもの としてではなく､普遍的な基本的人権の尊重 とい うような考え方を盛 り込

みなが らも､時代 と国や地域の顔 とい うものを持った基本法 として作 られてきたので

はないかと思います｡そ うい う意味で､ 日本の中でもはかの地域の住民たちが経験 し

たことのない歴史的経験をくぐってきた沖縄が作る地域憲法 とい うのは､そ うい う特

色をちゃん とその中に盛 り込んでいなければならないと思います｡そ うい う考え方が

このモデル条例案の中にはきちん と盛 り込まれているような気がいた します｡

｢基本的人権を守 る権利｣ とい うのが盛 りこまれていますが､こんな規定はおそ ら

く､内閣法制局に言わせると成 り立たないよとい うことになるのではないで しょうか｡

基本的人権は国家や国民が尊重するものであって､｢基本的人権を守る権利｣なんてい

うような言葉を使 うのはおか しいよとい うで しょう｡だけれ ども､これは私の勝手な

読み方かもしれませんけれ ども､この言葉は沖縄の状況､沖縄の置かれている事態を

反映 されているんですね｡沖縄 とい うのは 3つの権力に取 り囲まれているわけです｡

米軍 と日本政府 とそ して沖縄県をは じめとする自治体 と3つの公権力 とい うのがそこ

にあるわけです｡そのなかで､米軍 とか 日本の中央政府によって､沖縄の住民の権利､

基本的人権が侵 される｡それを自治体をよりどころに しなが ら､基本的人権を守 らせ

る｡守 らせ る権利 とい うのをこの条例に盛 り込まないと､単に平板に人権を尊重する

義務 とい うだけでは収まらない人権構造 とい うものを持っている｡そのことが非常に

よく反映 されているわけで､言葉をこのまま残すか どうかは別に して､非常に重要な

特徴だと私は思います｡

それか ら､このモデル条例案の中には､憲法 とか今の地方 自治法の枠か らはみ出す

ような考え方がいくつか盛 り込まれていたわけで､例えば､議会の権限を強化 して､

議案の提出と議決についての権利 を議会固有の権利､権限であるとい うふ うに謳お う

とい う考え方が議論 されたわけです｡地方 自治法には首長や､議会 とい うのはそれぞ

れ別に規定されていまして､首長のや るべき事項の中に議会に対する議案の提出とい

うのが書いてあるわけで､その首長の議案提出権を否定するとい うことになって しま

うわけですね｡議案の提出とか議決は全部議会の中でやっちゃ うとい う考え方は今の

自治法に完全にバ ッティングするとい うことにな ります｡ しか し､それをあえてやろ

うとい うのですね｡つま り､今のような首長､議会のいわゆる二元代表性 といわれて

いる制度は本当にいいのだろうか｡沖縄が本当に新 しい統治制度を条例で選ぶ ことが

できるとすれば､必ず しも二元代表制的な構造をとるのではなくて､議会を中心 とし

た地方 自治の在 り方 とい うものを考えたいとい うことになるので しょうか｡あるいは､

二元代表制をもっと徹底 させて､アメリカの大統領制のように､大統領府は大統領府､

議会は議会で独立させ るとい う意見もとれます｡アメリカでも議案の提出と､議決の
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権限は議会が全部持っていますね｡そ して大統領は議会に対 して直接法案 を提出する

権限はありません｡そ うい う形で執行権 と立法権を分けて､はっきり独立させ るとい

う考え方なのかもしれません｡島袋 さんの解説を拝見 しま した｡半分賛成ですけれ ど

も､やは りよく解 らない｡ こうい う統治構造の制度設計の全体的な思想 とい うか､論

理構造を聞きたいなとい う感 じが私はいた します｡

それから､首長に選挙公約の達成状況についてちゃん と報告 させるとい う､規定を

条例に盛 り込むのはどうかなとい う感 じがいた します｡つま り､政治的責任 と行政的

責任の違いが区切 りされずにいないのではないで しょうか｡条例で首長に負わせ る責

任 とい うのはやは り､執行機関としての責任であって､選挙運動の中でどんな公約を

して､これをどこまで達成 したかとい う､政治責任を条例の中で規定するとい うのは

ちょっとどうかなとい うふ うに思ってお ります｡ただ､今のマニフェス ト運動なんか

との関係で言います と､そ うい うようなことを政治的なルールに していくとい うこと

は当然ありうることだとい うふ うに思います｡

後は少 しとば しま して､情報共有 とか行政評価 とかい うのは､これはなんとなく自

治基本条例の標準装備 をやっぱ り沖縄の条例 も装備することに したかなとい う感 じが

いたします｡ もう少 し独 自の味をつけてください､といいたいよ うな感 じもす るわけ

です｡例えば､行政評価で､これ も大体仕組み としては評価の基準を作って､各事業

ごとの自己点検をして改革 していく｡その結果を公開するとい う仕組みなんですけれ

ど､評価の基準とい うのが､達成度や費用対効果､効率中心になっているわけです｡

三重県なんかはさすがにそんな狭い考え方をとっていないわけで､あくまでその評

価の一番根本的な基準は､総合計画の基本的な目標に適っているか どうかであ り､そ

れを評価の一番の眼 目にするとい う考え方をとっているのです｡ただ､現場ではそ う

はいかないので､やは り達成度 と費用対効果で評価 をして しま うとい うことにな りが

ちで､結局は成果を挙げ効率をよくするとい うことに､各部局が血道をあげなければ

ならないとい うことにな りがちであ ります｡これは本末転倒のような気もするわけで､

そ うならないための沖縄独 自の思想を何 とか盛 り込めると面白いなと思います｡

それから､私が一番注 目いた しま したのは､対外関係です｡住民主権が基地に及ぶ

とい う考え方､それか ら自治体もまた外交の主体であるとい う考え方ですね｡ これを

抽象的であれ条例の中に表現するとい うようなことは大変なことであ ります｡基地に

関する事柄 とい うのは､これは国の直接執行事務 とい うことになるわけで､高度に主

権的な作用 として考えられていることであ ります｡それを､その中にやは り､自治体

が踏み込んでいこうとい うわけで､これは大変重要な提案だと思います｡

しか し､私は､沖縄はこの領域に踏み込んでいかないとだめなんだろうと思 うわけ

です｡単に基地の土地の使用だけではなく､アメ リカ軍の軍人軍属が行 う日常的な行

動に至るまで条例によって義務を負わせた り､規制 した りするようなことをある程度

や らなければ､沖縄 とい う地域を全体 としてひとつのまとま りある､秩序のある地域
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社会 として管理 していくことはできないわけです｡そ うい う意味で基地や､そこにい

る人たちもちゃん と沖縄のルールには従ってもらいます｡沖縄の決めた条例には従っ

てもらいますよとい うことをはっきりさせ る｡空挺部隊のパラシュー ト降下訓練の中

で畑に飛び込ん じやって､作物を荒 らしたとい うことになったら､不法侵入か財産権

の侵害の不法行為なんですかね｡ とにかくそ うい うことでちゃん と責任を取ってもら

います よとい うようなことにならない と､仮に基地が当分残 るとしても､基地 と地域

社会 との間の共存はあ りえないわけで､そ うすると実は､ 日米地位協定に基づ く米軍

と日本 との間の話 し合いの中に実は自治体が入っていかないとだめだ､とい うふ うに

なるような気が私はいた します｡

そ うい う意味で､このことをモデル条例案の中に､抽象的ではあ りますけども書き

込まれたとい うことは､非常に重要なことだ と思っています｡

それから､ニセコの条例なんかが参考になると思 うのですが､沖縄 とい うのはやは

りゆいま-るを中心 としたコミュニティーの伝統 とい うものが､非常に生きている地

域であ りますので､そ うい うコミュニティーの伝統 とい うものを尊重 して子孫にまで

伝えていきま しょうとい う規定が条例の中にあってもいいのではないかとい う気が し

ます｡沖縄の文化を大事にしてそれを育てていきま しょうとい う宣言的規定もやは り

必要で､そ うい うものがないと寂 しいなとい うような感 じがいた します｡

5､今後の課題

最後に､これからの問題についてです｡私が前の本の中で書きま したのは､沖縄は

他の地域にも増 して､強い自治権､アイデンティティを主張する姿勢のある地域であ

り､そ うい う地域の憲法は､まずやは り､県､琉球諸島とい う言い方でもいい し､沖

縄県 とい う言い方でもいいと思いますけれ ども､県全体で作 られて､それを受けて各

市町村がそれぞれ 自分のところの特徴を活か した自治基本条例をつ くっていくのが一

番わか りやす くて､ダイナ ミックなや り方だと考えていたわけです｡

沖縄県が他の都道府県 とは違 う､独特の性格を持った自治体の構造を作 り上げてい

くことができるためには､最近はや りの ｢特区｣に してはどうか とい うことにな りそ

うですが､私は特区では無理だと思います｡特区とい うのは､これはあくまでも規制

改革会議の提案を受けて各省庁が行政的にこうい う規制は緩める､この地域について

は緩めるとい うことを行政的に決める制度です｡基本法 レベルの統治制度を動かすよ

うな制度ではあ りません｡従って､特区の枠組みの中でこんなことをやろ うとい うの

は無理であ り､そもそもやろ うとしていることの主旨に合わない と思います｡例外を

認めてくれ よとい うわけではないんです｡沖縄が､ 自分たち自身の憲法を作って､自

分たち自身の統治の構造 とい うものを創造 していく､それを認めさせるとい うのが､

自治基本条例の考え方であって､これは決 して特区の発想では うまくいかないと､私
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は思います｡従って､や り方 としては､結局のところ憲法 95条に書いてある､ 1つ

の地域に関する特別立法をや る場合にはその地域の住民の住民投票にかけなければい

けないとい う規定を使って､国がまず沖縄は独 自の地方 自治制度を採用できるとい う

法律を国の特別法で作る｡ これがまず前提ですが､こうい う特別法を国全体の世論を

動か して作 らせるとい うぐらいのことでないと､本当に実のある自治基本条例はでき

ないのではないかと思っているわけです｡では基本法の中では単に､地方 自治制度に

ついての沖縄の独 自の制度を､特別法 として作るとい うだけのことでいいのか私は数

年前にはそれ しか考えてお りませんで したけれ ども､これだけ一国多制度 とか何 とか

とい う話が広がってきます と､む しろ地方 自治法の､地方 自治体の統治構造のあ り方

についての規定を緩めて しまって､それ こそ自治体はそれぞれ憲法を作ってよろしい､

統治構造も自分で選んで作ってよろしいとい うような規定をおいた上で沖縄は沖縄で

独 自の制度を作るとい うような道筋もあるかなと､今は考えてお ります｡

しか し､これは憲法問題 とのバ ッティングが出てきます｡私は憲法を変えてもいい

とい うのは､一般論 としてはそのとお りだ と思いますけど､さっきも言いま したよう

に､ 日本国憲法のアイデンティティとい うのはどこにあるか とい うと､これは平和憲

法であるとい うところにあるのであって､そこまで一直線に手をつけるような憲法改

正は安易にすべきではないと考えてお ります｡従って､できれば地方 自治法の改正 ぐ

らいで済めばいいなとい うふ うに思っているわけであ ります｡そのためにも､できれ

ばやは り95条を使った特別法のようなものができればいいのではないか と考えてい

るわけです｡その中身については本の中でも少 し書いてお りますので､関心のある方

はお読みいただきたいと思います｡

つぎに､こうい う特別法を受けて､県の自治基本条例ができ､それが市町村にまで

広がっていくとい うことはいいのですけれ ども､この条例をどうい う性格のものとし

てつくるかが問題です｡すなわち憲法の枠をはみ出 した案を作るのか､あるいは憲法

地方 自治法の大きな枠の中にはあるけれ ども､部分的には法をはみ出す冒険 している

とい うようなものがいいのか､それ とも法的整合性を考えて､情報共有 とか､政策評

価 とか､そ うい うところでいろいろ味付けはするけれ ど､どこを取ってみても絶対に

法に触れないようなものを作るのがよいのか､いろいろな考え方が私はあ りうると思

いますO第 1段階でとにかく､基本条例 とい うものを作ることが大切だ と考えて､比

較的当た り障 りのないものをつ くる｡宣言的規定には思いっきり沖縄の心を盛 り込む

けれ ども､ルール とい うか､拘束力､規範力をもった規定には法的整合性に配慮 して､

あまり法律 とバ ッティングしないような条例を作るのも､ 1つの考え方です｡

基本条例は､まず作ることに大きな意味があるので､作るとい うことに慣れ る｡市

民がやれるんだ､自治体がやれるんだ とい うことを確認する意味で､基本条例を作っ

てみるとい うことに意味があるので､あま り差 し障 りのない条例か ら作ってみるとい

うのも 1つのアプローチだと思っています｡
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だけど､先ほど言いま したような､私は潜在的には沖縄は自決を主張 したっていい

のではないかとい う気が しているので､そ うい う意味合いを込めた特別 自治制度 とい

うものを展望するのであれば､そこ-の道筋をある程度書き込んだ基本条例でなけれ

ばならないのです｡思い切った条例をちゃんと作って､条例案を作成する段階か らこ

の研究会のように､憲法制定会議に当たるようなものを､各地域から代表を選び出 し

て設け､案をまとめる｡ これを日本の国に､国会に向けて示 し､特別法を作ってもら

いたいと要求する｡国会を動か し､世論を動か し､マスメディアを動か して､特別法

を作ってもらって､そ うい う沖縄の独 自の制度を実現できるような条件を作 り出 して

いくとい うようなや り方を､遅かれ早かれ どこかでやっぱ りや らないといけない時が

必ず来ると､私は思っています｡ どっちか らアプローチするか､これから本当に性根

をいれて考えなければいけないことではないか｡

ところが､よく考えてみると､いまや県はそ うい う方向に向けて動いてくれそ うに

ない雰囲気になっています｡県か らスター トして市町村- とい う順番を変えなければ

いけないことではないかとい うので､ロー ドマ ップ (行程表)を書き換えて､順番を

変えてはどうかと思っています｡

要するに､市町村か らいろんな面白い基本条例を作る｡単にモデル条例を作るだけ

じゃなくて､どこかの市町村が非常にインパク トのある基本条例､場合によっては上

位法 とバ ッティングするような基本条例を作って､それを合図に して､県を取 り巻 く

新 しい自治-の うね りを作 り出す｡県も､県の基本条例 とい うものをつ くらなければ

すまないのではないか と考える雰囲気を作 りをしていくことが､当座は現実的なのか

なとい うふ うに考え､順番を変えて市町村か ら県- とい うシナ リオに したらどうか と

い う提案をしたわけであ ります｡

実は沖縄だけではなくて､それ こそ､雨後のタケノコみたいに自治基本条例が出て

きている中で､都道府県 レベルの基本条例はないんですね｡高知県がただ 1つ案を作

っただけで､これ も完全に棚上げみたいな形になっているわけで､県とい うのはなか

なか自治基本条例を作 らない｡北川 さんが来 られたときに､｢どうして三重県は基本条

例を作 らなかったんですか ?｣とい うことを聞いていただきたいと思いますけれ ども､

あれだけ改革派の知事が登場 してきていなが ら､行政評価をやる､情報公開をやる､

マニフェス トまでや ると､いろんなことをやっているわけですけれ ども､自治基本条

例は県の レベルでは作 られていません｡ これはきっと難 しいんで しょうね｡ 1つは規

模が大きい｡つ くるとなれば､それな りのものをつ くらなければならない､いろんな

ことをカバー しなければならないとい うそ うい う難 しさがある｡それから2つ 目は､

国との関係が近い｡そ う簡単に国 との関係 を調整 して基本条例をつ くるとい う方向に

もっていけない とい う事情が都道府県にはあるで しょう｡それか ら3つ 目には､府県

制そのものがかな り動揺 し始めているわけです｡実は､自治基本条例以前に､道州制

の案を考えている県があるわけです｡府県を合併 して､道 とか州 とかい うものをつ く
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って､新 しい地方 自治制度をつ くるとい うことを､かな りま じめに考えている府県が

たくさんあるわけで､そ うすると今ある県の基本条例つ くってみてもしょうがないの

ではないかとい う考え方が､ひょっとしたらあるのかもしれません｡

そんなことがあって､なかなか都道府県 レベルの自治基本条例づ くりとい うのは進

んでいないわけで､これは沖縄だけの問題ではないとい う側面があるのではないのか

と思います｡ しか し沖縄は､やは りできれば自治基本条例をつ くって､それを実現す

るために沖縄か ら特別の自治体制度をつくる､一国多制度をつ くるとい うぐらいの 日

本の地方 自治法制度全体に対する揺 さぶ りをかけていいのではないか｡それは道州制

につながるのか､連邦制につながるのか どうか､わか りませんけれ ども､それ ぐらい

の揺 さぶ りをかけるとい うことを県が県 レベルでや らないといけないのではないか と､

私は思っているわけです｡

いろいろございますけれ ども､中身はこれか ら考えていくとい うことであ りま して､

私もそんなに体系的なことを考えているわけではございませんので､後の議論に委ね

たいと思ってお ります｡

いずれに しても､こうして基本条例 とい うものを 1つのきっかけに しなが ら､沖縄

の新 しい自治の可能性を広げていく時代がやってきたわけです｡ もちろんそれは条例

づくりだけを一生懸命やっていてもできない課題であ りま して､そ うい う市民 自治立

法のための政治的な環境作 りをやっぱ りしなければならないで しょう｡それ こそポス

ト戦後的な状況の中で､徳島や長野や島根やいろんなところで起 こっている､市民型

の運動､地域のこと自分たちのことは､自分たちで決めるんだとい う運動 と､どこか

でつながっていくような改革を､沖縄の中で､積み重ねていくとい うことが大事なの

であって､それこそ 55年体制型の社会運動から､21世紀型の市民運動-の転換を､

意識的に条例づくりの運動 と重ねながら､実現 していく必要があるのではないか｡

今 日伺ってみて驚きま したけれ ども､条例づ くりの運動にこれだけたくさんの方々

が集まってお られるとい うのは､基本条例制定運動が沖縄の新 しい市民運動の核なの

だろう改めて再確認 した思いがいた します｡ しか しそれでも基本条例づ くりだけやっ

ていたのでは多分だめだろう､その周囲で雰囲気作 りをするとい うことがない と駄 目

だろうと思います｡沖縄でも多 くの自治体や離島は合併問題で苦 しみ､財政問題で悩

んでいるわけで､そ うい う問題をすっ飛ば したかたちで条例を作 りま しょうと言 うだ

けでは話はすまないわけですね｡そ うい う困難な状態に置かれている現場 と認識を付

き合わせ､考え方を付き合わせ る努力をしながらこうい う条例を作っていくとい うこ

とが､やっぱ り重要なのではないかなとい う気がいた します｡

いずれに してもこの沖縄 自治研究会の運動は極めてユニークだ と思います｡そ うい

う意味でそのユニークさを是非 とも発信 していただきたいと思います｡インターネ ッ

トでこの研究会を検索いた します とバーつとたくさん情報が入って くるわけです｡若

い人は多分たくさん知っているだろうと思います｡だけどやっぱ りもっと多様なメデ
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イアを通 じて､沖縄 自治研究会でやってお られること､そこで議論 されていることを

発信 していただきたい｡私は沖縄 自治研究会のことが広 く知 られていけば､たくさん

の人がここに調査に来るだろ うと思ってお ります｡それ ぐらい思い切って､思い切っ

て､この運動を全国に発信するための試み もやっていただきたい｡そ して､全国のい

ろいろな運動にインパク トを与えていただきたいなとい うふ うに考えているわけでご

ざいます｡
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沖 縄 自 治 の 審斤だ 毛声可 島邑性

沖縄自治研究会 10/25/03

加茂 利男(大阪市立大学)

lさじ功に
･｢沖縄 ･21世紀への挑戦｣(2000年)で言いたかったこと

脱基地 ･自立プログラム (機関委任事務への挑戦 ･市民投票運動)と

｢国際都市構想｣の矛盾 ･分権 :分権 ･自治志向のあいまいさ

自治システム再創造からのアプローチ :自治基本条例の提案

･その後の変化

沖縄における ｢戦後構造｣の変化 :保革対立政治の後退と現実主義の台頭

｢沖縄経済振興21世紀プラン｣の展開と海上ヘリ基地受け入れ

｢グローバル集団安保｣の新展開と基地機能の再編

脱植民地主義と自治地域の法的地位 :連邦化 ･一国多制度への動向

ポスト分権一括法の光と影 :自治立法の波 ･市町村合併 ･三位一体改革

規制改革と ｢特区｣の広がり :開放化と内発的発展

･沖縄自治研究会との接点

7.｢自治｣からのシステム改革
･｢ポスト戦後｣状況を超えて :｢左翼｣の不振 ･｢市民｣の元気

･｢小さくても輝く自治体フォーラム｣の経験 :困難な自立の道を歩む小規模自治体

･自治基本条例の広がり

ブレイク ･スルーかファッションか?

それでも ｢まらの憲法｣づくり

･問題点

行政主導か市民主導か? 宣言かルールか? 個性かスタンダードか?

法的整合性か既存法制への挑戦か?

･自治基本条例と非合併 ･自立運動のすれらかい

2.沖縄部会研究会の自治基本条例つくLJについて :私の感想
･フォーラム型条例づくり

市民 ･職員 ･議員 ･研究者- :分担 ･持ち寄り･ワークショップ聖立案システム

実現への道筋をどうつけるか?

･理念=宣言的規定と自治の基本ルール :ルールの強い規範力

基本条例をどの程度重たいルールにするか?:ニセコ町基本条例との比較

･手づくり基本条例

｢です､ます｣条文(多摩市などの例)

市民感覚からの積み上げ

･｢顔｣のある基本条例 :前文 ･平和的生存権 ･環境権 ･基本的人権を守る権利 ･自治

体の対外関係などにみる ｢沖縄｣精神

憲法における普遍性と個性 :｢平和憲法｣の再現

｢基本的人権を守る権利｣(cf.義務)をどう論理構成するか

･自治体統治機関の再定義 :統治構造選択権への志向

｢チャーター｣的条例 :一国多制度志向

議会権限強化 :議会匿)有の議案提出 ･議決権

法的整合性の制約 ･改憲論との間合い



二元代表制の強化か?

･首長 (執行機関)の責任規定

議会規定との関係

政治責任と行政責任の区別は?

･統治構造の制度設計理念

･総合計画の最上位規程性を転換 :自治基本条例の最高性の確認

･情報共有 ･行政評価

標準装備と画一性の間

･住民投票制

｢できる｣規定でなく ｢ならぬ｣規定

･対外関係

住民主権と地位協定 ･国の直接執行事務との関係

自治体外交権の設定

･コミュニティーに関する規定は必要ないか?

･沖縄の文化的アイデンティティーの継承 ･発展に関する規定があってもよいのでは?

3. 自治基本条例運動への期待と沖縄自治の新たC3可能性
･条例制定の戦略=プロセス ･デザインへ :臨場感と現実感のある運動へ

｢県から市町村へ｣から ｢市町村から県へ｣

市町村の自治基本条例の積み重ねがないと県条例はできない?

ファッションとしての自治基本条例も遅れ気味

･県レベルの沖縄自治基本条例

なぜ都道府県は自治基本条例に積極的でないか?

沖縄における県自治基本条例の難しさ

園の特別法 (基地交付金 ･補助金 ･規制緩和)への依存と

自治立法の蓄積のなさ

問われる特別自治制度へのスタンス :

もう一つの特別立法 (自治体外交権 ･チャーター制定権 ･国直轄事務の

移譲 ･国際自治体連携 ･特別環境保護法など)へのプログラム規定

･市民自治立法への政治環境つくり

徳島 ･長野 ･島根型市民運動 ･住民投票

｢55年体制型社会運動｣から21世紀型社会運動へ

新しい市民運動としての自治基本条例制定運動

条例案の各条項と地域の現実問題との重ね合わせ

現場の困難との向き合い ･つながり

訴わLJに
市民主導型自治体憲法運動のユニークさをどう発信するか?

さまざまな媒体 ･場面での発信を

調査する運動から､調査される運動へ
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