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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6報告集で

ありかつ最後の報告集となる｡

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 ･実践的総合研究一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諦となってきている｡

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｡

(診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｡

本研究に着手した2002年当時､道州制についてのメデアや世論､自治体等の関心は決して高い

とは言えなかった｡2003年8月に､小泉総理が北海道の道州制特区を具体的に指示する頃から､道

州制は現実的課題と意識され､各都道府県や自治研究団体は､きそって道州制の検討に乗り出し

た｡

本研究は､｢自治基本条例｣をテーマに据えているが､基本条例の基盤にある自治体の姿が真の

テーマであったと言ってよい｡すなわち､県レベルの自治基本条例を終局的目標とした本研究に

とって､当初から道州制そのものが重要な関心事であったといってよい｡

沖縄で自治を構想する者は､誰でも国との関係に思いをいたす｡団体自治という言葉に見られ

るように国との対抗関係で自治を考えるのは当然のことであるのだが､とりわけ沖純の歴史を背

景にすれば､そして､現在の自治が過去の所産であることを思えば､沖縄が国との関係を機軸に

して自治を考えることは必然なのである｡

沖縄では､明治以来自治 ･自立を構想して来た歴史を持つ｡本研究は､自治についての理論的､

歴史的､国際的比較を手段にしつつ現実と切り結んできたO理想と現実､学問と実務の相克を克

服することを試みたとも言える｡多くの研究者や実務家､ジャーナリスト､市民の議論が結集さ

れているが､それゆえ､逆に未成熟､相互の矛盾､非現実的､没理想という批判がありうるであ

ろう｡未完の研究であるが､それでも､研究の経過を世に問い続けてきたわけは､沖縄の自治の

みならず日本の道州制の議論の深まりに寄与することを信じたからである｡

ここに3年間の研究の軌跡を記しておく｡

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｡2年目下半期は､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

野の第一線の研究者を招き研究の交流を行った (報告書No.4)｡

最終年度の上半期は､沖縄の自治構想の歴史的研究を集中的に行った｡同時に研究会を3つの

班 (主として政治学研究者からなる班､憲法研究者からなる班､行政法研究者からなる班)に分

けそれぞれの分野からの自治構想を研究した (報告書No.5)｡下半期は､その成果を受け､三つの



構想を中心とするシンポジウム､さらに､それを踏まえ､｢沖縄自治州基本法｣の研究会が継続的

に行われた｡他方で､研究者の研究論文の取りまとめが行われた｡

本研究は､上記研究目的の(宣XS)で述べたように､住民､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｡今期も広く一般に公開した｡

合併問題､財政危機は､今期も連日のようにメデアで報道され､住民投票､リコールなど住民

参加の要求も強い｡道州制の議論も県庁内部や住民の間で始まっている｡そのような背景のもと､

本研究に対する関心も高い｡科学の地域貞献としても評価し得るものと思う｡

2004年度下半期活動記録
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沖縄自治研究会自治基本条例研究プロジェクト中間報告 シンポジウム ｢沖縄の新たな自治

を提案する｣

〇 第 1回研究定例会(10月30日)

〇 第 2回研究定例会(11月13日)

｢前文｣､｢人権｣

〇 第 3回研究定例会 (11月27日)

｢沖縄における自治の基本法則｣､｢国との関係｣
〇 第4回研究定例会 (12月18日)

｢財政｣､｢沖縄自治州と市町村の関係｣
〇 第 5回研究定例会 (1月8日)

｢市町村｣､｢沖縄州の統治機構｣

〇 第 6回研究定例会 (1月22日)

｢前文｣､｢沖縄の沖縄自治基本法の法的位置づけ｣

〇 第 7回研究定例会 (2月5日)

総まとめ会議(丑

〇第 8回研究定例会 (2月27日)

総まとめ会議②

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

高

前

佐

島

徳

照

宗

上

良

津

藤

袋

田
屋

前

博

能

鉄

条

学

純

博

寛

清

研究経費

平成 14年度分

平成 15年度分

平成 16年度分

琉球大学大学院法務研究科教授 (研究代表)

早稲田大学大学院公共経営研究科教授

琉球大学大学院法務研究科教授

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)

琉球大学大学院法務研究科教授

沖縄国際大学法学部助教授

琉球大学法文学部助教授

ー
hu1
円rhH一
Ei-

円

円

円

千

千

千

3

l"HullJu
q■1

0
0

0

0
0

0

4
9

9

4
3
3



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)

第4報告書

｢沖縄の自治の新たな可能性一自治研究講座｣(平成16年3月)

第 5報告書

｢沖縄の自治の新たな可能性一定例研究会議事録｣(平成16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)



目 次

Ⅰ.自治基本条例研究論文

1.｢沖縄自立構想の歴史的展開｣

仲地 博 (琉球大学教授) - -

2. ｢日本国憲法下の自治と主権｣

高良 鉄美 (琉球大学教授) ･- ･･- ･･

3. ｢戦後初期の沖縄の諸政党の結成と独立論｣

照屋 寛之 (沖縄国際大学助教授) ･

4. ｢復帰前後の沖縄自治州 (特別自治体)構想｣

江上 能義 (早稲田大学教授) - ･

･ 23

･･ 35

5. ｢沖縄自治憲章 (莱)｣について

前津 菓健 (沖縄国際大学教授) ･ 51

6. ｢国際都市形成構想 と道州制｣

仲地 博 (琉球大学教授) -

7. ｢消費者の権利と自治体消費者行政｣
徳田 博人 (琉球大学教授)-

･･ 61

73

8. ｢ローカルガバナンスにむけた政策評価システム設計の構想｣

宗前 清貞 (琉球大学教授)･ ･ 83

9. ｢多様な自治のあり方と ｢独立｣:アメリカ合衆国の事例を中心に｣

佐藤 学 (沖縄国際大学教授) ･- ･ 99

10. ｢沖縄の課題-変容する国民国家と地域ガバナンスの比較研究による-省察-｣
島袋 純 (琉球大学助教授)- - 107

Ⅱ.沖縄自治研究会2004年シンポジウム 〔自治基本条例プロジェクト中間報告会

平成 16年10月16日

テーマ :｢沖縄の新たな自治を提案する｣

内容 :

1.｢自治改革の動向と沖縄の危機について｣ 島袋純(琉球大学助教授)

2.｢沖縄自治基本条例｣

122



司会 :前津祭健(沖縄国際大学教授)

報告 : 徳田博人(琉球大学助教授)/宗前清貞(琉球大学助教授)

質疑応答 :

3.｢憲法95条に基づく沖縄自治州基本法｣

司会 :仲地博(琉球大学教授)

報告 :高良鉄美(琉球大学教授)/照屋寛之(沖縄国際大学助教授)

質疑応答 :

4.｢日本連邦｣基本構想

司会 :江上能義(早稲田大学教授)

報告 :佐藤学(沖縄国際大学教授)/島袋純(琉球大学助教授)

質疑応答 :

5.｢開かれた提案づくりについて｣ 前城充 (南風原町役場)

Ⅲ.2004年後期 研究会議事録

平成 16年 10月30日 (土) 第1回 定例研究会 - - - - - ･

平成 16年11月13日 (土) 第2回 定例研究会 ･

(∋ 前文 (フアシリテ一夕:屋嘉比収)

(∋ 人権 (フアシリテ一夕:難波田到吾)

平成 16年 11月27日 (土) 第3回 定例研究会 ･

① 沖縄における自治の基本原則 (フアシリテ一夕:前城充)

② 国との関係 (フアシリテ一夕:藤中寛之)

平成 16年12月18日 (土)第4回 定例研究会 - ･ -

(∋ 財政 (フアシリテ一夕:演里正史)

② 沖縄自治州と市町村の関係 (フアシリテ一夕:富里大人)

平成 17年 1月8日 (土) 第5回 定例研究会 - ･

① 市町村 (フアシリテ一夕:照屋勉)

② 沖縄州の統治機構 (フアシリテ一夕:曽根淳)

平成 17年1月22日 (土) 第6回 定例研究会 ･

① 前文 (フアシリテ一夕:屋嘉比収)

② 沖縄の沖縄自治基本法の法的位置付け (フアシリテ一夕:翁長健治)

Ⅳ.構想案

構想案 ･

･ 229

･ 251

･ 284

･･･ 321

･ 348



Ⅰ.自治基本条例研究論文

1.｢沖縄自立構想の歴史的展開｣

仲地 博 (琉球大学教授) ･

2. ｢日本国憲法下の自治と主権｣

高良 鉄美 (琉球大学教授) - - -

3. ｢戦後初期の沖縄の諸政党の結成と独立論｣

照屋 寛之 (沖縄国際大学助教授)

4. ｢復帰前後の沖縄自治州 (特別自治体)構想｣

江上 能義 (早稲田大学教授)

･ 9

23

35

5. ｢沖縄自治憲章 (莱)｣について

前津 条健 (沖縄国際大学教授) - ･･ 51

6. ｢国際都市形成構想 と道州制｣

仲地 博 (琉球大学教授) ･ 61

7. ｢消費者の権利と自治体消費者行政｣

徳田 博人 (琉球大学教授)- ･･･- - - 73

8. ｢ローカルガバナンスにむけた政策評価システム設計の構想｣

宗前 活貞 (琉球大学教授)･ ･ 83

9. ｢多様な自治のあり方と ｢独立｣:アメリカ合衆国の事例を中心に｣

佐藤 学 (沖縄国際大学教授) - ･ 99

10. ｢沖縄の課題-変容する国民国家と地域ガバナンスの比較研究による-省察-｣
島袋 純 (琉球大学助教授)- - 107



1. ｢沖縄自立構想の歴史的展開｣

仲地博 (琉球大学教授)
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沖縄自立構想の歴史的展開

仲地 博

- 背景にあるもの-沖縄民族意識

一人の人間が､独立を求めるようにどの地域も自立を求める｡ここでの自立とは経済的自立もさること

ながら､自治 ･分権という面の自立である｡どの地域も自立を求めるといったが､沖縄はど自立について

の論議がある場所は国内ではおそらく他にない｡それは何故か｡

自治体職員の労働組合である自治労が1998年に発表した ｢琉球諸島の特別自治制に関する法律案要綱｣

】の前文が典型的な回答を示している｡ここで述べられることは､沖縄が自立を求める背景であり､①島峡､

亜熱帯等の地理的条件 ②王国の歴史､非武装の島 ③去る大戦時の悲惨な地上戦の経験 ④米軍統治

⑤復帰思想と現実の落差の諸点である｡玉野井芳郎による自治憲章も強弱はあるがこの5点を挙げる2｡

この5点とも全部国内他の地域にはない条件である｡それゆえ､これらは沖縄の特質として認識され

これらの特質に裏打ちされて自立論が噴出することになる｡

それだけではない､表面にはあらわれにくいが､そのさらに奥深いところで ｢民族意識｣がある｡こ

こに復帰 10年日の目立論の集成をなす好個の-著､新崎盛嘩･他編『沖縄自立への挑戦』(社会思想社 1982

年)がある｡同書所載の諸論考を見れば､専門分野も傾向も異なるさまざまな論者が明示的にあるいは黙

示的に沖縄民族意識を語っている｡例をあげよう3｡

① 中村丈夫 (長野大学教授)は､｢沖絶入は長い､複雑な過程を経て､日本民族の一隅に強制 ｢復帰｣

させられた一〇年のひずみ､矛盾のなかから､次第に日本の資本と権力に対し抵抗を開始していき

ている｡この事実を思想的 ･政治的に直視すれば､それは単に社会的マイノリティーの自己主張で

はなく､沖縄民族の形成過程ではないか｣｡

② 中野好夫 (評論家英文学者)｢是非皆様に植民地隷属の状態から長い民族独立運動の結果､ついに

独立を達成した諸国家の歴史を勉強していただきたい｡

③ 仲吉良新 (自治労本部副委員長)｢(特別県制案の基本的ねらい)かつて琉球王国でありまして､天

皇がいたわけでもないし､初めから幕府の支配下にあったわけでもありません｡そういう意味では､

われわれの心の中にも､われわれの先輩たちの心の中にも､沖絶入 (ウチナンチュウ)という誇り

があります｣｡

④ 比嘉良彦 (政治アナリスト)｢日本国家は､沖縄をつねに従属的地域社会として扱ってきたし､今

もそうである｡その原因は､沖縄がマイノリティ (少数民族)として､民族的疎外の状態に置かれ

てきたからだといわざるを得ない｡-沖縄の自立とは-沖縄が民族的疎外から脱却することとして

把握するべきであろう｣｡

⑤ 矢下徳治 ｢(特別県制は)事実上沖縄人民の自決権の主張､あるいはそれに通底する主張がこめら

れていることである｡沖縄人民の自決権の主張が異質の法論理たる地方自治権 (の拡大)という経

路を経由して語られている｣｡

1 (1)｢沖縄の自立解放に連帯する風源サイト｣http://wyy5b.biglobe.ne.JPrWHOYOU/で､本稿に引用する諸資料のほとんどを見ることが

できる｡

2 沖縄自治研究会の自治基本モデル条例は､悲惨な地上戦､米軍統治をあげる｡

3引用は 中村27頁､中野68貢､仲吉79頁､比嘉95貢､矢下 106頁｡
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沖縄自立への挑戦を語るこれらの論者の立論の正面には据えられていないにLも､その

通低音として ｢少数民族｣としての沖縄があることが見て取れよう｡

民族意識を､政治思想史として紐解いたのが比屋根照夫である4｡比屋根は､伊波月城､比嘉静観､伊波

普獣という一連の思想家を丁寧に分析し､共感を込めて､次のように結論づける｡｢これらのコスモポリタ

ニズム､世界主義に共通するものは､伊波の個性論に基礎をおく ｢琉球民族意識｣の発露であり､大和民

族と箕なった ｢異民族｣としての歴史経験に裏打ちされた沖縄主体の自己認識の発言であった｣｡比屋根が

論じたこれらの思想家は､独立論や特別県制を唱えたわけではない｡彼らの ｢琉球民族意識｣は､沖縄の

制度的自立論とは別の方向､すなわち外へと広がる視点を持ったのである｡比屋根は格調高く次のように

結論づける｡｢このような自己認識が弱者や弱小民族､マイノリティへの共感､連帯へとつらなっていった

ことは､最早疑うことのできない厳然たる事実である｡そして､これこそが近代日本の周縁の地から発せ

られた良質なコスモポリタニズムの発現であったと言える｣と｡ここで留意したいことは､沖縄の思想的

伝統の根底には､琉球民族意識があると比屋根が把握したことである｡そしてその ｢琉球民族意識｣が､

コスモポリタニズムとして発露されていったと比屋根は喝破したが､もう一つの発露の方向が自立論 ･独

立論であったといってよいであろう｡

二 自立思想の系譜

自立は､沖縄近現代史を貫く一貫したテーマとして､常に誰かが何処かでその構想を練り､語り､運動

を行っていた｡しかし､それが広く社会的な論議の対象になるのは､一定の社会的背景が存在する場合で

あり､いわi封中縄の歴史の節目において表舞台に登場するといえる｡本稿ではそのような節目ごとに､時

代の背景に触れながら自立論のその時代の自立論の概略を素描する｡それぞれの自立構想の詳細な検討は､

他の執筆者が予定されている｡

(1)明治期

明治期の沖縄自立思想は､琉球王国の継続あるいは独立の回復を目指す言説が中心となる｡

中央においては､自由民権運動の論陣を張った ｢近時評論｣が､｢(もし琉球の)衆心ノ向フ所独立自治

ヲ欲スルノ兆アラバ､我レ務メテ其ノ萌芽ヲ育成シ､天下二先立チテ其ノ独立ヲ承認シ､以テ強ノ弱ヲ凌

グベカラズ､大ノ小ヲ併スベカラザルノ大義ヲ天下二証明｣せよと論じ､また植木枝盛が ｢琉球の独立せ

しむ可きを論ず｣(『愛国新誌』)と越して､｢琉球もかつて一個の独立をなし琉球といえる--R の団結をな

したるものなれば之を両断することはなお一身を両断しこれを殺すに同じく人の一家を両分してその愛を

割かしむるに異なることなければなり｣｢アジアの基本理念は､アジア諸国間の相互不可侵 ･人間の自主的

精神の尊重である｡この基本理念を内外に実践的に鮮明にし､天下に立って義を示し､同等主義を重んせ

しむるの道を明らかにするため琉球を独立させよ｣｢今にして琉球を独立せしめるがごときは､実に天下に

義を示すもの｣5と論じたように､琉球独立は日本のアジア政策を切り口として論じられた｡

もとより､このような主張は､琉球側の世論と無関係に出現するものではない｡沖縄の旧士族が､脱清

人(脱琉球渡清人)として清国で王国復権運動を行うという国際的政治状況のもとで主張されたのであり､

明治政府も対清国との交渉の道具として､琉球を清国領と日本領に二分割する案を提示していた｡琉球の

帰属 (独立)は､東アジアの国際秩序の形成の問題でもあったのである｡

他方､沖縄においては､尚家を世襲の沖絶県知事とする特別制度の実施を政府に要求する政治運動とし

4比屋根照夫 ｢混成的国家への道｣『日本はどこへ行くのか』(日本の歴史第25巻､講談社 I999)192頁

5比屋根照夫 ｢沖縄構想の墜史的帰結｣『自由民権思想と槻 (研文出版 1982年)が詳しい｡引用は同書から｡
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て公同会運動があった｡日清戦争に勝利した日本の枠組みの中で生きていく以外に選択の道がないことを

沖縄が自覚したことの表象であった｡歴史の大勢に逆行する運動であり､政府の相手とするところではも

とよりなく､また運動としても県内外で持続するものでもなかったが､沖縄の歴史に照らし､沖縄らしい

制度を果敢に主張したという点では､本稿の趣旨に照らしたら場合評価できないこともないであろう｡

明治期の自立運動は､王国の残影が濃厚に漂う中､復古的なものと大括りすることができよう｡

(2)終戦直後

終戦直後の自立構想は､独立論的傾向で語られはじめる｡東京沖縄県人会､沖縄文化協会の前身をなす

沖絶入連盟に宛てられた共産党の ｢沖縄民族の独立を祝うメッセージ｣がその代表例である｡メッセージ

は次のように述べる｡｢数世紀にわたり日本の封建的支配のもとに隷属させられ､明治以降は､日本の天皇

制帝国主義の搾取と圧迫に苦しめられた沖縄人諸君が､今回民主主義の世界的発展の中に､ついに多年の

願望たる独立と自由を獲得する道につかれたことは諸君にとっては大きい喜びを感じておられることでせ

う｡-たとひ古代において沖縄人が日本人と同一祖先からわかれたとしても､近世以降の歴史において日

本はあきらかに沖縄を支配してきたのであります｡すなわち沖絶入は少数民族として抑圧されてきた民族

であります｣｡ここでは､沖絶入と日本人が同祖であることを留保しつつ､今日では沖縄人が少数民族であ

ることが明確に述べられている｡

沖縄現地でも､初期の政党である沖縄民主同盟､共和党が琉球独立を主張し､沖縄人民党も､明確に言

い切ってはいないものの､｢全沖縄民族の解放｣｢琉球民族の基本法たる憲法の制定｣など､少数民族論に

立ち､独立を志向していたと評価されている6｡これら戦後初期独立論は､旬日にして復帰世論に取って代

わられるが､さて､初期独立論の意義をどう考えるか｡一つは､政党が世論を代表するものであれば､初

期独立論は､沖縄の素朴なそして深く潜在する意識の表明であった｡素朴なというゆえんは､ほとんどス

ローガンの域をでなかったことであり､大日本帝国の臣民というくびきから解放された沖縄人意識が表面

化した状態であったといえよう｡

初期独立論が急速に衰退する理由は､いろいろ考えられる｡一つは､沖縄社会において戦前のリーダー

層が､戦後においてもリーダー層として ｢公認｣されたことである｡米国は､沖縄占領に備えて､占領前

から沖縄の人材の把握に努めていた｡地上戦争遂行上においても住民を収容所に保護する際に､一人一人

に沖縄全体とそれぞれの地域のリーダーについての聞き取りを行っている7｡このような調査の中から住民

側の統治機構である沖縄諮諭委員等が選出されていく｡戦前戦後を通じた支配層の同質性が日本復帰世論

の形成の土壌であったといえよう8｡

第二は､教職員が復帰運動を担ったことである｡皇民化教育の先頭に立つべく教育された知識層が､軍

政に対する現状批判に目覚め､それが平和国家日本への憧懐とともに復帰世論の先頭に立ったのである｡

第三に､そして､それは､戦後初期の独立論や信託統治論と異なり､民衆の支持を得て時代を支配する

思想になったからである｡それではなぜ､民衆は復帰論を支持したか｡新崎盛畔が､｢沖絶民衆の日本 (本

土)への文化的一体感と､よりどころを失うことへの不安があった｣9とするf新郎ま妥当であろう｡逆に言

えば､沖縄のアイデンティティを再確立するには､独立論は時間的余裕を持つことができず､また､

｢よらば大樹の陰｣という事大主義を克服するだけの自立への気概を沖縄が持つことができなかったとい

うことになろう10｡

6詳しくは､本報告書所載の照屋寛之論文参照｡

7仲地博 ｢戦後沖縄自治制度史1｣琉大法学65号 洲 1年92貢以下｡

8ただし､大政翼賛会リーダーであった当間重剛､平良辰雄等は封閥‡されている｡仲地前掲論文98頁｡

9新崎劇甲･他編 『沖縄自立への材軌 (社会思想社 1982年)ii貢

10本稿では､戦後史の節目ごとの自立論の概略を紹介したが､米軍占領時代の長期にわたって独立論を唱えた者として大宜味朝徳がいる｡大

宜味朝徳については､西平寛俊 (沖縄県庁職員)による労作 ｢大宜味朝徳の思想｣光球独立論を中心に-｣(琉耽大学大学院の平成 10年修士
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(3)復帰前後

復帰前後の自立論 ･独立論の特徴の一つは､アカデミズムの中にある研究者によって論陣がはられたこ

と､もう一方で在野の人々によって運動が展開されたことである｡前者､すなわち大学人が､構想の前面

に出てきたことがこの時期の特徴であり､米軍占領という沖縄の特殊な状況に対する強い関心を動機とし､

学問的バックグランドを持って沖縄の現状分析と将来構想が語られるようになった｡例えば､琉球大学教

授の比嘉幹郎 (｢沖縄自治州構想｣中央公論71年 12月)､琉球大学教授の久場政彦 (｢なぜ沖縄方式か｣中

央公論71年9月号)､中央大学教授の野口雄一郎(｢復帰 1年沖縄自治州のすすめ｣中央公論73年6月号)､

イリノイ大学教授の平恒二 (『日本国改造試論』講談社 1974年)などである｡いずれも､日本国を前提に

して､高度な自治権を持つ地域を提案している｡

他方で､政治に直接影響を及ぼすことを目的に運動を展開した人々がいる｡一つは､新左翼の流れを汲

んだ沖縄青年同盟である｡｢われわれは日本民族ではない､沖縄人として存在している｣と主張し､71年

国会内で爆竹を鳴らした行動やその刑事責任を問う裁判をウチナ-グチで闘ったことで知られる｡

第二が ｢沖縄人の沖縄をつくる会｣や琉球独立党である｡復帰時期尚早を唱えるグループであり､後琉

球独立へと主張を精鋭化する｡山里永吉､真栄田義兄､崎間敏勝､野底武彦等在野の文化人や元行政主席

の当間重剛が名前を連ねた｡68年の主席公選に野底武彦が立候補し､71年の参議員選挙に崎間敏勝がそれ

ぞれ琉球独立をかかげ立候補しているが､全国的支援を受けながら保革ががっぷり四つに組む選挙構造の

中に埋没し民衆の支持するところとはならなかった川 2｡

もう一つの潮流は､反復帰論である｡反復帰イコール独立という形で自立構想を主張したわけではない

が､反国家 ･反国民･反権力･反帝国主義をキーワードにし､｢反復帰とは､すなわち反国家であり､反国

民志向であり非国民として自己を位置づけてやまないみずからの内に向けたマニュフェストである｣と宣

言した｡反復帰論は､復帰運動の基本的底流であった日本ナショナリズムを根本的に乗り越えようとした

どころか､国家そのものを乗り越えようとしたという点でもっともラジカルな自立論であった｡

これらが相互にどう影響したのか､しなかったのか復帰運動との関係での全体的位置づけが課題である｡

これらはいずれも､怒涛のような復帰潮流の中で､大きな政治力を持ったとは言えない｡むしろその中

に飲み込まれていったと言ってよく､今日でも政治の世界ではほとんど影響力を残さないが､沖縄の自立

構想の中ではしっかりと脈打っていると評価してよい｡すくなくとも､再検討の対象として考察されるに

値する｡

(4)復帰 10年目前後

復帰 10年が経過し､日本になった沖縄の中で､あらためて自治のあり方を見直そうとする動きが顕在

化した｡｢3割自治｣に対する不服を基盤とし､沖縄の特質を背景とする点で共通するが､それぞれの自立

構想が発想する着地点もまたそれぞれであった｡

宮本憲一教授の ｢特別都道府県構想｣ 13は､地方自治法を改正し､沖縄が特別都道府県の第 1号となる

ことを意図する｡特別都道府県は､軍事 ･裁判 ･貨幣などの国の事務の一部を除く全部の内政的国政事務

と現行都道府県の事務を行う,とするものであり､現在の道州制に先駆ける提言であった｡

自治労は､は ｢沖縄の自治に関する一つの視点｣を公表した｡復帰思想と現実の落差を衝き､｢復帰｣

を問う姿勢を前面に出している｡沖縄は憲法95条の地方自治特別法により､｢特別県とし､市町村連合と

する｣とした点に斬新さがある｡

論文)がある｡

11⊥那経済人の運動として ｢琉職 会｣が創設され､復帰尚早論を主張した｡委員長は共栄田義見

12比嘉鹿文 『沖縄独立の系軌 (琉球新報出版2004年)は､｢琉球国を夢見た6人｣を取り上げた貴重な成果である｡著者は､｢沖縄の独立論

を背き､論議し､主張する人たちは今も多い｡だが､自らの社会的地位や経済的損失をいとわずに実際に行動したのは6人だけ｣(267貞)と

いう｡ちなみに､この6人は､大浜孫良､崎間敏防,野底武彦､新垣弓太郎､大宜味朝徳､書友名嗣正である｡

13宮本麓- 『開発と自治の展望 ･糊軸 1979年
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玉野井芳郎 (当時沖縄国際大学教授)の ｢生存と平和を根幹とする沖縄自治憲章｣ 14は､彼の地域主義

を沖縄に即して形にしたもので､現行憲法と地方自治法の枠内を意図しているが､抵抗権の規定を持ち､

見方によっては独立論的傾向を読み取ることもできる｡基本条例という法形式を取るところに近年各地で

盛んなまち作り条例､基本条例の先駆的提案となっている｡

｢琉球共和社会憲法｣､｢琉球共和国憲法｣は､匿名の文化人の手になるものである｡かなり遠い将来

構想を語りながら｢国｣なるものを問うている｡｢遊びの要素｣､｢知的遊戯｣という面をもつものであるが､

沖縄だから日の目を見ることができた憲法草案と言える｡

これらの構想は､それぞれ直接的関係を持たない｡現行法制下の基本条例､憲法に基づく特別県､道州

制､共和社会 (国)とその射程は現実から近未来､そして100年 (以上)も先まで多彩に咲いたのがこの

時期の特徴であった｡

(5)1995年前後

95年基地の固定化を恐れた太田知事は､米軍用地の強制使用手続きを拒否した｡それに対し､総理大臣

が知事に強制使用の職務執行を命じ､最高裁判所で知事は敗訴し､国会は米軍用地の強制使用の法律を改

正した｡行政､司法､立法の三権が束になって沖縄にかかってくると受け取った沖縄の世論は硬化し､島

ぐるみと呼レ封1る民衆運動の高揚を背景に沖縄の内外で独立論が噴出した｡

例えば､単行本だけ取り上げても､吉田 孝一 『沖縄独立のすすめ』(文芸社 1998年)､下嶋哲朗 『豚

と沖縄独立』(未来社 1997年)､なんくる組 『沖縄が独立する目-ウチナ-がドゥ一夕チする日』(夏

目書房 1996年)､助安由吉 『沖縄は独立国家へ』(エイ ト社 1997年)､実行委員会編 『激論 ･沖縄

｢独立｣の可能性』(紫翠会出版 1997年)､柘植久慶 『沖縄独立11北東アジアに軍事危機が迫

る』(ベストセラーズ 1998年)､大山朝常 『沖縄独立宣言-ヤマトは帰るべき ｢祖国｣ではなか

った』(現代書林 1997年)等々である｡

沖縄独立は硬軟織り交ぜてブームの感を呈した｡百家争鳴というか､同床異夢というか､さまざまな

論点が､かみあわないまま飛び交い一つの流れになることもなかった｡ただ､このブームの参加者の多く

が､状況の ｢理不尽さ｣にいら立っていることはたしかであった｡沖縄の歴史で､独立論がもっとも広

範に語られた時期である｡ただし､もとより現実的なものとしては受け取れておらず､政治レベルに

おける影響力はなかった 5｡

他方でこれらと異なり､本報告書の別稿で詳述するが県がまとめた国際都市形成構想は､現実性の

あるものとして住民に受け取られ それゆえ連日のように新聞紙上で論争が展開された｡国際都市形

成構想は､当時の沖縄の政治力を背景に一国二制度を目指すものであり､ある論者からは沖縄独立宣

言と受け取られたような内容を持つ｡経済における規制緩和 ･特別措置を主たる内容とし､県が総力

を挙げただけに､沖縄自立構想の系譜の中で､もっとも詰められたものであった｡しかし､自治制度

の面ではほとんど見るべき内容を持たなかった｡それを埋める役割を果たそうとしたのが､自治労の

｢琉球諸島の特別自治制に関する法律案要綱｣である｡このことは､この要綱の前文は､｢21世紀の沖縄

を平和 ･共生 ･自立を基調とした国際都市として建設していくためには､琉球諸島地域の自立的 ･内発的

発展を実現するための自治制度の整備が重要である｣と述べている点に明らかである｡

14 ｢沖縄自治に関する一つの楓Eu､｢生存と平和を根幹とする 『沖縄自治憲勤 ｣､｢琉球共和社会憲法｣､｢琉球共和国憲法｣は､新崎戚呼･

他編 『沖縄自立への挑吸口(社会思想社)､『玉野井芳巨博雅集地域主義からの出発』(朝毅書房1990年)､｢沖縄の自立解放に連静する風静サイ

ト｣http.//wy5b.blglobe.ne.JPrWHOYOU/等で見ることができる｡

15 1997年に国会で行われた二つの議論を紹介する｡
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衆議院で上原康助議員は､｢もし沖縄が独立をするという場合､どういう法的措置が必要か｣と質問し

た (予算委員会2月13日)｡もう一つは､参議院で照屋寛徳議員が､｢沖縄の人､ウチナーンチュはいつか

ら日本人になったか｣と質問している (安保特別委員会4月14日)｡両質問者はこの間題を正面切って議

論しようとしたのではない｡上原議員は､政府の沖縄に対する姿勢を問い､照屋議員は､沖縄住民の権利

を問題にしたのである｡

政府委員の答弁は要旨次の通りである｡独立については､｢独立という言葉は､法律的に申しますと､

わが国の憲法を初めとする法体系が排除される､現在の憲法秩序とは相入れない事態になる｡言葉をかえ

ますと､独立というのは一国の主権､敏土から離脱するということでございまして､現行憲法はそれに関

する規定を設けておりません｡したがいまして､そのようなことを想定していない｡現行憲法下では適法

にそのような行為はできないのではなかろうかというふうに考える｣という答弁である｡日本人にいつな

ったかという点については､｢私どもの祖先がいつから日本人になったのかといった問題を含めまして大変

難しい問題でございますが､いずれにいたしましても､近代的な統一国家としての日本国､そしてその構

成員である日本国民というものが確立されましたのは明治維新後ということなのではないだろうかと思う

わけでございます｡そういった経過を経まして､明治32年に旧国籍法が制定されたわけでございますが､

沖縄の住民の方々はその旧国籍法施行の前から一般に日本国籍を有するものとされたというふうに承知し

ておりまして､そして以後そのことを前提にして､その時々の国籍法の規定に従って日本国籍の取得ある

いは喪失がされてきたということであろう｣と述べている｡

三 21世糸とづ)権時代の沖縄と道州制

道州制の導入が､各政党の政策となり､政府のさまざまな審議会で議論の対象となる状況の中で､自治

体も道州制の研究を開始した｡地域自立の構想は､沖縄の専売特許ではなくなったのである｡北海道は､

小泉総理のお声がかかりもあり､道州制特区の導入を全庁的に取組んでいる｡

沖縄はどうか｡沖縄が他の地域と異なることは､議論の多様性である｡他の地域が､県や経済界の研究

がほとんどであるのに対し､沖縄は､さまざまなグループがそれぞれの目的で活動を行っている｡以下､

21世紀初頭の沖縄の現状をまとめておく｡

(訪中縄自治研究会-研究者､市民､公務員等の幅広い層が結集し､連邦制まで展望しつつ道州制の研究

を行っている｡研究会のホームページは､研究会の性格を次のように述べている｡｢研究会はそもそも学者

中心の共同研究プロジェクトです｡しかし､これでは､象牙の塔にこもったまま､象牙の塔の中での学術

研究に終始してしまいます｡時代の大転換期､研究者さえ戸惑うような自治体の新しい時代の大きな変化

の中､新地方自治法の意味や市町村合併の進展などの新しい状況を正確に理解し踏まえた上で､自治基本

法 ･自治基本条例のような最新の自治のあり方を､職員 ･議員 ･市民と膝を交えて学習 ･研究する機会を

どうしても設ける必要があり､またその成果として新しい自治の捉え方と仕組みを広く普及していく必要

があるという共通認識のもと､研究者のみならず広く自治の現場の方々が参加する沖縄自治研究会の設立

を準備しました｣｡その成果は､同会のホームページで広く公開されている｡

②21世紀同人会づ 中縄の自立を志向する人々により ｢ウルマネシア｣を刊行している｡同会の中心高良

勉のインタビュー記事 (沖縄タイムス00年7月13日)を紹介する｡｢奄美から与那国までの琉球弧の自立･

独立論議を持続的に展開する場,一つの思想 ･文化運動として展開する同人誌です｡97年 5月の復帰 25

周年には､｢沖縄独立の可能性をめぐる激論会｣が那覇市で開かれ 2日間で､のべ千人が参加し､熱気あ

ふれる議論が交わされた｡その自立 ･独立の論議をそのまま終わらさないために､｢21世紀構想研究会｣

をつくり､月1回の模合をしながら独立論を研究してきた｡機関誌を出そうという話があって､実際に原

稿も何本か集めたのだが､いったん休眠状態になった｡しかし､何人かの仲間とともに､｢つぶすべきでは

ない｡21世紀に向け発展させよう｣と昨年夏ぐらいから準備を始め､今年6月10日に ｢21世紀同人会｣
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を結成した｡21世紀には､はっきりと自立 ･独立の思想的 ･文化的研究の基盤をつくっていこう､あるい

は拡大していこうと打ち出した｡政治的な独立運動は別の人たちがやっている｡われわれはあくまでも思

想的な運動｡19世紀後半の琉球処分時の脱清人と呼卜封1た人たちから今日まで出された自立･独立論をす

べて引き継ぎ､議論 ･研究するという姿勢｡もう一つは､アメリカで平恒次イリノイ大学名誉教授らが英

文の琉球独立研究誌を出し続けているので､その内容や成果を日本語に訳して紹介したり､研究をリンク

させていきたい｣｡

③琉球弧自治州の会⊥市民による道州制の研究と運動を目指す｡同会の議論は要約すると次のようにな

る｡｢沖縄は独自の民族であるが､同化を強いられ､沖純の中にも同化思想が芽生えた｡｢沖縄の心とは｣

と問われた酉銘順治元知事が､｢ヤマトンチュンになりたくてなりきれない心｣と答え､それが名言として

喧伝されているが､このような内なる同化思想を超克しない限り､ウチナーンチュの自立はない｡これは

同時に多民族社会日本をつくる運動である｡道州制が近い沖縄が構想力を示さないと第3､第4の琉球処

分になる｣としている｡

④ 自治労一一復帰後2度にわたり沖縄特別県制を打ち上げた自治労も､自治研究センタ

ーを中心に特別自治制を暖めている｡｢地理的優位があるが現在の行政制度の枠組みでは不利な条件になる｡

1国2制度が必要である｡道州制になれ臍中縄は九州か｡特別法を制定する運動を｣というのが基本的ス

タンスである｡

(9 琉球弧の先住民族の会一国際連合憲章と世界人権宣言の精神にしたがい､先住民族

である琉球 ･沖縄民族の自己決定権 (自決権)を中心とする権利回復を目指して活動することを主要な目

的とする｡1879年以前に琉球に住んでいた人々の子孫が会員資格を有するとする｡毎年､国連の関係会議

に代表を派遣する活動に特色がある16｡

⑥ 沖縄道州制研究会-1県庁職員有志の会である｡同会は活動趣旨を次のように述べる｡

｢沖縄地域の将来は､沖縄に住む住民の主体的な意志で決める｡-現在､国の主導で急ピ

ッチで道州制の制度設計が進んでいます｡薩摩による支配､琉球処分､米軍の統治､本土復帰の際には､

沖縄の人自身が地域のあり方を決めることが出来ませんでした｡少なくとも今後数十年間の地域のあり方

が決まるこの時に､沖縄の未来をどのようにイメージするかは､私たち自身で考えていかなければなりま

せん｣｡すでに､沖縄を単独の州とする ｢沖縄道州｣制の構想 (骨子)をまとめている｡

その他､経済界も道州制の研究を開始していると灰聞する｡

沖縄は自らの地域に関する関心が強いところであるが､それは豊かな自治の土壌であり､その上にどの

ような芽が出るかは､そこに住む人々にとって重要というだけではなく､日本の国の形づくりに興味ある

論点を提供できるという意味でも重要であろう｡

16 (1)先住民族の概念については､上村英明が次のように述べる｡｢先住民族は丘代国家の成立によって生じる｡近代国家が国民形成の名

目のもとで野蛮未開とみなした民族の土地を一方的にうはってこれを併合し､その民族の存在や文化を受け入れることなく､さまざまな形の

同化主義を手段としてその集団を植民地支配した結果生じた人々が先住民族と呼ばれうる民族的集団である｣｢国家という政治機構によって分

割された地球上の社会の多くは､教育を通してその社会の中で多数を占める民族が形成したナショナリズムに日常生活のすみすみまで染め上

げられている｣｡上村英明 『先住民族の近代史J(平凡社2001年)

-8-



2. ｢日本国憲法下の自治と主権｣

高良鉄美 (琉球大学教授)

日本国憲法下の自治と主権｢琉球政府時代の視点から
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琉球大学 高良鉄美

1 はじめに

2 復帰前の沖縄の住民自治 ･住民主権

3 復帰後の沖縄の住民自治 ･住民主権

4 県民投票に見る自治 ･主権

5 琉球政府に見る自治機構と憲法

6 おわりに一自治と憲法との関係

1 はじめに

地方の時代といわれてどれくらいの年月が経ったであろう｡明治憲法にはなかった地方自治の保障が

日本国憲法によって初めてなされたのである｡明治憲法下の地方は中央主権制度の中の部位としての存

在であり､そのようにしか取り扱われてこなかった｡日本国憲法では､第8章として一つの章を割き､

｢地方自治｣を定めている｡そこでは､LocalSelトぺovernmenlの英語対訳が充てられている｡憲法の

目指している地方の自治とは､何であろう｡日本語の自治は､自らを治めると書くが､この英語の意味

するところは､まだ深いように思われる｡セルフ･ガバメント､つまり自己統治という意味が考えられ

る｡ これは､日本語の自治とそれほど大きな違いはないであろうが､住民自らの力によって､その地域

を自らのために統治するというニュアンスでは,むしろ自己統治という意味合いが英語の場合に含まれ

ると考えられる｡主体的に動く住民の顔が見える統治なのである｡この意味では､住民一人ひとりが主

権者として能動的に自治に参加するということになろう｡憲法が目指す地方自治の一つは､このような

もの､つまり住民自治である｡

一方､セルフ･ガバメントは､自治政府ともとらえられ得る｡ローカル ･セルフ･ガバメント､つま

り､地方の自治政府である｡この意味は､国の政府､つまり中央政府に対して地方の政府が存在するこ

とを意味している｡中央から独立した地方の政府である｡独立したというのはいろいろな意味があるが､

ⅠndependentはDependentでないことを意味する｡ つまり､依存していない､あるいは､従属していな

いということを意味している｡ ｢自らを治めること｣と ｢依存しないこと､従属しないこと｣は､同義

語である｡自治とは､独立の一形態と言って良いであろう｡独立した地方の自治政府､国に従属的でな

い地方政府､地方のことを自ら治める政府｡これが憲法の目指すもう一つの地方自治の姿と言える｡ 現

在､国からの地方への補助金および交付税を削減し､地方へ税源を移譲するという､いわゆる三位一体

改革が問題となっているが､地方自治体は､この間題の推移に戦々恐々の状態である｡私たち地方住民

は､この改革の推移をただ見守るだけで良いのであろうか｡地方自治体は､国の一方的な制度改革に従

うだけで良いのであろうか.まさに先に述べたローカル･セルフ･ガバメントが問われているのである｡

地方住民が､この間題に対して主体的に学び､考え､行動すること､地方自治体が､独立した自治政府

として国に依存せず､従属しない制度設計を自ら提示すること､それらが憲法によって求められている

自治なのである｡国の補助金等に依存しきっている沖縄の自治体が､自立をするためには､どうすれば

良いのであろう｡ 本稿の目的は ｢沖縄の自治の新たな可能性｣を地方自治政府の主権者住民として､沖

縄が行ってきた歴史的な側面に焦点を当てて自治を考えることと､それに関連して､復帰前の沖縄が自

治政府として形式に組織していた琉球政府の構造を､今後の日本国憲法かにおける地方自治政府のモデ

ルとして問題提起を試みることにある｡

2 復帰前の沖縄の住民自治 ･住民主権

1945年8月20日､沖縄の戦後最初の中央統治機関として沖縄諮前会が設置された｡実は日本政
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府がポツダム宣言を正式受諾し､無条件降伏で第二次大戦の幕を閉じた8月15日､すでに米軍占領下

にあった沖縄では､石川市において各収容所の住民代表からなる仮沖縄人諮詞会が米軍政府によって召

集された｡ここで重要なことは､住民代表の中から24人が委員候補として選出され､仮沖縄人諮前会

での選挙によって15人の委員が選出されたことである｡また､委員選出の条件として①財政､法務､

教育､文化､公衆衛生､社会事業､労務､商工､水産､農務､保安､通信などの各部について専門的知

識を有すること､②一部の地区に偏らず各社会階級の代表者であること､③日本の軍部や帝国主義者と

密接な関係を持たないことであった (1)｡そして第1回会議において､志善屋孝信氏を委員長として選

出し､各委員の職務分担も決定された｡米軍政府と沖縄住民の意思疎通をはかる機関として置かれた沖

縄諮詞会は､住民の声を米軍に対し反映する機能を少なからず持っていたといえる｡ただ､米軍主導に

よる諮前会の設置であったことは否めなず､住民主権というものも意識されない組職といってよい｡

米軍主導といえば､戦後初の男女平等選挙権は沖縄で実施された｡日本本土で実施される半年以上前

ということになる｡1945年9月7日､｢地方行政緊急措置要綱｣が公布され､軍の定めるところによ

り市制が敷かれた｡当時人口比は女性が圧倒的に多かったことは容易に理解できるが､25歳以上の男

女に対し与えられ､同年9月20日に市会議員選挙､25日には市長選挙が行われた｡選挙は民主的に

行われたが､市長や議員の役職はほとんど何らの権限も有していなかったという (2)｡しかし､住民が

選挙権を得たということは､後々､自治意識や主権者意識として､沖縄の政治運動を強めることに貢献

することとなった｡

沖縄諮詞会は1946年4月24日の沖縄民政府の設置によって発展的に解消されたが､その際米軍

政府は志宮屋孝信氏を知事に任命した｡任命制は選挙権を持った住民によるデモクラシーとは反するも

ので,住民の知事公選制要求によって､ついに米軍政府は知事公選制を認め､1950年8月4日､群

島政府を創設した｡しかし､米軍政府は､群島政府を奄美､沖縄､宮古､八重山の4群島政府に分けた

のであった｡四つに分断された政府では効率的な事務処理はできず､4知事共同意見書などの形の文書

が頻繁に出された｡このような非効率的な事務処理状況の下で､中央政府の必要性が強調されるように

なった｡米国民政府は公選知事の群島政府を廃止し､1951年4月1日に琉球臨時中央政府を設置し

て､比嘉秀平氏を行政主席に任命した｡さらに､翌1952年2月29日に布告によって琉球政府設立

された｡米国民政府による行政主席の任命制はその後も続けられたが､選挙権を行使し､自治意識､主

権者意識に目覚めた､住民は主席公選制を訴え続けた｡わずか六年足らずで中央機関を五度も変えた米

軍の政策はデモクラシーと逆の方向であの手この手を考えたものであったが､沖縄住民の要求は明らか

に自治意識 ･主権者意識に基づくデモクラシーの方向性を堅持していた｡

対日平和条約三条で奄美 月中縄は日本本土と分離されたが､奄美大島ではすでに1951年2月14

日､奄美大島日本復帰協議会が結成され､自分興し･文化興しを土台に復帰運動が展開された｡そして､

ついに奄美諸島は1953年12月25日日本に復帰をした｡その間､99･8%の署名を集めたり､

27回にわたる郡民大会を開いたりするなど､主権者とは何かを考えさせる復帰運動が展開された(3)｡

一方沖縄では､1951年4月29日に､日本復帰促進期成会が結成され､日本復帰促進青年同志会

と共同で署名運動を展開し､8月までに沖縄群島全有権者の72%の署名を得た (4)｡この目本復帰促

進期成会の運動は1960年4月28日結成の沖縄県祖国復帰協議会 (以下復帰協)へ引き継がれた｡

復帰運動の過程で沖縄における住民の自治意識や主権者意識は発展していったと考えてよい｡復帰協は

スローガンとして六項目を挙げていたOそのスローガンの中に､｢沖縄違憲訴訟を勝利させ､日本国憲法

の適用をかちとろう｣というものや ｢安保条約を破棄し､憲法改悪軍国主義復活に反対しよう｣という

のがあった (5)｡復帰運動は復帰を求めただけでなく､自治権拡大､人権擁護､反戦平和､反基地､民

主主義擁護など復帰運動が多くの側面を持っていたことはよく指摘される (6)｡まさに､この復帰運動
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の多面性こそが､日本国憲法の国民主権原理と直接的に結びついているといえる｡たとえば自治権拡大

という意味は､憲法92条の地方自治の本旨でいう住民自治の問題であり､最近の憲法学では地方自治

の根拠目的を､国民主権や人権保障に求めている｡

沖縄諮前会や沖縄議会などを経て1952年4月1日の琉球政府の設立により､住民の選挙による代

表機関となった立法院は､住民の意向を反映し､数々の決議や要望を米国民政府や米軍に対して行って

きた｡発足後1ケ月に満たない1952年4月29日､立法院は(琉球の日本復帰に関する決議｣を全員

一致で採択した｡この決議が住民の復帰運動への関心をさらに盛り上げる大きな原動力の一つとなった

面は否めない｡任命制の行政主席に対し､住民の選挙で選出する立法院は住民の唯一の代表であったか

らである｡憲法93条で保障されている地方公共団体の長の住民による直接選挙制も､米国統治の沖縄

には届かなかったが､主席公選を求める住民の自治権拡大の声は､立法院ではきちんと反映され､19

54年4月22日に立法院は､主席公選の早期実施を求める決議を行った｡

土地問題についても､1953年5月5日､立法院は米国民政府の出した布告 ｢土地収用令｣に対し

撤廃要請を決議した｡そして､1954年4月30日､｢軍用地処理に関する請願｣を全会一致で採択し､

一括払い反対 ･適正補償 ･損害賠償 ･新規接収反対という土地四原則を打ち出した｡さらに立法院は5

5年3月に ｢軍用地賃借料の一括払い反対｣を決議したoこれに対し､ジョンソン主席民政官は ｢立法

院が土地問題に没頭して予算成立が遅れるなら民政府補助金を取り消し､議会解散を行う｣と警告した｡

このようないわば主権者の代表機関である立法院への米国民政府の介入は､国民主権原理に反する行為

であったが､主権者意識に触れたがゆえに､米国の沖縄統治政策に対する住民の反発は強まったといっ

てよい｡

住民の代表機関に対する米国民政府の介入への反発とともに､住民自身の主権者としての運動が展開

されることになった｡1954年6月20日､米軍の土地強制接収が伊江島で始まった｡ブルドーザー

で家屋や貯水タンクなどを破壊され､土地が奪われたことに対し､伊江島の住民は立ち上がり､こじき

行脚と呼ばれるほど熱い訴えが行われた｡また1954年12月に伊佐浜の住民に対し米軍から立ち退

き勧告が出され､翌55年再び立ち退きが通告されたが､これに対し住民らが座り込みで抵抗した｡米

軍が武力による強制接収をはじめたため多くの負傷者､逮捕者が出たが､住民の運動はひるむことなく､

住民の主権者意識のほうがはるかにそれを上回っていたといえる｡

土地問題に対する住民の反対運動は各地で住民大会を通して継続的に行われた1955年5月22日

には軍用地問題解決促進住民大会が開かれた｡1956年6月22日､軍用地四原則貫徹住民大会が開

かれ島ぐるみの土地闘争へと発展してきた｡同年7月28日には那覇高校グランドで10万人が参加し､

四原則貫徹県民大会が開かれた人権擁護に関する住民の集会も多く開かれた｡中でも､1955年9月

の由美子ちゃん事件のあと､この事件を糾弾する人権擁護全沖縄住民大会が10月22日に開かれ五千

人が参加した｡復帰を目前にした1970年12月20日未明コザ暴動が発生したが､この発端も､糸

満における主婦撫殺事件に対する被告米兵が無罪となった裁判の結果や米軍の対応が､轍殺された主婦

の人権に代表される沖縄住民の人権を侵害したということに対する反発からであった｡

1960年6月19日､沖縄を訪問したアイゼンハワー大統領に対し､約2万5千人が参加して復帰

を請願するデモが行われた｡アイク ･デモとよばれるこのデモは､沖絶県祖国復帰協議会が発足して初

めての大衆運動であったが､大統街の帰途のコースを変更させるほど抗議のうねりは激しかった｡19

61年4月28日､復帰協が結成されて1周年目のこの日､祖国復帰県民総決起大会が沖縄本島の最北

端辺戸岬において開催された｡以後毎年､平和憲法下への復帰を願い辺戸岬ではかがり火を焚いたり､

海上集会を開いたり､多くの住民が主体となった集会が開催された｡

国民主権原理が適用されなかったことに対し､国民主権に基づく住民自治の要望は非常に強く表れ､
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その成果も出てくることがあった｡その一つが教育委員公選制である｡布令66号 ｢琉球教育法｣によ

り､1952年から72年まで実施されていた各区の教育委員の選出方法である｡中央教育委員会 (覗

県教育委員会)も区教育委員の間接投票で選出された｡教育と関連して､教職員の政治活動を制約し､

争議行為を禁止などを盛り込んだ ｢地方教育区公務員法｣｢教育公務員特例法｣のいわゆる教公二法の制

定を阻止する運動があった｡1967年2月24日､立法院で同法案の強行採決の動きがあったため､

沖縄教職員会などを中心に､一般市民も加わって､立法院議会棟周辺に2万人以上が集結し､ついに同

法案を廃案に追い込んだことがあった｡

このように､国民主権原理にかかわる米軍統治下の沖縄の状況は､現在の沖縄を含めた日本の国民主

権の状況と比べて､意識的にせよ無意識的にせよ､いかに憲法原理に則っていたかを表している｡

註

(1)『沖縄大百科事典』中巻871頁､宮里政玄 ｢天皇メッセージ'J.

(2)島袋邦 ｢住民の政治的動向｣宮里政玄編 『戦後沖縄の政治と法』東京大学出版会､120頁参

照 ｡

(3)琉球新報社 『沖縄コンパクト辞典』16頁｡

(4)島袋邦前掲論文135頁参照｡

(5)沖縄違憲訴訟とは､1965年9月9日､東京地裁に提訴された渡航拒否に対する損害賠償請

求と原爆医療費請求の2件の訴訟をいい､対日平和条約3条で沖縄住民が分離され､人権侵害され

るのは憲法違反であると主張した｡

(6)阿波連正一 ｢沖縄の基地問題の現在｣沖縄国際大学公開講座④ 『沖縄の基地問題』ボーダーイ

ンク社､32頁以下参照｡

3 復帰後の沖縄の住民自治

復帰に先立ち､沖縄の国政参加は1970年11月15日の国会議員の選出に始まった｡しかし､こ

の時点においては､特別な国政参加に関する法令によってなされたものであり､憲法の国民主権原理に

基づいて実施されたものではなかった｡したがって､この国政参加は恩恵的側面が強く､当時の沖縄住

民に対して国民主権概念の根本的部分が､日本国民とまったく同様の状態で認められたものではなかっ

た｡国民主権概念の根本的部分と言ったのは､単に選挙権があるというだけでなく､真に主権者として

の扱いを受けなければならないことを指しているのである｡国民主権というのは為政者の独善的意思で

はなく､国民の政治的意思を重要視するということである｡したがって､日本国憲法に構造的に組み込

まれた原理として､主権者の意思を重視するということであって､国政であろうと地方行政であろうと

同じ構造を持っているはずである｡

憲法95条は､-の地方公共団体にのみ適用される法律､すなわち地方自治特別法については､たと

え立法府である国会を通過したものであろうと､その地方公共団体の住民による住民投票において過半

数の賛成を得なければ､法的効力を認められない旨を定めるが､これはまさにこの主権者に関する原理

が直接的 ･個別的に示されたものの一つであるといえよう｡国政選挙は一足早く行なわれたものの､沖

縄住民は主権者として扱われたのだろうか｡

米軍基地維持のために平和憲法の諸条項や法原理を蔑ろにする政府の行為は､復帰後繰り返し行われ

てきており､沖縄の自治 ･自立に暗い影を落としている｡1972年5月 15日発効の ｢沖縄における

公用地等の暫定使用に関する法律｣いわゆる公用地法の制定とその後に続く米軍基地維持のための一連

の立法府の行為はこの最たるものといえよう｡公用地法は沖縄という一地方にのみ適用される法律であ

り､本来ならば憲法95条に定める住民投票がまさに必要な地方自治特別法であった｡しかし､沖縄は､
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まだ復帰しておらず､憲法上の地方公共団体には当たらないとして､住民投票は行なわれなかった｡そ

して､この法律は復帰後即座に沖縄に適用されたのである｡憲法上の地方公共団体になることが明らか

で､沖絶県民は国民主権の担い手になるのであり､憲法95条に定める住民投票を行なう権利を享有す

るはずである｡沖縄返還協定調印前に国政参加を恩恵的に前倒ししたものとは､時期的に明らかに異な

るものであったにもかかわらず､憲法の基本原理の一つである国民主権から､政府の悉意的な解釈によ

って､排除されてしまったのである｡

1977年 5月18日､公用地法による米軍基地の使用期限が切れた後､またもや県民の意思を問う

ことなく､ ｢沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する

特別措置法｣いわゆる地籍明確化法により､その付則において米軍の基地使用を無条件に五年延長した

のであった｡5月14日に一旦､公用地法の期限切れが生じ､法的には4日間の空白が生まれ､自分の

土地に立入った地主もいたが､結局､憲法上の地方公共団体になったにもかかわらず､住民投票による

意思を問うという憲法95条の地方自治特別法の規定を適用させないために､いわば小手先の法的技術

による憲法の潜在化を起こさせたのである｡一方でこの年の 11月30日､砂川事件の舞台となった東

京の立川基地が全面返還された｡

1982年の5月14日で期限切れとなる地籍明確化法による公用地法の再々延長はなかったが､1

952年の安保条約に伴う法律で 1960年代前半までしか適用例がなかったほど眠っていたいわゆる

駐留軍用地特措法が､82年 5月 15日から沖縄の米軍用地に適用された｡以後30年以上もこの法律

は沖縄にのみ適用されてきている｡形式的にはともかく､実質的には一地方公共団体のみに適用される

法律なのである｡復帰以来の米軍用地収用にかかる実質的には住民投票を必要とする法律に対する住民

主権 ･国民主権原理からの要請は､全国初の県レベルでの住民投票実施となった 1996年9月8日の

沖縄県民投票へと実を結んだ｡

戦後 50年目の 1995年に､軍事構造から解放するのではなく､さらに今後も沖縄における米軍基

地を固定化､強化する動きが､同年2月の東アジア戦略報告､いわゆるナイ報告に示された｡折しも同

年は､米軍用地の契約切れを2年後に控え､駐留軍用地特措法に基づく軍用地の強制使用手続きが始ま

っていた｡反戦地主らは､戦争のための軍隊には1坪たりとも土地を貸さないという強い信念の下､契

約を拒否してきた (1)｡同法によれば､地主が契約拒否をした場合には､市町村長が､さらに､市町村

長も拒否した場合には､都道府県知事がいわゆる代理署名を行なうことになっていた｡これまでの西銘

知事と同様､九五年についても､沖縄県知事は代理署名をするものと､起業者である防衛施設庁は見込

んでいた｡

しかし､太田昌秀沖縄県知事は､前述したナイ報告が出された時点で､代理署名に難色を示していた｡

沖縄戦の50年目迎え､平和理念に基づく ｢平和の礎｣が建立され､6月23日の慰霊の日に除幕され

た｡知事はむろんのこと､県民の心の奥に戦後 50年間の変わらぬ基地の重圧､日米両政府の沖縄政策

に対する強い不満と疑念などがうっ積していたことは否定できないことであろう (2)0

同年9月4日､米兵による少女暴行事件が起こると､今後も基地が固定化されるかぎり､県民は同様

な事件 ･事故の犠牲になり続けるという危倶から､県民の怒りは爆発した｡9月28日､大田知事は代

理署名拒否を沖縄県議会で表明した｡県民の思いは､知事の代理署名拒否表明を強く後押ししていた｡

県民の怒りの大きさを示すように､少女暴行事件を糾弾する10･21県民総決起大会では､8万5千

人の人々が宜野湾市の海浜公園会場を埋め尽くした｡米軍綱紀粛正､被害者への謝罪と完全補償､基地

の整理縮小､地位協定改定が､このときの県民決議であったが､後二者は翌年の県民投票の問いであっ

た｡

駐留軍用地特措法の代理署名を拒否した知事に対し､同年 12月7日､村山総理大臣は地方自治法 1
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51条の2に基づく職務執行命令訴訟を福岡高裁那覇支部に提起した｡これにより､総理大臣が知事を

訴えるという初めての裁判が行なわれることになったが､この裁判の実質は､沖縄県民が日本政府の沖

縄政策の不誠実さを追及するものであった｡いわば､実質的原告は､沖絶県民であった｡そして､県側

は､国民にわかりやすい裁判を行なうよう心がけ､沖縄の歴史や文化､社会にまで言及し､県民の財産

権,平和的生存権､人格権など､基本的人権が米軍基地の存在に よっていかに侵害されてきたかを切々

と訴えた｡また､国中心の現在の権力構造は､憲法の地方自治の本旨から見てどうなのかといった地方

自治の本来のあるべき姿をも問うものであった(3)｡そして､同年 12月22日の第一回口頭弁論以来､

口頭弁論が開かれるたびに､多くの県民が集まり､基地の重荷を訴えるため､裁判所近くで集会が開か

れた｡同支部は､現地調査や関係地主などの証人採用も行わず､わずか四回の口頭弁論の後､翌96年

3月25日､太田知事に代理署名を命ずる判決を下した｡

当然のことながら知事側は最高裁に上告した｡同年7月10日､異例の最高裁口頭弁論が開かれ､大

田知事本人も沖縄県民を代表して､切々と基地の重圧とそれを支える日本政府の復帰後の政策と駐留軍

用地の違憲性とを訴えた｡最高裁は､行政日程の考慮のためか､早くも8月28日には､安保粂約 ･地

協定が一見明白に違憲でない以上､駐留軍用地特措法も違憲ではないという必要条件と十分条件とを噛

み合わせない判決を下した (4)0

行政日程とは､沖縄県民投票の結果が出る前に判決を下すということを指す｡おりしも､最高裁判決

の翌29日､沖縄県民投票は告示された｡県民投票条例は､最高裁口頭弁論の前の六月沖縄県議会で議

決され､その後実施要綱などで9月8日に実施されることになっていた｡県民投票の実施に向けて､県

内各地で説明会や学習会が開かれ､住民の ｢地方自治は民主主義の学校｣を実現しようとする意気は高

揚していた｡そういう中での最高裁判決であったが､9月8日の沖縄県民投票結果は､投票率59･5

3%で､54万人もの住民が投票し､基地の整理縮小 ･地位協定改正に48万人が賛成を投じた (5)0

なお､県民投票3日前の9月5日､基地の整理縮小と地位協定改定とを別々に問うという高校生による

模擬投票が県下63校で実施され､3万6千人が投票した｡

代理署名訴訟の最高裁係属の間にも､代理署名の後の手続きとしての公告縦覧についても拒否に対す

る職務執行命令訴訟が提起されていた｡橋本首相は7月12日､再び知事を被告に提訴し､7月29日

に第 1回の口頭弁論が開かれた｡なお同訴訟は知事の代行表明後に取り下げられた｡

代理署名拒否､職務執行命令訴訟､県民投票と日本中を巻き込む民主主義と地方自治とを問う大きな

うねりは､9月13日の大田知事の代行表明でとりあえず､急速にしぼんだ形となった｡しかし､この

間に学んだことは沖縄において決して簡単にしぼむものではなかった｡1996年4月12日に橋本首

相が､普天間基地の5-7年以内での全面返還を発表したが､評価する一方で県内移設条件のため反対

の声も上がっていた｡評価の反面､普天間基地の移設問題が残っていた｡海上基地案が提案され､名護

市が候補地に上がると地域住民の中で強い反対論が出てきた｡97年に入り､名護市では海上基地建設

をめぐり､住民投票を望む声が高まった｡住民投票の設問をめぐり､名護市議会で紛糾した後､海上基

地建設の是非をめぐる名護市の住民投票が12月21日に行われ､反対派が投票総数の53%を占めて､

県内移設への住民の抵抗感が示された｡この住民投票結果を軽視する名護市長の建設容認発言が問題と

なり､名護市民投票裁判が始まった｡2000年5月9日那覇地裁は原告らの請求を棄却する判決を下

した (6)0

1997年4月､政府は5月15日に強制使用期限を控えた米軍用地3千件の不法占拠を避けるため､

期限切れ後も暫定使用を可能とする米軍用地特措法改正案を国会に提出した｡同改正案は4月11日の

衆院本会議で9割前後の圧倒的賛成多数で可決された｡県民世論の反発が強いなか､改正案は法案提出

から1週間で衆院を通過､24日からの橋本首相訪米に合わせて､17日には参院でも8割の圧倒的多
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数で可決された (7)｡これは､異例の速さと圧倒多数という異常さをともなって､一地方公共団体の住

民のみをターゲットにした法改正であり､法の一般性原則や不遡及原則など憲法のみならず法原理上も

大きな問題があるものであった｡民主主義を土台とした国民主権による多数決なのか､大きな疑問が残

った｡これに対し､反戦地主8人が同特措法改正は違憲だとして､国を相手に1億1800万円の損害

賠償訴訟を提起した｡2001年11月30日､那覇地裁は楚辺通信所の｢筆の土地に対する389日

間の不法占拠について ｢何らの占有権限も有しないまま､占有したものとみるはかなく､占有継続につ

いて国家賠償法上の責任を負う｣と述べて､賃料相当額の損害金47万9671円の支払いを命じた｡

しかし ｢暫定使用｣をめぐる改定特措法上の適正手続きの保障について ｢制限される権利の内容など総

合考慮すれば､告知 ･聴聞などの機会を与えなくても憲法に反しない｣と述べて合憲判断を示した｡法

の一般性･抽象性の争点についても｢改定特措法の適用対象が限定されていることは当然の事理であり､

一般性 ･抽象性を有しないとはいえない｣と述べて､原告側の主張を退けた｡

2002年10月31日､原告と国の双方が控訴した同訴訟の控訴審判決が福岡高裁那覇支部で言い

渡された｡判決は法の不遡及原則違反､適正手続き違反など原告側の違憲主張を退け､損害賠償につい

ては､1審と同様､1筆の土地に対する国の占有に権原がなかったと認めたが､賠償責任は否定した(8)｡

いずれにしても､沖縄のみ適用される差別的立法という根幹的性質の問題は残っており､住民の意思を

問わないとすれば､憲法構造に反するおそれがあろう｡この特措法改悪問題については､改悪反対県民

大会が1997年4月15日､那覇市の与儀公園で開催され､約七千人が参加した｡

県民大会は復帰後も､米軍関連の事件が起こるたび､機会あるごとに幾度となく開催されてきた｡1

987年6月21日､約25五千人が参加して､広大な嘉手納基地を ｢人間の鎖｣で包囲した｡初めて

の人間の鎖であり､沖縄の米軍基地の中でも象徴的な地位をしめる嘉手納基地の包囲であった｡同基地

の包囲行動は90年にも行われた｡95年5月14日､約 1万7千人が参加して普天間基地を ｢人間の

鎖｣で包囲した｡戦後50年 ･平和大行動の一環で行われたもので､基地の包囲行動は87年､90年

の嘉手納基地包囲に続き､当時3度目であった｡また､沖縄サミット開催前日の2000年7月20日

には､約2万7千人が参加して ｢人間の鎖｣で嘉手納基地を取り囲んだ｡基地の過重負担と基地整理縮

小の願い､21世紀の平和発信拠点への脱皮を望む県民の願いを国内外に強烈にアピールした｡懸案と

なっている普天間飛行場の県内移設反対､頻発した米軍の事件 ･事故に対する抗議の意も込めたもので

あった｡

県民大会などの集団行動は､必ずしも､米軍にのみ向けられたものではなかった｡七人の死者を出す

など俄烈を極めた沖縄の暴力団抗争に対して､暴力団壊滅へ向けて県民1万1千人余がマンモス原告団

を結成し､全国初の組事務所使用禁止を求めるなど､あらゆる法的手段を駆使した暴力団追放運動を展

開した｡名護市の女子中学生ら致事件で96年7月12日､県下で2万人を超す地域住民が参加して ｢一

斉捜索｣が行われた｡6月21日の事件発生以来､有力な情報がつかめないことから､被害者の無事発

見を願い､これだけの県民が参加したのも大きな意義がある (9)｡

県民の代表機関である県議会の決議等も重要な住民意思の反映である｡本土復帰直前の1972年1

月から2001年 12月までの30年間に県議会が可決した抗議決議と意見書の件数は合計665件で､

このうち米軍基地関係は285件約43%を占めている(10)｡

註

(1) 反戦地主の基地との戦いについては､本永良夫編著 『反戦地主の源流を訪ねて』あけ

ぼの出版､に詳しい｡

(2)代理署名拒否にいたる経過については､『50年目の激動』沖縄タイムス社､参照｡

(3)駐留軍用地特措法の違憲性については拙著 『沖縄から見た平和憲法』136頁以下 参照｡
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(4)代理署名訴訟最高裁判決については､大久保史郎 ｢駐留軍用地特措法及びその沖縄 県におけ

る適用の合憲性｣別冊ジュリスト155号憲法判例百選Ⅱ370頁､行政法的 考察として仲地博

｢軍用地強制使用職務執行命令訴訟について｣法律時報68巻4号17頁以下など参照｡

(5)県民投票の意義について徳田博人 ｢沖縄の県民投票が示したもの｣法学セミナー 1997年1月

号57頁以下参照｡県民投票の分析については､高良鉄夫 『沖縄から見た平和憲法』153頁以下参

照｡

(6)名護市民投票裁判の考察として､高良鉄美 ｢住民投票の法的拘束力-名護市民投票裁判を素材に

して｣琉大法学65号33頁以下参照｡

(7)琉球新報 1998年4月18日｡

(8)琉球新報2002年 10月31日夕刊｡

(9)女子中学生は､無事を祈った県民の願いもむなしく､翌97年 1月 1日に沖縄本島北部の山中で

遺体となって発見された｡琉球新報 1997年 1月4日｡

(10)琉球新報2002年8月29R｡

4 県民投票に見る自治 ･主権

沖縄県民投票については前節で少し触れたが､ここでは住民主権および直接民主制との関係で論及す

ることにしたい｡日本国憲法の条項で ｢住民投票｣の文言があるのは95条のみである｡つまり地方自

治の規定にのみ住民投票が関係している｡それではなぜ地方自治の条項かというと､地方自治の本旨の

一つには住民自治ということがあるが､これは､住民の住民による住民のための自治を意味しているか

らである｡このフレーズは､リンカーンが言った ｢人民の人民による人民のための政治｣つまり民主主

義を指す｡そして､日本の地方自治法にはいくつかの直接民主制度が盛り込まれているのである｡そこ

には住民の50分の1の署名に基づく条例制定改廃請求､事務監査請求､住民の3分の1の署名に基づ

く議会の解散請求､議員､長及びその他の役職員が定められている｡

地方自治について言及する際に ｢地方自治は民主主義の学校｣という至言を用いることが多々ある｡

｢民主主義の学校｣という言葉は単に､実際上あるいは事実上の意味しか持たないのであろうか｡それ

とも､現行の地方自治法の下で法律上の機能をも有しているのであろうか｡というのは､地方自治制度

が存在しても､それだけでは民主主義が必ずしも浸透するわけではないであろうからである｡それは明

治憲法下の地方制度において､市町村レベルでは首長の選挙が行われ､一応地方自治の形態を保ってい

ながら､民主主義という側面では､むしろ民主主義の芽を摘んでしまうことが多く見られたからである｡

明治憲法下の地方制度においては市町村は上からの命令系統の末端に位置づけられ､下からの民主主義

という構造を有していなかったのである｡日本国憲法下では民主主義的基本構造が誼われ､地方自治に

関する規定を有しているが､地方自治の確立が不十分である現実の問題として､地方自治体と住民の意

識の問題がある｡そこはまさに地方自治の本旨をきちんと憲法構造の中で捉えていない点が問題といえ

よう｡地方自治法の大幅改正で､機関委任事務が廃止され､しかも国と地方の基本的対等関係がうたわ

れているにもかかわらず､いまだ明治憲法下の自治体と住民になっている面が見られる｡つまり､国の

下部機関としての自治体の問題と､国民主権でありながら受身の臣民意識の継続ということである｡

しかし､戦後50年を経てから､各地で住民投票が実施されてきた｡憲法制定から50年にもなって､

国民主権が徐々に不十分ながらも浸透してきた｡50年といえばいみじくも尾崎行雄が､奴隷頭を入れ

替えて主権者となるためには3世代はかかる旨の発言があったが､まさに3世代50年というのは的を

射ているといえよう (1)｡

住民の身近な生活の問題として関わってくるのは､国も行政 ･政治というよりも地方のそれである｡
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住民が自分の生活に関わる問題について､自らの意思を表したいと考えるようになるのは､主権者の性

として自然のことである｡この主権者が自らの意思を表明する際には当然のことながら｡政治 ･行政に

関する情報の獲得が必要である｡この点､国の情報公開制度の確立に火をつけるようになったのは地方

であることに注目すべきであろう｡全国のすべての都道府県をはじめ多くの自治体が情報公開条例を制

定している｡それだけでなく､国にはないオンブズマン制度を有する自治体もあり､住民の行政への関

わりは､国よりもはるかに直接的に行われているのである｡住民投票に対する住民の目覚めはこのよう

に制度的な発展も大きな要素といえる｡この点､住民投票で自らの意思を決定し､投票するわけである

から､問われている投票案件の情報を得て､これを十分理解しなければならない｡この理解を深めてい

く過程で生みだされるのが教育的効果である｡各地の住民投票においては､事前に住民による学習会が

開催されたり､自主管理による模擬投票を行ったりして､住民投票の意義を踏まえた取り組みが行われ

てきた｡沖絶県民投票においても､県庁に県民投票推進室が設置され､住民に対して県民投票の内容な

どが各地で説明された｡また日本で初めて住民投票が行われた新潟県巻町へ県職員を派遣し､事前に情

報を得て､県民投票実施へ参考になる資料 ･情報などを入手してきた｡沖縄県民投票では､前節で言及

したようにその実施3日目には高校生による県民投票が行われており､まさに次世代の主権者に対する

教育的効果があったといえる (2)｡自分たちの地域に関わる問題について､住民はどのように対処し､

参加していくのか､住民自治の観点から ｢民主主義の学校｣を示したものといえるのではあるまいか｡

国と地方という意味では､明治憲法以来の中央集権的体質を有してきた国と自治意識 ･主権者意識を

もたげてきた地方自治体 ･地方住民とが､一つの問題をめぐって対立構造が生まれるのは当然といって

よい｡特に国がこれまで専権事項と考えてきた外交､基地などの分野が地方の父や住民の生活に直接関

わる場合にはこれが顕著になろう｡沖縄では､1995年9月4日に米兵による少女暴行事件が発生し

て以来､同事件に対する謝罪よりも日米安保の維持を強調する日本政府の対応に不満が募っていた｡ち

ょうど戦後 50年という時期に､半世紀にわたる米軍基地の重圧に対して沖縄県民の思いはいろいろな

形で表れたが､その代表的なものが県民投票である｡どうして我々沖縄県民の生活に最も大きな影響を

与える問題が､県民の意向や生活の実態を顧みることなく､県民の手の届かない国の中央で勝手に協議

され､決定されるのであろうか?県民が､自分たちの生活に関わる問題に対して意思を表明したいと考

えるようになるのは自然のことであった｡これまで五〇年間､基地問題の本質意的解決をせずにやり過

ごしてきたことを､どうにかしなければと県民一人一人が考え始め､少女暴行事件に象徴される基地問

題に対する県民の怒りの延長線上に県民投票はあったのである｡県民投票条例案は､形式的には連合等

労組を中心に地方自治法七四条に基づく条例制定請求の署名が集められてできたのであるが､実質的に

は沖縄の主権者である県民のほとんどが抱いている素朴な要求であったといえよう｡

註

(1) 前原清隆 ｢未来と憲法と若者たち｣法学セミナー505号参照｡

(2) 高校生の場合は ｢米軍基地の整理縮小｣と ｢地位協定の改定｣をきちんと分けて､それぞれ

に投票を実施したものであった｡どちらも圧倒的に賛成が多かったが､｢米軍基地の整理縮小｣

は六七%､｢地位協定の改定｣は七五%と数値は幾分異なっていた｡

5 琉球政府に見る自治機構と憲法

沖縄は琉球政府時代には米軍統治下にあったのであるが､高等弁務官を責任者とする米国民政府の下

にあるといういくつかの制約など問題はありつつも､琉球政府は基本的に自治組織の構造を持っていた｡

少し乱暴に言えば､アメリカの1州に近い形になっていたといえる｡まず､州政府というような形で､

- 18-



琉球政府が存在し､その行政部には､州知事と権限などは別として構造上は同様な位置づけで､行政主

席があった｡そして､立法部には立法院が充てられ､沖縄の法律を制定していたのである｡司法部には

琉球政府裁判所が設置され､沖縄における住民に関わる事件を取り扱っていた｡このように､琉球政府

は1国家あるいは州にあるような行政 ･立法 ･司法の三権を有していたのである｡米国民政府は､基本

的に米国の利益に関わらない限り､琉球政府に任せていたのである｡ただ､そこには､高等弁務官の権

限によるいくつかの関与が存在していたことは確かである｡たとえば､行政主席に関しては高等弁務官

が任命権を有していた｡この主席任命制に対して､沖縄住民は長い間主席公選を求めた運動を展開して

きた歴史があり､ついに1968年主席公選が実施され､公選主席としては最初で最後の主席というこ

とではあったが､屋良朝苗氏が当選した｡また､立法に関しては､立法院での可決後､高等弁務官の同

意を要した｡場合によっては事前承認という形で､法案の送付を要求されたりした｡司法に関しては､

基本的に沖縄住民に関する事件は琉球政府裁判所で扱われたので､行政や立法ほど関与がなかった｡た

だ､沖縄住民と米国民が関わる場合には米国民政府裁判所が事件を管轄した｡それから,たとえ沖縄住

民の間の事件であっても米国の利益に関わるとされた場合は､高等弁務官から琉球政府去紳J所に対し移

送命令が出され､米国民政府裁判所で審理されることになっていた (1)｡

このような､琉球政府の三権分立形態を地方自治体に持たせることは､日本国憲法かで可能であろう

か?これが今後の問題提起であるとともに､若干の論及を試みる課題である｡まず､立法権であるが､

憲法94条により条例制定権が地方公共団体に認められており､いわゆる自治立法権の根拠となってい

る｡この条例を制定するのは地方自治法上議会ということになっており､憲法でも ｢議会｣という文言

になっている｡しかし､これは公選の議員をその構成員として､条例制定したりする議事機関のことを

指すのであって､個別名称というわけではないであろう｡したがって､琉球政府時代のような ｢立法院｣

の名称は可能である｡問題は法律を作れるかということであるが､国の法律は作れないが､条例を名称

にこだわらなければ地方自治体の法律と位置づければよいだけの話である｡ただ､単に法律といったと

きに名称上の混乱が起こりうる可能性はあるが､自治体法と呼ぶか､あるいは今後道州制の導入が本格

化した際には州法と呼べばよいことであろう｡

行政権についていえば､地方自治法上も県知事が執行機関として位置づけられており､自治行政権と

いう文言も定着している｡これも道州制の導入は法制の内容によっては地方の権限を大きくすることは

可能である｡琉球政府のような行政主席と名称を変えることも問題はさほど起こらないといえよう｡

問題は司法権である｡現行憲法では76条において ｢すべて司法権は､最高裁判所及び法律で定める

ところにより設置される下級裁判所に属する｡｣と規定されている｡この規定から地方に裁判所を設置す

ることが可能であろうか?つまり自治司法権を有することができるであろうかということである｡この

点､第8車の地方自治の規定からは､司法権に当たる文言が見られない｡ただ､民主主義や住民主権と

いう点を非常に拡大して解釈し､憲法76条の最高裁判所の下にある下級裁判所という位置づけで自治

司法権を置くことは可能ではないかと思われるのである｡琉球政府裁判所と米国民政府裁判所の関係が

そのモデルになりうるのではないかということである｡

米国民政府去帥J所は一般に沖縄の米国人の関わる事件について去紳J権を有していたが､特別な事件で

琉球政府裁判所から移送されてきたものを審理することになっていた｡これを､最高裁判所と見立てる

とすると､基本的に国が関わる場合には最高裁判所とそれから終身はいずれにしても最高裁判所という

ことを明確にしておけば､下級審として地方自治体の裁判所 (以下自治体裁判所とする)が､もっぱら

当該自治体の住民に関わる事件や当該自治体の条例にのみ関係する事件などを管轄しても差し支えない

のではというのが問題提起である｡今後自治体の法無我急増してくるであろうし､道州制の導入が見込

まれている元凶では､自治体裁判所という機関の役割は増えると考えられる｡それは､自治体の住民が



主権者として行動し､議会がその意思を活発に取り込んだ立法を行うのであれば､むしろ地方分権の中

で必要性の高いものとなると思われる (2)｡

米国統治下の沖縄における統治構造

府

*垣花豊順 ｢米国の沖縄統治に関する基本法の変遷とその特質｣富里政玄編 『戦後沖縄の政治と法』東大出版会､353

頁の図を参考に筆者作成

註

(1) サンマ事件と友利事件がある｡これについては高良鉄美 ｢司蔭一一一そ の独立は守られてきたか｣

仲地博 ･水島朝穂編 『オキナワと憲法』法律文化社 178頁以下参照｡

(2) 木佐茂男編 『地方分権と司法分権』日本評論社 199頁以下参照｡地方事務に対する法務の地方

での処理ということを念頭に入れているが､本稿の問題提起と共通する面も見られる｡

6 おわりに-自治と憲法との関係

地方分権が叫ばれて久しいし､現実に法制上も地方分権一括法により国と対等関係に立つ地方分権は

行われているはずなのである｡ここに､基本的視点として憲法92条でいう ｢地方自治の本旨｣の概念

的拡大が求められるし､国民主権を一つの柱とする憲法の構造からすれば､国民がきちんと自らの政府
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に対して責任を持たねばならないであろう｡国民は主権者として､立法 ･司法 ･行政を監視し､最終的

には参画しなければならない責務を負っているといえる｡主権者というのは議員の選挙だけに責任を負

っているのではないからであり､国の最終意思決定者とされるからである｡そこには司法権も例外では

なかろう｡裁判員制度が導入される現況では､まさに国民主権の本流に沿って展開されているといって

よい｡同様に､地方分権とは何か｡国の中の国民と同じ位置づけの住民が地方には存在し､かつ憲法で

も地方自治の本旨の一つの柱は住民自治とされているわけであるから､地方の主権者住民が､地方の最

終意思決定者である｡その地方の主権者が､司法権にだけは何の監視もできないとすれば憲法構造上､

住民自治は採れないことになろう｡

本来司法権は､立法権の制定した法を適用して裁判する役割を担っている｡行政権は､立法権の制定し

た法を執行する役割を担っている｡そして､立法権は住民が選んだ代表機関として位置づけられている｡

この立法権､行政権に関する構造は地方でも変わりはないOそれでは､地方の立法権が制定した法を､

地方の行政権が執行し､地方の司法権が裁判するのが､構造的な整合性はあるのではないだろうか｡そ

れが､国民主権と地方自治の本旨の融合ではなかろうかということである｡その際に一つの鍵が､合衆

国憲法修正 10条の規定 ｢この憲法によって合衆国に委任されず､かつ州に禁止されなかった権限は､

各州又は人民に留保される｣という視点である｡日本でも外国人の選挙権に関する事件においてこのよ

うな視点を一部示す最高裁判決がある (1)｡

いずれにしても､自治体裁判所の必要性は今後の議論になるであろうが､地方分権の意義と憲法原理

を捉える場合､必ずや直面する課題になろうということで本稿を閉じたい｡

註

(1)選挙人名簿不登録処分に対する意義の申し出却下決定取り消し請求事件､最高裁平成7年 2月

28日判決｡｢憲法第8章の地方自治に関する規定は､民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み､

住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は､その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公

共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるか

ら､わが国に在留する外国人のうちでも-法律をもって､地方公共団体の長､その議会の議員等に対す

る選挙権を付与する措置を講ずることは､憲法上禁止されているものではないと解するのが相当であ

る｡｣｡
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