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沖縄自治研究会 第4回定例研究会

1. 財政 (フアシリテ一夕 :清里 正史)

2.沖縄自治州と市町村との関係 (フアシリテ一夕 :富里 大八)

日時 平成16年12月18日 (土)

場所 文系総合研究棟703

【財政】

○漬里正史氏 おはようございます｡財政フアシリテ一夕担当の清里です｡きょうはよろしく

お願いします｡と言っても,あまり事前に何もできなくて申しわけありません｡まず,資料です

が､当日配付なんですけれども､3枚綴りのものがあるかと思います｡

後半は､基本的には単にG2案とG3案と､日本国憲法の財政部分の抜粋を参考で入れただけ

で､2枚目までが大体の内容ですね｡1枚目の前半部分が､どうやってこれをつくったかという

考え方を示していて､その 1枚目の下半分からが､今のところはこんなところが考えられるかな

というものを箇条書きにしたものですね｡

財政については､私も専門ではないので､というかむしろ全然素人なので､ちょっと調べてみ

ただけなんですけれども､具体的な数値とか制度に関しては複雑怪奇でブラックボックスになっ

ていて､具体的な沖縄の財政が国との関係でどうなっているかというのは非常に難しくて全くわ

かりません｡

今回の資料は､基本認識 1と書いていますけれども､まず第 1に､憲法95条を前提にするとい

うところだと思います｡ただし､一応､他の国の憲法を参考にして､特に連邦制の国を参考にし

て､連邦と州との財政の関係がどうなっているのかというようなところを調べて､少し追加とか

検討していくというスタイルをとりました｡

ただ､財政とか経済の自立に関してだけは､95条が前提だと何かもうほとんど何も書くことが

なくなってしまうというような感じですが､フランスとか､イタリアとか､カナダとかを見ると､

特別自治州というような形で､どこどこはもう特別に配慮するというふうに憲法の中に書いてあ

る部分があります｡そこで､G3までは飛躍しなくても,ここの財政とか､その他､沖縄の位置

づけに関しては95条をはみ出して､憲法改正してでも､沖縄だけは特別だというところを入れて

もいいのかなという印象を持ちましたので､そういうところも頭に置きながらつくりました｡

あと､G2案を検討したんですけれども､財政に関しては､入ってくるものがないとどうしよ

うもないので､まずは当然ながら､収入について書くことになりますが､最近話題になっている

ように､財政問題だと使うほうもある程度規定しないといけないのではないかということで､G

2案にはなかった支出部分を新たにお追加してあります｡

そういうことで､スター トラインとしては､収入については憲法95条に基づく沖縄自治州基本

法G2案､及び日本連邦構想G3案を出発点にしました｡支出については日本国憲法を沖縄自治

州に読みかえたものを出発点としました｡これに他の国の憲法を参考にしながら追加検討したも

のが､以下の 1枚目の下からになります｡

一応､ざっと説明して､その後ご意見を伺っていきたいんですけれども､まず収入の部門です

が､沖縄自治州という呼び方でいいと思うんですけれども､財政上の自主権を有するということ

が第 1に来ます｡これはどこの憲法にも大体その意味のことが書いてあるので､やはり要るかな

という感じがします｡

その次は､全国民の法の下における平等と幸福追求､これはG2案に載っていたものです｡

れは財政自主権のことなのか､ちょっと違うかなという感じもしますが､基本的には､一応､

が保障するという話で､これは絶対ないと困るし､他の国を見ても大体保障してある内容で､

- 251-

こ

国

妥



当だろうということです｡

3番目が､これはG2案の該当部分を解体したんですけれども､趣旨は少し変えました｡国は､

沖縄自治州に対し､3つの事項､｢日本の平均的な地域の公共支出額と同じ水準の保障｣､｢機会の

不均衡是正を目指す自立経済の促進｣､｢国境離島地域としての沖縄の特殊事情｣に配慮して財源

を移転するということです｡

日本の平均的な地域の公共支出額と同じ水準の保障というのは､これはG2案に出ていた項目

です｡機会の不均衡是正を目指す自立経済の促進というのは､これは多分､ドイツ憲法にあるも

のです｡その次の国境離島地域としての沖縄の特殊事情というのは､これはG2案にあったもの

です｡ただし､G2案には沖縄の特殊事情としか書いていません｡これは僕の個人的な考えなん

ですけれども､沖縄の財政的な側面については､沖縄に基地が集中しているからとか､戦争経験

や戦後の経緯といった歴史的なものがあるから､その保障みたいな感じで財政が保障されるとい

うような意味ではなくて､国にとって国境地域とか､離島地域というのは国土の重要な一部で､

そこをきちんと国民が住めるようにするのは当然のことなんだという捉え方をする必要があると

思います｡要するに､そういう基地とか､歴史性といったことを考えなくも当然のことなんだと

いうことです｡

例えば､スイス憲法には､山岳部の地域には特に財政に関して配慮するというふうに憲法に書

いてあります｡これは､スイスでも事情は同じで､要するに田舎のほうは財政がもう全然もたな

くて､山岳部に関してはきちんと配慮するというふうにしようということだと思います｡それか

らすれば､国境離島地域としての沖縄の特殊事情に配慮して財源を移転するという一文が入って

もおかしくないかなという感じがします｡

機会の不均衡是正を目指す自立経済の促進というのは､これはちょっと解釈がよくわからない

んです｡僕自身の解釈としては､例えば､最近､ODAで海外援助の場合は､単にお金だけを直

接渡すと全員働かなくなってしまう､つまりは麻薬みたいになってしまって､全然援助にならな

いということがあります｡そこで最近では､物をつくってもらって､それを買うときに適正価格

で先進国の水準で買い入れた価格を､働いた対価として渡すという援助の仕方があります｡財政

移転の場合も同じような感じで､要するに沖縄の人たちは別に怠けていて財源がないというので

はなくて､普通にこの地域で働ければ誰でも大体そんなものになってしまうということであり､

それは地域性に付随するものであって､それを解消するための財源移転というのは正当なものな

んだ､そういう財源移転はそんな変な話じゃないんだということです｡

財政に関連して､沖縄の特殊事情をみた場合､国境 ･離島地域への配慮とか､自立経済の促進

を目指すために不均衡是正という視点は､今後も重要だろうという感じがします｡

その次の4は､これはその次の5とひょっとすると重複するかもしれません｡その次の5はG

2案にあったんですけれども､ちょっと分かりづらい文章になっています｡読み方によっては､

"沖縄自治州の財源移転は一括して行い"､"その使途については自治州が決定権を有する"､とい

う意味に取れるので､5を削って4に変えて良いか後でお伺いしたいと思います｡

その次の6は､国の課税秩序に反しない限りにおいて､沖縄自治州は課税する権利を有すると

いうことです｡田の国をみると､これは各国ばらばらでです｡課税は連邦政府の権利だとしてい

る国もあれば､国全体の税制秩序に反しない限り､あるいは二重課税にならない限り地方も課税

して良いという国もあります｡課税権については､今も既に環境税なんかは認められていると思

いますが､それをきちんとした形で明文化する方が良いと思います｡

次のページにいきまして､7番､これはG2に載っていた内容です｡"沖縄自治州は米軍､米軍

基地内施設及び軍人等への課税については､州内の事業所及び住民と同等の原則を適用する"と

いうことですが､要するにこれは基地から収入を得ようという話だと思います｡
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その次が8番､日本政府に属する土地及び財産はすべて無償で沖縄自治州政府へ譲渡する｡こ

れはG3案にあった内容です｡これは聞いた話ですが､今現在､これをそのままやってしまうと､

実は市町村の土地とか県の土地には､多分､税金みたいなものがかかるというんです｡それで持

ちきれないという話が実はあるらしい｡そこで､その次の "沖縄自治州及び州内市町村に属する

土地及び財産については国税を課さない"という条文を入れてあります｡この条文は､要するに､

国有地等を県もしくは市町村に譲渡してもらって､それに関しては国税はかからないけれども､

市町村税､県税はかけようという､そういう話です｡

大体､収入に関して考えられるところは以上です｡結局､自主的な課税権をもって､基地をは

じめとして､いろんなものについて課税していくしか､税収を増やすという話にはつながないん

じゃないかと思います｡もう1つは､財政移転に関しては､それは正当な権利なんだという主張

をする必要がある｡大体この2つが考え方の柱です｡

その次､支出部門ですけれども､これはほとんど日本国憲法の焼き直しです｡

9番目として､沖縄自治州の財政を処理する権限は､沖縄自治州議会の議決に基づいてこれを

行使しなければならない｡これは憲法も全く同じです｡

10番､沖縄自治州予算を支出し､または債務を負担するには､沖縄自治州議会の議決に基づく

ことを必要とする｡

11番､沖縄自治州政府は毎会計年度の予算を作成し､沖縄自治州議会に提出してその審議を受

け､議決を経なければならない｡ここまでは､これはほとんどどこの国でもうたっている話です｡

12番目は､沖縄自治州の収入､支出の決算は､沖縄会計検査院が沖縄自治州独自の会計基準に

基づき､すべて毎年これを検査し､沖縄自治州政府は､その年度にその検査報告とともに､これ

を沖縄自治州議会に提出しなければならない｡これは日本国憲法にある会計検査院の規定です｡

ここで､支出に関して言うと､結局､いかにして支出を抑えるかということが重要です｡その

場合､その下の方に書いてありますけれども､公務員の給与をどうするかとか､あるいは､不正

を防ぐという目的のために行政の支出のやり方というのはものすごく縛りがかかっていて､はっ

きり言ってしまえば､かえって高いものしか買えず非経済的という､皆さんご存じの支出のあり

方をどう変えていくのかということを考える必要があります｡

もう1つ重要なこととして､よく言われるのは､今の予算システムが､予算を削減していく方

向には絶対繋がらないということです｡例えば､予算をきちんと消化した公務員が評価されるシ

ステム内では､予算の削減というのは基本的にはあり得ないという話があります｡

基本的に､日本の会計のやり方をそのまま沖縄に適用していると､支出を減らすという話には

絶対つながらない｡これは国自体で見直していく必要がありますけど､いつになるか分からない｡

ここは一つ､沖縄独自で基準を設けて､会計の検査をやって､予算を削減できるシステムを作っ

ていくという話が必要という感じがしています｡

その次に書いてあるのは､沖縄自治州独自の会計基準は法律でこれを定める｡沖縄会計検査院

の組織及び権限は法律でこれを定める｡注で書いてあるのは､今､口頭で申し上げた予算執行の

やり方とか公務員の給与体制､これはいろいろ議論のあるところだと思いますけれども､やはり

考えていく必要があるだろうということです｡そこまで踏み込むと､実は地方公務員の身分保障

についても実は関わってくることなので､財政分野だけで議論が完結するかどうかは少し疑問で

す｡

最後が､沖縄自治州政府は沖縄自治州議会及び住民に対して､定期に､少なくとも毎年 1回､

沖縄自治州の財政状況について報告するとともに､常時閲覧できるようにしなければならないと

いうことです｡これは日本国憲法と同じですけれども､常時閲覧というところを加えました｡

支出に関しては､日本国憲法とほとんど同じですけれども､やはり支出を抑えるという意味で､
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お金の使い方に関しては､国とは違うやり方を沖純独自で決めて検査するシステムをつくろうと

いう､その1点が違うだけです｡

その他というところがありますけれども､この辺は要するに､アイデア勝負みたいなところに

なります｡

例えば､沖縄の特殊事情､島峡性に配慮し､空港及び港湾の整備に自動車重量麹を充てること

ができる｡これはこの下の方に航空運賃とか､船舶運賃の課税とか､あるいは航空､海上交通へ

の財政補助というのもあって､いわゆる交通についてどう考えるかです｡

いろんな他国の憲法を見ていますと､交通に関しては道路だけでなく､その他の交通インフラ

も､社会基盤としてきちんと整備すると明記されている国があります｡道路交通に関しては日本

も同じで､自動車税等を財源にきちんと整備することになっています｡しかし､そんなことを言

われても､沖縄は島峡県であるがために､道路だけ整備しても十分とはいえません｡だって､他

の地域とつながらないんだから｡海中道路で福岡とか鹿児島とつなげるという話だったら別です

けれども｡沖縄の特殊事情ということを考えるのであれば､交通インフラとしては道路だけでは

なくて､空港とか港湾に関しても､ほかの本土の道路と同じような､同等の措置を図るというこ

とを考えてもいいんじゃないかということです｡

その次に､自治州公務員の給与及び自治州議員報酬は､自治州が独自に定めると書いてありま

す｡議員報酬の独自規定については､どこかの憲法に載っていたと思いますが､公務員に関して

は､書いてあるところはなかったように思います｡

泡盛への課税は沖縄自治州が有する｡これは課税権の話です｡このへんは酒税法との関係が出

てきてややこしい割には､これが出来たからといってどれぐらいの税収が上がるの､という話も

ありますけれども､酒税というのは､歴史的に国の専売ということが多いので､歴史性に配慮し

て､泡盛だけは特別でもいいじやないかという感じがします｡

あと､気になるのが､この間の新潟中越地震ではないですけれども､災害救助とか､復興の際

の財政措置｡これは米軍絡みも出てくるのかなと思います｡この間のヘリの墜落じゃないですけ

れども､やはりそのへんの話はきちんと明文化して､自然災害だけではなくて､そういう基地災

害に関しても､保証や財政的な救済措置など､やはり定めておく必要があるんじゃないかなとい

う感じがします｡

航空運賃､船舶運賃への課税､あるいは海上交通への財政補助｡これは航空交通とか､海上交

通への財政補助は､どこかの憲法でうたっていたと思います｡沖縄の場合は､産業振興では､必

ず交通費の問題が出てきて､競合力が弱いという話が出ます｡そこで､沖縄だけ特別に､補助金

による支援､あるいは輸送運賃を低減させる何らかの方法､あるいは税金を安くする方向､とい

うような感じで考えられないのかということです｡

賭博税｡賭博税は､他国をみても､国の税収になっているところがほとんどです｡沖縄で盛ん

なパチンコとかスロットは､賭博には入っていないと思うんですけれども､実質的には賭博です

から､賭博税もしくは名目を変えて課税したらどうかなという感じがします｡

そんなところですね｡

○島袋純氏 G2の財政はみなさんができないというので､G3原案作成しながら､私がつく

って､G3の原案をつくりながらG2も片手間でやっていたので､結構非常に忙しかったんです

が､これはこんな文言だったかなというのがなかなか思い出しきれません｡趣旨は例えば､これ

は国が自治体によって自治体に支出を義務づけた経費､受動態､能動態もばらばらですね｡これ

は例えば､国庫支出金から出てくる義務的経費は､これはいろんな福祉とか教育関係が大きいん

ですけれども､例えば､義務教育国庫負担金ですとか､これは明確に2分の1補助という法律が

あるわけですね｡
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だけど､明確に法律かなとかよくわからないグレー ･ゾーンのいろんな義務的な経費というの

が､実を言うといっぱいあるんです｡そういったものをすべて､一括適用除外すると｡沖縄にお

いては義務教育国庫負担金も適用除外､これは法律に基づいて義務教育国庫負担法という法律が

あるんですが､これも適用除外､要するに国が沖縄自治州に義務的経費を一切課すことができな

いようにするということです｡

だけれども､これは後段のほうはちょっと文章がおかしいなと思うんですけれども､だけれど

も､沖縄自治州がどれぐらい支出しています､ほかの地域では｡はかの地域ではどうなっていま

す? ということを中央省庁に聞きに行ったら､ちゃんと助言してくれよと､そういうことです

ね｡だから､福祉とかいろんな問題に関して､どのぐらいの歳出のレベル､どのぐらいのサービ

スのレベル水準をやっているのかなということで､はかの地域を参考にして聞きに行ったら､ち

ゃんと助言してくれよということです｡

○諌里正史氏 要するに､財源に関しては､補助金とか､交付税とか､譲与税とか､何かそう

いう細々したことを言わずに､一括した予算とし､総枠として移転して､その中身については自

由に使えるという形になればいいのかなという意味で､4番の話を書いたんですけれども､それ

とはまた意味が違う話なんですか｡

○島袋鈍氏 要するに､財源移転は一括して行っても､法律で義務づけられたら､必ずそれは支

出しないといけないわけですよ｡だから､法律自体を適用除外してくれと､それを入れておかな

いと､財源を一括して移転したところで義務的経費じゃないですから､やってくださいよと言わ

れて､それでやらなかったら､制裁を加えますよと言われたら､しょうがないから､それは法律

上の問題です｡法律によって財政支出を義務づけている､その部分を全部適用除外としてくれと､

そのためにはどうしても憲法95条による特別自治州が必要ではないかということです｡

○藤中寛之氏 ちょっと危倶かもしれないのですが､そうした場合に､当時の沖縄の中での政

治的な勢力の影響を受けまして､極端に特定の分野のみに重点的に配分されたりしませんか｡例

えば､教育のための予算が削られるなど､そういうのが少なくなる危険性もあると思うのですが､

何かそこらへんの問題を担保する規定など､この条文の中に設けることはできませんか｡その必

要性はないでしょうか｡

○島袋耗氏 国の水準とかではなくても､沖縄で沖縄のミニマム､沖縄ミニマムというのをつ

くっていくしかないと｡もし沖縄が ｢いやー､もう教育なんかどうでもいいから､土木事業に重

点的に経費を落としてしょうがないと｡みんなでばかになりましょう｣と決めてしまったそうな

るということです｡国の水準を義務づけられて支出するなんていうことはするなということです｡

だから､そんなリスクも背負いながら､沖縄の政治的なぐしゃくじゃというのも前提にしながら､

それでもなお､沖縄は教育でいくということの合意が得られればいいんじゃないかなという見通

しで､極論すれば､それが民主主義じゃないかなと｡だから､沖縄の人々はそういったリスクを

背負ってくださいという話ですね｡

○玉城和宏氏 財政も全然知らないのですけれども､基本的に予算化するというのは､行政と

沖縄の地域の現状､どういう形で企業があり､我々の生活がどのようになっているかという､そ

ういう基本がまず押さえられないといけない｡その基本の部分というのは､どういうふうになっ

ているかと､人間が､生物も同じですけど､エネルギーや物質を通して循環しているわけですね｡

いろんな循環システムがある｡ある循環システムが動かないときに､通常､行政サイドは､そこ

の中にお金を落としておいて少し潤滑にして､それがうまく回りだしある程度潤滑になった時点

で､反映の結果として､税金として税収が上がってきて､そして､さらにそれをまた回すという､

それが本来の国の財政の基本だと私は考えているんです｡

つまり､沖縄とか特別な地区の場合において､そこの産出する利益は少なくても､東京にはた
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くさんの利益が出る｡それは国土を全体として我々が守っているからこそ､東京のほうにあれだ

けのお金が出てくるわけです｡国家が国家たるゆえんというのは､そういう収入の再配分をして

国の形態を守るという､再配分権を持つというのが国家の基本ですよね｡

それから自治州という場合だったら､自治州の中の再配分権を持つというのが自治州のまず基

本だと｡そうすると､ある地方で予算が足りない場合に､どういうふうに担保するか､あるいは

処置出来るかというのが､我々の自治が独立できるかどうかという鍵になってくるわけで､だか

ら､基本的なデータがある ･なしにかかわらず､沖縄の実情を認識し､まずこれは肯定しないと

いけない｡米軍基地が今､私は嫌いですけど､一応､現実にあるので肯定しないといけない｡

そういうものの地域生活に及ぼしているマイナス面､それから国全体から考えたら､それから

得る利益､政府が言っているような安全保障というのがどのぐらいの価値かと｡私自身はそれを

2兆円ぐらいかなと思っていて､1兆円ぐらいは沖縄に落としてもいいんじゃないかと､少なく

とも5,000億円ぐらいは毎年落とすべきだろうという､そのぐらいに考えているんですけれども､

少なくとも､我々の生存権と､それから本土における生存のレベルとを比較して､中央に集中し

ているお金の､対応する部分に関する再配分を得る権利､それを我々は有しているわけで､そこ

の部分をもう少し理念的なレベルから話し合ってもいいんじゃないかなと思っているんです｡だ

から､その理念にかなうような対象というのを特定しながら議論できれば､私自身にもわかりや

すいかなと､そういうふうに思う次第です｡

○島袋鈍氏 ちょっと今の点に絡んでいるんですが､例えば我々が議論したのは､沖縄自治州

が沖縄県内の市町村の交付税､交付金的なものの配分の権限を持つのか､持たないのか｡これを

議論したんです｡G3の案は確実に沖縄の政府が､沖縄県内の市町村の配分､再配分機能を､要

するに財源保障､財源調整､財政調整の権限を持つということを明示したんですが､G2ではど

うたったかちょっと覚えていない｡G2はどうでしたかね｡私の発想とすれば､基本的には総務

省とか､あるいは財務省とかの権限を徹底的に排除するためには､沖縄自治州が財源調整､財政

調整､あるいは財政保障機能を持ったほうがいいと｡となると､沖縄県内の市町村は､もうほと

んど東京に行く必要がなくなるわけですよ｡

ということは､沖縄の中で大体すべてが包摂できる｡もう1つの問題点は､そうなると､後で

在野のほうの話になりますが､市町村と自治州の関係は全く横の関係ではなくなって､ある程度

縦の関係になってくる｡要するに､お金の再配分に関する権限を持っているので､自治州対市町

村の関係が､総務省対今の県とか市町村の関係になってくるわけです｡今の県と市町村は､どっ

ちも総務省が交付金の配分の権限を持っているので､そういう意味では確かに平等なんです｡

だけど､国と市町村と県の関係は､お金を握られているということで､法律上は横の関係と言

いますが､実質的には縦化されているわけです｡それと同じ現象が自治州と市町村の間で起こっ

てしまうという問題があるんですけれども､それに関して浜里さんはどういう主張だったんです

かね｡

○漬里正史氏 それに関しては､自治州と市町村との関係という図式で､そっちの方の話なの

かなと思っていたんですけれども､財政上に関して､自治州から市町村への再配分ということで

話します｡現状については僕もあまり実際は知らないんですけれども､むしろ県庁の方のほうが

知っていると思いますが､今の時期に県庁を挙げて国にどっと行って､市町村は行きたいところ

はかなり力を入れるし､行かないところはあまり行かないというような感じで､今ぐらいの時期

に､ものすごい精力と神経を使って､各省庁を回って折衝する､いわゆる頭を下げるようです｡

こうした姿は健全ではないし､財政の再配分に関して､今の国と県の関係を､県と市町村の関

係として､そのまま持ち込むような形はあまりよくないと思います｡ですから､今､国と沖縄県

が築こうとしている関係､財政上の関係に関しては､市町村と自治州の関係にも同じ原理を適用
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するというのが1つです｡

もう1つは､実は市町村合併とも絡む話で､懸念のようなものがあります｡実質上は無理だと

思いますけれども､僕が聞いた市町村合併論で一番過激なのは､那覇を中心に､北部を除く中南

部が1つ､はかが全部で1つで､県が管轄するという案を聞いたことがあります｡冗談半分とは

思いますが､離島町村については､財政上の問題も含めて､県が面倒をみる､あるいは一緒に考

えるという選択肢もあるのかなという感じはしました｡

これはなぜかというと､自治体規模によるんですけれども､規模が大きくなれば自主的にきち

んと計画して､予算を使っていくという自浄作用も働くというのがあるんですけれども､離島と

いうのは合併が難しい上に､なかなかそういう人材が継続的に育たないというところがあります｡

本島地域については､｢東方市｣のように､ 5万人から10万人ぐらいの塊で固まってくれれば､

ある程度自主性に任せても大丈夫なんじゃないかと思います｡ただし､合併が難しい離島町村に

ついては､県のサポー トもしくは指導が必要ではないかと思います｡

先ほど出ていた自治州とか､県とか､地方自治体に任せたら､使い方がどんな使い方をされる

かわからないというのは､確かに懸念としてはあると思います｡ですが､ある程度人口規模があ

って人材が滞留するようになれば､ある程度は大丈夫なんじゃないかと思います｡

その辺は､僕よりも自治体の職員の方に直接感想を伺ったほうがいいかと思うんですけれども､

僕はそういうふうに考えています｡

○玉城和宏氏 先ほど縦の関係という話で島袋さんから出てきましたけれども､基本的に憲法

の平等､平和的生存権､そのへんのあたりをまず掛酌するならば､生活の基本､最低限度の生活

という形を基本にしておくならば､離島であろうが､本島であろうが､基本的な生活レベルを支

えるための手当てを,沖縄自治州のレベルでまず考えないといけないCそれを先ず考えてはしい｡

それが達成される間に別途必要な事態がいろいろ起こったときに､だれが見ても必要だとわかる

ような事態であれば､それを設定してしまう｡例えば ｢あそこはおかしいよねとか､災害があっ

たよね｡では､先ずそこに資金を回そう｣という､それが本来の再配分機能であって､権限をも

って､自分のやりたいような､意図的な､あるいは特定のバックグラウンドを持つような人の意

見が通るようなシステムでは困るんです｡

だから､基本的には､まずは沖縄住民の生活レベルをどのように設定しているか､その設定の

レベルをみんな平等にするのであれば､基本的にどのレベルが平等で､だから今､島袋さんが言

われたように､最低なレベルに落ちつくかもしれない｡だけど平等だというレベル｡食糧とか､

教育とか､基本的な生存に要するものは基本的に平等｡それからぜいたくをしたいとか､もっと

いろんなものがあるときには個人の努力が関係してくるだろうと｡

もとっも､行政が施策を実施する場合に､お金をもうけている人にどんどん事業展開ができる

ように資金を回すための環境整備とか､観光などのように沖縄にお金が移入してくるような､そ

ういうレベルにお金を回してもいいだろうけれども､基本的に住民サイドの､弱者の生活レベル

をどのへんの形でまず担保するかという､担保できるかという問題｡財政上の問題としてそこが

基本的にあると私は思うのです｡

その基本的施策の実施後に､従来の再配分機能が続くだけであって､それをせずに再配分を実

施して､中国みたいにまず沿海州から先に発展しましょうね､中国内部は後にしましょうねと言

ったって､それはもう全然格差が開くぽっかりで､意味はない｡沖縄みたいにこれだけ離島がた

くさんあって､大変だとは思いますが､もちろん本島も入りますが､まず基本的には生活の平等

レベルの構築､教育とか基本的社会インフラを使えるというか､それから離島間を結ぶ交通の利

便性をどのように担保するかという､そういう生活のレベルをまず想定してもらわないといけな

い｡
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そういう理想的な想定,何か共産主義的な形になるけど､そういう想定みたいなものをまずも

っておいて､その後､お金をどのように配分するかと｡それが一番わかりやすい､私みたいな素

人が考える､個人の生活レベルでのわかりやすいお金の流れなんです｡

○藤中寛之氏 今のお話に関連してなんですけども､とても財源が乏しい中で基本的にはどこ

に住んでいる方も平等でというような考え方のもとで､教育なり､社会資本の整備とかを維持す

るということを掲げた際は､実際の問題として､現状では､例えば､離島にいる教員は､本島の

教員よりも手当があるので給料が高いです｡その結果､例えば､小規模校の場合､1人の子供を

教えるためのコストが年間500万円かかってしまうようなことも考えられます｡実際問題としては､

そこらへんに大きなメスを入れる制度というのをやらないと､その教育の機会均等ということは

維持できないような気がします｡このようなシビアな提案､演里さんがレジュメの中で公務員制

度のことも書かれていたのですが､自治州公務員の給与及び自治州議員報酬は自治州が独自に定

めるなど｡やはり､実際に玉城さんの先ほどの論理を言うからには､そこらへんのシビアな観点

というのも､解説書か何かで盛り込まないと､実効性がないのではないかなあ､と自分は思いま

した｡以上です｡

○玉城和宏氏 生活をするときに､昔は地域共同体という考えがあったのだけれども､今､生

活のためにみんなお金で配分してしまいますよね｡行政にとってもお金は税金を徴収し､配分す

るときにも非常に重要だから｡つまり､お金でないと動けないような､そういう状況がある｡

だけど､生きていくときに､例えば､皆さんが各家庭で少しだけ余分にお料理をつくったり､

ごはんを炊いたり､その残ったのを､お布施ではないけど､ある地域に全部プールにして､そこ

で､もし働けない人､あるいは失業に遭った人に提供し､その生活の面倒を見るという､そうい

うふうなシステムも考えられるわけです｡

つまり､お金がなくても､その人達を助けていけるシステムというのがまず考えられる｡全部

すべて金にかえられるものではないO金というのは基本的に､物々交換から出ているけれども､

実際にはそれは無形の形になってしまって､いろいろと融通がきくようになった｡また､それを

集めることによってすごいパワーを出すことができるという利便性ももっています｡そういうふ

うな機能は非常に重要となるけれど､すべてそれに変えてもらったら困る｡基本的生活はどうい

うレベルにあるのかということをまず見てもらいたい｡

それから教育｡教育というのは一応プロがやるという形になっているけども､本当は地域の人

たちとか､いろんな形で自然と触れ合いながら話をすることだと｡つまり､私は教育というのは､

データはそんなになくても､対話を通し､本当に自分達でものを考えられるようになったら､な

った時点で､その人は､例えば､いろんな文献でも何でも､基本的なところからはじめて本当は

読めるようになるはずだと｡少なくともそういう批判精神というか､基本的部分ができあがった

ら､そういう人たちのために､良い先生方のサーキュレーションを設定しておいて回っていただ

くとか､あるいは子供たちに離島なり､いろんなところに集まってもらって話を聞く機会を作っ

てあげるとか｡

その場合､子供の移動はインフラとしてほとんどただにしてあげるとか､そうすると ｢誰々ち

ゃん､あそこに行ってきなさいね｣というだけで年長の子供に預けることが出来る｡それからパ

ブリックの公共施設をつくってしまえば､そこにまた行って､そこで子供たちが集まって､いろ

んな勉強とか､話し合いをするとかが可能なんです｡だから､どういうことが可能かということ

を､本当は行政サイ ドがいろいろ考えて､考えた上で金を動かす｡金を動かすのは､基本的には

最後のはずなんです｡だから､必要な財政というものをできるだけ少なくするという目標がある

ならば､お金でできないような､お金を使わなくてもできるような､そういう基本部門をまずリ

ス トアップしながらやっていく必要があるのじゃないかと思います｡
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○島袋純氏 今の話､具体的になれば本当に基準財政需要額とは何かとか､具体的に政策策定

の技術的な問題も含めて非常に細かい話になる｡今回は､基本的には財政自主権とは何か､その

具体的な中身とは何かという話を､特に対国との関係､あるいは対市町村との関係で自治州の権

限を規定していくということなので､おそらく会計法とか､会計条例だとか､あるいは何かいろ

んな分野で沖縄の自治州の会計､あるいは予算の編成の仕組みというのを多分規定していかない

といけないです｡ここは､本当に原理原則的なことを書いていくということですよね｡

それでおそらく､5番はもうこれは法律というのは国会の権限事項で､法律の型をどうせよこ

うせよということは､基本的には自治州の法律､自治州の憲法の中には書けないんですよ､本当

は｡だから､これは自治州が決定権を有するという形の中に全部押し込んでいったほうがいいか

もしれない｡5番､全部削除という発想でいいかもしれないです｡

それで､あとは基本的にはだけど､その市町村を守るために､あるいは沖縄独自のミニマムと

いうのをつくって､それを達成するために､沖縄自治州が交付税､交付金の配分機能を持つかど

うか｡今､総務省が持っている機能を持つかどうか､そこの点はちょっと明らかにしないと､お

そらく自治州の役割､それは自治州が守る価値､これをどう実現していくかということと､先は

どの沖縄をどう守っていくかという話と絡んでくるので､そこはおそらく明らかにしておかない

といけないだろうということです｡

それから､制度的な設計の問題としては､支出部門において､議会と大統領の関係においては

議会が予算編成権を持つんです｡日本国憲法の､これは原案は基本的にはアメリカ人がつくった

んだけれども､日本国憲法の解釈の時点で､予算編成権は内閣に属するということで､戦前型の､

プレセン型の解釈を持ってきたので､日本の場合はアメリカの議会大統領制と違っていて､基本

的に内閣のほうが予算編成権を持っているんです｡

だからそこの問題ですね｡支出部門において､11番､沖縄自治州政府は､毎年予算会計年度の

予算を作成し､提出すると書いてあるんですけど､これは復帰前の琉球政府が持っていない権限

なんです｡予算編成権は議会にあるわけですから､復帰前の琉球政府ができたことは､予算教書

なんです｡教書｡だから､単なるたたき台です｡全く全部否決することができていたんです｡今

の日本の予算会計法､日本の法律ではゼロ修正なんてできないんです｡ごく一部の増額修正とか､

だから､限定されているので､これを沖縄自治州は日本の今の国会と内閣の関係的な権限体系で

いいのか､それとも復帰前の琉球政府対琉球立法院の関係にするのかどうか｡そのためには立法

院は､実を言うと､大蔵省主計局みたいな予算編成局を持たないといけないんです｡復帰前は持

っていたわけです｡

それと同じようなことをするのかどうか｡これは議会対行政の権力の構成を規定するものです

から､これは明確に認識して規定しないといけない｡その部分ですね｡

○新崎盛事氏 この沖縄自治州の議会なんですけれども､この構成は各市町村の首長あたりも

入ってきますか｡

とかく沖縄自治州論議になると､基礎的自治体の市町村､その存在が少しぼやけてきていると

いうのが印象にあるんです｡

だから､後で出てくる自治州と市町村の関係の項目だけでなく､こういったいろんな項目の条

文の中でも､市町村 ･基礎的自治体をあくまでも自治州は補完する政府なわけですから､その市

町村に対する予算の配分の調整機能も､やはり市町村の代表が議論する場のセッティングは必要

じゃないかと思っていますO

先ほどの ｢何市と何市は残して､あと全部｣というような少し乱暴な話も､実際､そういう発

想をする方々も出てきているような感じがしますので､やっぱり住民の一番の基本となる市町

村 ･基礎的自治体､それをあくまでも補完する自治州政府という ｢補完性の原理｣というのが各
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項目で貫かれていないと､結局､今までどおりに市町村の行政 ･議会が､県 ･国ばかりを向いて

いくという発想が､そのまま温存されるんじゃないかという感じがします｡

それとあと1点､ちょっと話が変わりますけれども､2枚目の7番､米軍等への課税なんです

けれども､ただし書きに ｢国は米軍との協定に基づき､米軍にかわってそれを支払う｣という話

が出ていますけれども､これについては､またそれが ｢思いやり予算｣みたいな形になってしま

うような気がして､あえてそれを促進するような条文は入れなくてもいいんじゃないかと思って

います｡以上です｡

○久高氏 私は那覇市のほうに勤めていますけれども､ちょっと直接､財政ということではな

いんですけれども､平成14年にちょうど市町村合併が､今､ちょっと演里さんが市町村合併の話

をしていたものですから､ちょうど14年から15年にかけて市町村合併を実は那覇市で担当してい

たものですから､それと自分の生い立ちとかを含めてちょっとお話ししますけれども､私は出身

が首里なんですけれども､首里で生まれて育って､ほどなくして那覇市役所に就職したものです

から､いろいろ親なんかの意見も聞いたんですけど､ちょうど首里はご承知のように､昭和29年

に那覇市と合併していますけれども､私はそれから何十年かしてから那覇市で市町村合併を担当

していますけど､くしくも何か奇遇だなという感じで思ったんですけれども､その当時､私が合

併を担当したときには那覇市と南風原と6離島村との合併ということで､当初で言えば､本当は

那覇市は県の案では､それに豊見城とか､浦添とかも実は入って､その規模でやると50-60万人

規模で､このぐらいの那覇とか､豊見城とか､浦添も一緒ということであれば､離島なんかもあ

る意味では支えきれるだろうという形でやって､私はその担当だったものですから､各自治体に

どうですかと声をかけたんですけど､結局､豊見城はその当時､確か豊見城市になったぽっかり

で､遠慮しますということで､浦添は結局よくはわかりませんけども､やっぱり大きな那覇市と

一緒になると､何か吸収されるような形でおもしろくなかったんじゃないでしょうかね｡結局､

最終的に残ったのは､那覇､南風原､6離島村ということでしたけれども､やっぱり皆さんも新

聞でご承知のように､その後､南風原が例の南部のほうとくっついたものですから､結局､そう

すると那覇と6離島村というのは厳しいものですから､当時､首長としては那覇はせいぜい目に

見える渡嘉敷､座間味ぐらいは持ちきれるかなぐらいで､-まずは近視的にはこのぐらいからとや

ったんですが､結局しかし､離島は離島で､渡嘉敷､座間味もやっぱり生活圏としては一緒だと｡

例えば､ご承知のように渡嘉敷と座間味というのは高校もないですよね｡結局､中学校を卒業

すると那覇に来るわけですから､いろいろ生活､そういう意味では､非常に那覇との均一感とか､

生活レベルでは一緒ということはわかるけれども､しかし合併するとなると､まず役場段階がお

そらく縮小されるだろうし､やっぱり町そのものが元気がなくなるぞということで､少々経済的

には厳しいけれども､やっぱり自分たちは独自の道を選びたいという形の選択だったような気も

します｡

それで思い起こして､今度はまた当時の昭和20年に､首里市が那覇市に合併したときのことで

すけれども､私は親から聞いた話ですけれども､その当時､市というのは､おそらく那覇市と首

里市ですけれども､やっぱり首里市というのは､やせても枯れても王国が築いたひとつの首里城

下市ですけれども､何か聞きますと､その当時､首里市というのは財政的に非常に厳しくて､本

当に職員の給料も払うのがやっとだと言っていました｡それで背に腹は代えられないと､結局は

苦渋の選択で合併したというような話を聞きました｡

ただしかし､当時､首里のお年寄りや何かにとっては､この首里という名前をなくすのは､も

う死ぬに等しいと｡それで那覇との協議で､せめて首里という名前だけは残してくれということ

で､はかの例えば真和志とかはないですよね｡それで那覇市首里という形でつけたというのが経

過だそうです｡
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それからすると､人間もそうだし､自治もそうですけど､最終的にはやっぱり財政的な裏づけ

がないと､人間もそうですけど､人と人の誇りも､それから自治体としての誇りも､そういう意

味からすると､やっぱりこの財政的なものはまずやらないと､最終的には独立はしたけれども､

またお願いしますという形で､また拝み倒すような形になるので､そういう意味では非常にこの

財政的な規模というのは､一番の根幹に関わるような気がするものですから､今､合併を通した

私なりの感じたことをちょっと申し上げました｡以上です｡すみません､長くなりましたけど｡

○宮里大八氏 次の沖縄自治州と市町村の関係に関わってくるんですけれども､財政について､

ちょっと市町村の皆さんの意見を聞きたいなと思ったんです｡市町村の方がいらっしゃっていま

すので､今､国や県のほうはそういう三位一体とか､そういうものでかなり市町村まで圧迫され

ているような形なんですけれども､本当に市町村の行政の方は､財源を全部移譲してはしいのか､

それをちょっと聞きたいなと思ったんです｡

つまり､財政を全部市町村のほうに置いてくれということは､それは責任も全部下りてくるわ

けですから､それを財政と責任についてもきちんと自分たちで管理してやっていける自信という

か､それをしたいんだという意見があれば､もしくは実際は､｢いや､ちょっと責任までは厳しい

ので､国が一元管理をして､一部市町村でやりたいんだ｣という意見でもよろしいんですけども､

ぜひ本音の意見を聞かせていただければありがたいと思います｡

○比嘉俊雄氏 浦添市役所に勤めております､比嘉俊雄です｡

今のご質問なんですが､正直言って残念ながら考えたことないんですね｡日ごろの業務が一番

で､だからそういう財政､税源移譲と言われても､なかなか現場では厳しいものがあるんです｡

厳しいと言いますのは､それを考える余裕というのがなかなかない｡また､システム的にも現場

にそれを考えさせるというシステムがないんです｡だから､そういった意味では､財政は財政､

自分たちの仕事は仕事だというようなとらえ方で､今､実質上はやられていると｡

だから､いつも言われることですが､自治体の末端においては危機感を共有するというのはな

かなか困難なことなんです｡

それで今､予算要求を提出しましてヒヤリングも終わったんですが､やっぱり指摘されました｡

皆さんは､現年度予算よりも20%減じた形で要求しなさいと言ったのに､なんで上回っているの

か｡逆に上回っているのかというようなことでお叱りを受けるところもあるんですけれども､し

かし現場としては絶対的にこれはやらないといけないというのもあって､そういうふうな要求に

なっていくわけなんですけれども｡ただ､本当にその税源移譲をされたときにどうなのかという

ことなんですけれども､これは､沖縄は浦添に限っては､やっぱり職員の意識､そういったとこ

ろをもっと､これは首長自体がそうなんですが､首長自体からそういったことに関しては､やっ

ぱり独立的な気概をもってやっていかないといけないのかなと｡

ただしかし､何も今のところは本当に危機感がないと言うんですね｡いわゆる移譲しなさいと

か､するなということではなくて､そのものにもなかなか理解がないというのが今､現状ではな

いかなというふうに思っております｡だから､そういった意味ではこういう場で勉強しながら感

じつつはあるんですが､それではそれを自分の職場に帰って､どう反映させていくかということ

になってきますと､なかなか困難なところがあるということです｡

○久高氏 先ほど､浦添の方からも話がありましたけれども､権限移譲については市町村レベ

ルでは直接的にはあんまり肌としては感じないというのが実情ですね｡もちろん､県との絡みで

はおそらく若干出てくると思います｡例えば今､地方自治あたりでよく話されるのは､中核市と

か､特例市という制度がありますけれども､そういう中核市とか特例市になりますと､いわゆる

今まで県が持っていたいろんなものを市にある意味で下ろすわけですね｡

そうしたときに､その裏づけとなる財源がどうなるかということになりますけれども､例えば
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那覇市の場合ですと､ちなみに特例市というのは確か人口20万人以上なんですけれども､中核市

が人口30万以上で､面積が100平方キロの資格要件ですけど､那覇市の場合は中核市にはまだ該当

しませんけれども､実はこの特例市のほうが該当しているんですけど､要するに申請していない

んですよね｡

というのは､内部でちょっと話したんですけれども､この特例市になってもある意味での仕事

は移ってくるけれども､自主的な財源担保がはっきり言って見えないと｡そういうことで､県と

の絡みがある意味ではするけれども､やっぱりちゃんとした財源的な担保があれば､現場として

はいろんなことを､市民サービスがやっぱりどうしてもアップしますので､やりたいというのは

現場のほうで意見は若干あります｡まだ､もちろん根本的に全部署､洗い流したわけではないで

すけれどもね､そんなところです｡

○森田氏 自分のほうも大里村役場のほうに勤めていまして､税源移譲になりますと､実際､

そういった各自治体の使い道というのは､やはり各自治体のほうがある程度わかっているんです

けど､先はど浦添の比嘉さんからもあったように､各部署の職員はやはり今までやっている自分

の業務があって､予算面まではなかなか自分たちで考えていくようなものができていなくて､今

までやってきた業務を前年度と同じ予算配分しながらつくっていくということでしか､今現在で

きていないです｡

実際､そういった税源移譲された場合は､やはり財政のほうが膨大な業務量が､おそらくそう

いった取りまとめも出てくるんじゃないかなという感じはします｡それで､職員もそれぞれまた

考え方も違うので､やはりそういった取りまとめにもいろいろ苦労はしていくので､職員の意識

改革とか､そういった税源を移譲されて､それをどのようにしてやっていくか､はっきりしたシ

ステムづくりをしていかないと､いざ実際､税源移譲されて､進めていこうとやった場合は､大

きな混乱が出てくるんじゃないかなと思います｡

そういったものも､やるためには前もっていろいろな事務事業の仕組みとか､どういった予算

執行とか､そういったものも考えていって､どのようにやっていくかというシステムづくりから

まず進めていかないと､予算を国から持ってきたとしても､そう簡単にいくようなことはできな

いんじゃないかなと思います｡以上です｡

○島仲徳子氏 モリタさんは財政担当ですか?

○森田氏 はい｡

○島仲徳子氏 失礼しました｡宮里さんのご質問に､責任をもって自分の考えを述べることが

できる自治体の職員は本当に少ないと思います｡財政担当か､あるいは企画､あるいは本当に上

層の方たちは答えることができるかもしれません｡松下圭一先生もおっしゃっていましたけれど

も､今の自治体の職員に欠けている能力は､政策形成能力と､もう1つ､財務能力だとおっしゃ

っていました｡本当にそう思います｡

宮里さんのご質問は､私たちにとっては非日常の質問なんですね｡お笑いなんですけれども､

比嘉さんもおっしゃっていました｡具体的には私は那覇市ですけれども､那覇市で次年度の予算

を組むときに､今､分権なんです｡庁内分権で､各部で4割の予算を削減して次年度の予算を組

んでくださいという指示､方針が出たわけなんです｡

部長はそのことを各課長､課に伝えて､各課では4割減らしましょうということで予算を組む､

その姿勢から今の状況を認識しているとは思えない｡そういう姿勢で､まず4割ということが最

初からできない｡結果的にもできないままに､出すということが出てくるわけですね｡

ですから､財源移譲ということがまず何であるかということから職員は勉強しないといけない

でしょうし､非常にこれは遠い世界､でも､これは決して遠い世界なんて言っていられない状況

ではあるんですよ｡というふうな感じで､財源移譲を望みますかという問いに対しては､やはり
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思わず黙ってしまう｡多分､それが一般的だと思います｡

○新崎盛幸氏 沖縄市の新崎です｡財源移譲を望みますかというお話は､今まで皆さんが語っ

ていたとおりに､おそらくそれ以前の問題だと思うんです｡

しかし､これを望むか､望まないかというのは､行政内部だけでできる話ではないと思ってお

ります｡やっぱりニセコ町がやっているような各予算の事業について､具体的に分かりやすく住

民に対して何らかの情報を提供するというシステム､例えば､予算だけではなくて､決算もそう

いう形で住民にわかりやすくお知らせするシステム､そういうものがあってはじめて､住民の方々

と役所全体が予算決算について情報を共有できるわけですから､そこを踏まえないと､本当に財

源移譲が必要かどうかという答えは出てこないと思うんです｡

今の事業の延長線でいくと､お金があればあるに越したことはないわけですから､役所レベル

の､要するに企画 ･財政課レベルの話でしたら､｢欲しい欲しい｣と言うに決まっているはずです

し､かと言って､これをどう責任を持って運営するかというのは､やはりその役所レベルの話だ

けではおさまらないという気がします｡

それで､やはりどうしても住民 ･市民への投げかけ､問いかけ､そこから自治体総体の意思を

形成してはじめて､本当に必要かどうかという話が出てくると思うし､それを自治州レベルであ

る程度､配分調整が市町村主体で行える方向性が､これからのあり方ではないかと思っています｡

○弥中寛之氏 行政本体の職員の方たちから､非常にこれから必要になってくる､考えないと

いけない､避けて通れないテーマであるというふうにずっといろいろ指摘されました｡自分はコ

ンサルの立場で公の施設の管理 ･運営について､業務に関わらせていただいていますが､その中

で､指定管理者制度が導入されました｡この制度は､平成3年以前､公の施設は行政直営 (公共的

団体等)の時代があり､その次に第3セクター等に幅を広げて随意契約をするという時代があり

ました｡つい最近､民間の事業者まで含めて､原則的に公募で指定管理者を選定することができ

るようになる､という大きな制度改革がありました｡

その中では､非常に財源が少なくなる中で､どうやって自分たちが施設の目的を達成するため

に､ある意味で必要に応じて民間のノウハウをどんどん導入した中で事業をやっていくのかとい

うことを､強く問われるようになりました｡既存の随意契約で担っていた公社等の皆さんは､は

っきり言ってクビになる可能性がある中で､組織変革を迫られております｡

最近､新聞等でよく出てきているのですが､このような意識､行政本体の公務員の方たちも､

ある意味でやっぱり意識改革をするためには､このような仕組みを検討することも視野に入れた

ら､どうでしょうか｡イギリスでは強制入札制度があるようですが､やはり､そこまで視野に入

れる必要がないでしょうか｡本当に財政基盤が貧弱な沖縄が､単独自治州を志向するのでしたら､

痛みの部分にも､目を反らさずに真っ正面からとらえて､クビになる覚悟も辞さない､という気

概が必要だと思います｡それができないのなら､補助金削減の痛みを､弱い立場の人々にしわ寄

せするだけ､という結果になるでしょうし､本当に､このへんは検討してもらいたいです｡

○玉城和宏氏 ちょっと後ろのボー ドに書いたのは､やはり頭の中にみんな共通の何かをつ

くったほうがいいのじゃないかなと思って､例えば､左側に現状を書いてあります｡国のほうか

ら､州にあたるところ､各自治体､市民と､大体上意下達の方向で上から下に､つまり国が国の

あり方､自治のあり方､市民のあり方を全部､昔は統括してつくっていたわけです｡だから､そ

の必要性で流れが必ず上から来ていた｡政策も全部上から来ている｡右の理想形のほうは､我々

がいろいろお話を聞いていて思うのは､まず基本的に現在の憲法を具現化しようということで､

基本的な平等というのがある｡それが人間の尊厳であり､いろんなものがあるけど､最低のミニ

マムがそこに書いてあります｡

そこで､それをサポートするという形で､市民から各自治体のほうに上がり､それから州に上
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がり､そして国に上がるという､それがまず本来は理想だろうと｡つまり､補完するというのは､

自治体も補完で､州も補完で､一応､国も､市民に対しては､一般最低限度レベルの補完の役割

しか本来は許さないんだということです｡まずそれが 1つと｡

それからもう1つは個性です｡各個人も個性があって､地方自治体もいろいろ個性がありますO

個性があるときには､そこに優位な製品であるとか､ノウハウであるとか､そういうのが入りま

す｡それを地域の戦略的資源というふうに考えているわけです｡

戦略的資源というのは､はかのところに持っていって付加価値の高いものになる｡だから､例

えば､東京にいろんな付加価値の高いものがあったら､それを国がほかのところに配分または移

植をしていくという､そういうふうな機能が国には与えられているわけです｡その意味の補完シ

ステムです｡だから､各地方自治体が個人や組織の持っている個性を､その能力を生かしながら､

それをはかのところにも活用していくというのが､国や自治体が全体を補完している関係上､し

なければいけない役割だと見ているわけです｡

そうすると､その中でお金が出てくるのは､どこから出てくるかと｡少なくとも人間のところ

からわき出てくる､あるいは地方自治体､会社､組織､いろんなところからわき出てくるわけで

すけれども､そのわき出た部分というのは､どういう機能を持っているかということを分析して

もらったりLで､各自治体で似たような候補を把握してもらったり､州で把握してもらったりし

て､その機能が戦略的な資源になり得るかどうかを吟味してもらう｡例えば､泡盛の話が出てき

ましたけれども､あれはある意味では戦略的資源の一つになるわけですよね｡ほかのところでは

ノウハウをもってしても沖縄みたいにはつくれないということがあります｡

だから､これは単なる理想ですけど､現状と理想と､それから時系列とをわざと書いてあるの

は､我々は人間ですから､カタストロフィーを起こして､バーンと右側に行くことはできません｡

だから､それを左側から右側に､もし右側が理想だとして､みんなが納得すればですが､現状

から理想に行くときには､どのような推移というか､変換を持っていかないといけないかと｡そ

の変換過程の中で､どのような人たちが ドロップアウトしたかをみて､その人たちをサポートす

るシステムも併せて出してこないといけない｡だから､そのへんの流れも全部見てはしいという

ことで,ちょっと書いてみました｡

○島袋純氏 この前､西尾勝先生が来て言っていたことは何かというと､国から今､県とかに

いろんな法律､それから省令､政令､いろんな法令によって支出がきめ細かく限定されて決まっ

ているんですよ､用途が指定されて､義務づけられている部分が大きいと｡基本的には市町村に

おいて､市民に対して何かを提供するというのは､すべて国の法律に基づいてやっていますよと､

まずこれがあるから､基本的にこれは最低支出しないといけないでしょうということで､上を見

て､法令を見て､基本的には支出の枠組みを決めていくわけですよね｡

基本的に西尾先生が州が権限を持つはずだと言っていたけど､何か､何かというのは､大綱化

すると､そういった省令､政令にあるいは法律で支出を義務づけている部分を大綱化する､自由

化する｡州がある程度､州の発意によって､その州の条例によって支出の枠組みを決められるよ

うにするということをおっしゃったんです｡

ということは何かというと､今､県レベルで全部縛られている部分が外されて､県の発案で支

出の基本的な枠組みがつくられていく｡その州の条例に基づいて市町村が独自で支出の基準を決

めていくという､そういう方向性があり得るんじゃないかと西尾先生が言っていたんです｡

つまり,今､国庫支出金と､例えば交付税､義務教育国庫負担金も2分の1を出すか､出さな

いかという､そこのせめぎ合いになって､40人学級であれば1人の先生と､そういった基準なん

ですけれども､そういったことでナショナルミニマムを保障するのか､あるいは市民の満足度､

市民1人1人の満足度ということを前提にナショナルミニマムというのを想定するのか､そこの
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問題なんですよね｡

基本的に今井照さんが言っていましたよね｡今井さんが､その前の日に来て言っていた話は､

要するに､義務教育国庫支出金に関しても市民の結果ですよ｡要するにサービスの質､水準､市

民の満足度に応じてナショナルミニマムという発想をすれば､国庫支出金が法律によって義務づ

けられていく､2分の1､40人に1人と､そういった国から決めた水準で守るということではな

くて､市民の満足度､要するに教育のサービスの質､水準のそこで統一すればいいんじゃないか

という話をしていたんです｡今はそうなっていない｡今はすべて上からいろんな法律､省令､政

令､いろんなもので､あるいは規則で決められているわけですね､法令によって｡会計監査とは

何かというのは､法令を調査するわけですよ｡法令を見て､法令どおりに支出されているかどう

か｡

それをすべて大綱化せよと､大綱化の原案は沖縄自治州をつくれという話まで､西尾勝先生は

していたわけです｡沖縄はさらにもう一歩踏み込んだ通産省の権限事項､あるいは財務省の権限

事項にまで入れたらいいじやないかと､そのために95条を特別に使えと言っていたんです｡

それで､こっちに行くときにどうするか｡今は､基本的にすべてのいろんな省令とか､規則と

か､中央からの指示､指揮命令系統で全部予算が編成されて､こっちは見ないわけですよね｡基

本的に市民は見ない｡市民のニーズをはかって､それで予算編成していくというやり方はしない

わけですよね｡

これからどう転換していくかという､要するに､市民の満足度､顧客の満足度､それを徹底的

に調査して､それで予算を組み上げていくという､全くボトムアップ方式のやり方をやらないと

いけないんです｡それはいいですよ､法令に基づいているから支出するではなくて､市民が満足

するか､本当に満足度がこれで達成できるのか､それに基づいて予算編成していくというやり方

なんです｡これは相当シビアなやり方で､これを今､日本全国でやられているところが､本当に

やられているところがあるかと言ったら､ないわけです｡沖縄は特にないわけです｡

実を言うと､志木市だとか､ニセコだとか､目的として最終的な目的はそれなんです｡法令の

枠組みを全部外しても､市民 1人1人の満足度が上がるような予算編成をつくれるかという問題

なんです｡だから､ここがすごい到達目標が明白にあの人たちは持っているわけです｡あのニセ

コ町長だとか､志木市の市長なんかは｡だから､いろんな特例法､特区という申請を出せるわけ

ですよ｡目的があるから｡

あの発想､一切､特区が沖縄から出てこないのは､この発想が全くないからです｡この前の南

部の4町村の合併も､市民のニーズから新市建設計画をつくるかというと､全然つくらない｡市

民のニーズ調査なんか全くしていないです｡それは4人の首長同士の密室談合です｡談合でしか

やらないわけです｡それで談合でやるのが､それこそ首長の権限だと思っているから､談合が失

敗したら､合併協議が破産してしまうじゃないですか｡市民のニーズから積み上げないからです

よ｡

ここからここにどう移転するかという問題では､ここからここにどう移転するかという問題｡

1ついろんな手法としてあるんですけれども､だから､この1つがその事業評価とか､評価のシ

ステムがこっちにくるわけですよ｡評価というのは｡評価というのは個人で評価すると同時に､

市民によって評価させないと意味がないんですよね｡市民によって評価させる｡あとはだからロ

ーカル ･マニフェストだとか､いろんな目標管理の手法というか､目標をどこに置くかというと

きに､中央から見た目標ではなくて､市民が考えた市民の顧客満足度という､そこを中心に置い

た評価のシステムで再構成していくわけです｡

これが沖縄であり得るのか､できるのかという問題で､一番できそうなのは､雰囲気から見る

と那覇市はちょっと頑張っているかなと見えるんですけれども､わからないです｡ちょっと大き
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すぎるという問題があって､これがここをどうやっていけるか｡先ほど､要するに国は予算を全

部極大化して､会計というのは基本的に予算編成というのは極大化していく方向で削ることはで

きないと浜里さんが言っていたじゃないですか｡

これは何でかというと､ボ トムアップの予算編成をしていないからです｡上ぽっかり見た予算

編成ばかりしかしていないから､上の法律､いろんな省令､政令､そういった基準に合わせてい

くということでしかないから､予算は極大化しかしていかないわけです｡

こっちの満足度､資源の最適配分､顧客の満足度ということを､市民の満足度をもとに全部編

成して法律を全く見ないでいけば､実を言うと4割カットは可能性があるわけです｡今､それが

できないのは､基本的に全部これでがんじがらめにされているわけです｡そういった部分ですね｡

それを本当にがんじがらめを全部削って切って､こういったボトムアップ方式の予算編成ができ

るかといった問題ですよね｡それを本当に目指すのか､それを意識しているのか､道州制の設置

のときにそれをやっていくという方向性が必要なのか｡

基本的にこれは松下圭一もそうですが､西尾勝が考えているプラス､松下圭一が考えているの

は､今､日本全国の流れはこの方向だったわけですよね｡これをしっかり把握して道州制､市町

村再編成というのをやっていけるかどうか｡行政学者とか､松下圭一先生とかは､そこまで考え

ていると思います｡

○玉城和宏氏 すみません｡ここのほうも実はこれはある程度､最終状態が達成されたときの

形態を見ています｡ですから､ここのローカルなところのリンクは､いろんな人たちが集まって

地域貢献をするとか､それから自治体と一緒になっていろんな責献をするとか､あるいはあっち

とこっちの交流とかという､そういう公の情報交換､あるいはいろんな政策的な交換というのは､

もちろんありますが､局所的な話としては全然仮定していないわけです｡だから､一番ボトムだ

けの状態で考えていて､その状態､つまり､地理的局所的なレベルでということになりますが､

さっきの教育の話に戻るけれども､離島にいたほうがある意味､環境がいいわけですよ､教育と

かは｡那覇市に居てガジャガジヤと回りからいろんな変な情報を得るよりは｡

そうすると､子供がもしフリーで､あっちこっちへ､集団で自由に､勉強のためであれば動き

回れるよという､そういう教育環境インフラをつくれば､それはすぐ実行できるわけです｡例え

ば､大人が利用しているバスなどの交通機関に､小さい子供やお年寄りとか､弱者をかばうとい

うことは必要ですけれども､それ以外の空いている席があれば､どんどん格安で乗せてあげる｡

例えば､北海道から沖縄まで､教育的見地から必要とされる場合は､若い人たちを､国の政策と

して､格安で乗せるべきだと私自身は思っているんだけど､そういう形でやれば､既にあるイン

フラを使って､子供から料金を取るなんてケチなことはしなさんなという､そのぐらいのことが

いろいろと考えられるはずだと､それが行政の皆さんの手腕だと思っています｡

○新崎盛事氏 先ほどの島袋先生のお話を聞いて､やはり沖縄自治研究会が提案するモデル案

ですので､やはりここを目指していかないと意味がないと思うんです0

(テープ1本目A面終了)

･--全項目にわたって､それがはっきり見えるような形をつくっていかないといけないのではな

いかなと思っています｡

○難波田到吾氏 先ほど財政運営能力ということで､小さい自治体､例えば離島であるとか､

そういうところには財政運営能力を持った人材が必ずしもいるとは思えないので､やはりある程

度大きな塊でやっていくしかないのではないかと､清里さんからあったと思うんですけれども､

今の合併論議もそういうところからきているのかなというふうに思うんですけれども､ただ収入

があって支出があってというのは､別に行政に限らず､もうどこにもあることですよね｡個人レ

ベルでも､収入があって支出がある､で､毎日その財政を運営しているわけですよね｡
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集団の大きさに応じてそれなりの財政があって､その財政の大きさに応じた財政運営能力とい

うのが求められるということであれば､仮に自治体の規模が小さければ､財政の規模もそれなり

に小さくて､それに応じたぐらいの財政運営能力を持った人間は､その小さな集団の中にもいる

だろうというふうに考えれば､必ずしも大きければいいというものでもないのかなというふうに

思いますし､また今､出された理想形から言えば､自治体の規模が大きければ大きくなるほどニ

ーズを吸い上げるということは非常に難しくなると｡

例えば離島なんかを全部まとめたら､財政担当者はその離島 1つ 1つ島めぐりをして､ニーズ

を聞かないといけないのかという話にもなりますよね｡だから今､行政の財政運営能力というの

が結局､高度な運営能力が要求されるのだとすれば､それは何かというところを見ないといけな

いと思うんですけれども､僕もあんまりよくは知らないですけれども､例えば､それは法令に基

づいてやらなければいけないから､その法令をちゃんと知っているという行政能力であるとか､

あるいはどうやって補助金を引き出してくるかという行政能力であるとか､そういう行政能力が

なければ､今の財政は運営できないということであれば､その制度自体に問題があって､実は集

団の規模の問題ではないのではないかという考え方ができるんじゃないかなと､ちょっと今の話

を聞きながら思いました｡

○玉城和宏氏 先ほど､最終的なレベルの､いろんな離島に回って 1つ 1つ聞かなくてはい

けないというお話がありましたけれども､それは時系列的に移動するときには､そういう情報を

インターネットなり何なりに置くとか､あるいは､1人1人のところまで専門家が行くとかでは

なくて､各部門の人達が基本的インフラとはどういうものかということを､まず大まかにでも全

体的に把握し､基本的インフラに関係して説明するとか質問を受けるときに､基本を把握してい

る離島の1人に任せるとかすればそれで事足りるわけです｡

完成した組織レベルの後の､すぐには対処できない具体的な市民のクレームであるとか住民の

生活揺らぎとかは､その市民から上のはうに順次上がっていけばいい話なんです｡何も一々聞く

必要はないと考えています｡

○漬里正史氏 そろそろ時間がなくなってきましたが､先はど采の話を聞いて､一応つけ加え

ておきたいと思います｡公務員の給与体系と､先はど住民満足度を中心にボトムアップという話

に絡みます｡

今までの自治体の行政職員は､補助金が取ってこれる､予算がきちんと消化できるというのが

評価対象だったかと思います｡そうした中では､そうした職員しか育ちません｡今後､住民が何

を望んでいるかという住民満足度を上げる能力の高い人を育てようと思うなら､そういう人が評

価されて昇給していく､そういうシステムを同時にやる必要がある｡逆に言えば､そういうシス

テムがないとおそらくそんな職員は出てくるわけがないという気がします｡

あと､いろいろ難しいことはありますが､ここは理想をやはり高く持っておいたほうが良いと

思います｡実際､本当にやるときには､妥協策も必要という話が出るかもしれないが､今から妥

協していてどうするという話がありますので､理想は高く持って考えていきたいというのが 1つ

です｡

あと､具体的な提案として､収入部門で､ナショナルミニマム､あるいは沖縄のミニマムとい

う概念を入れるというのが 1つ､それと､その内容については､議会もしくは住民が決めるとい

う一文を入れる｡あと､これはそういうのが現実的かどうかはともかく､憲法上で保証された権

利､これが沖縄の住民にとってどんなものなのか､具体的なレベルに落とし込む､そういう表で

はないけれども,これを別途定めるというふうに一文入れたらどうかと思います｡

要するに今､ナショナルミニマムの正体が実はわからないし､そもそも､これは､年次､時代

が進化していけば､三種の神器がどんどん進化しているように､どんどん変わっているというと
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ころがあるので､沖縄県民が考えるナショナルミニマムを､住民もしくは議会である程度つくる

というのを1つ入れる｡その実現のための予算措置に関しては､市町村と自治州がそれを実現す

るための役割分担とかを話し合いながら予算の配分を決めていく｡

予算については､それを実現するために必要な予算は国が保障する一方で､自治州と市町村と

の分け方については､役割分担や､小さい自治州政府にするのか､権威を持たすのかによっても

違うと思いますし､それはやはり市町村の代表と自治州の代表が話し合って決めるというような

システムが､今のところはいいんじゃないかなと思います｡

今､話を聞いていて､そういう文章を入れていくと､先程の話に近くなるんじゃないかなとい

うのが具体的な提案です｡

まだあと1つありますので､特にこれだけはというのがなければ､次の話に引き継ぎたいと思

います｡

(休 憩)

【沖縄自治州と市町村との関係】

○宮里大八氏 続けて再開します｡

沖縄自治州と市町村との関係を担当しています､富里大八です｡

先ほど財政の話でも出ていましたけれども､最終的にはこの話なので､私は別にそんなって途

中から思ったんですけれども､一応､時間の割り振りがありますので､皆さんにお配りしている

2枚のたたき台の資料があるかと思います｡こちらはちょっとカラーで作っていて､電子ファイ

ルは見やすくつくったつもりなのですが､白黒になるとちょっと見にくくなっていて大変申しわ

けないです｡ファイルはまた後でメーリングリストに送りますので､カラーの資料をまた見てい

ただければありがたいです｡

まず､1枚目のほうの(丑というふうに書いているものから若干説明させていただきます｡私の

ほうで大体20分ぐらい説明して､その後で皆さんで議論していただければと思います｡まず､沖

縄自治州と市町村との関係､1､2､3と､この3つはG2のはうで提案された3つだと思って

います｡このものを抜き出しています｡

1番目に､自治州と市町村の関係は対等 ･協力を原則とすると｡自治州は､市町村の自治を尊

重しなければならない｡

2番目に､市町村は､基礎的自治体として､地域内の事務と権限を優先的に配分される｡州は､

包括的自治体として､市町村が行うことが適当でないものを補完的に処理する｡

3番目に､沖縄自治州と市町村の紛争を調整するため､沖縄自治州に自治紛争調停委員会を設

置する｡自治紛争調停委員会は､知事から独立して職権を行使するものとする｡

というような3つがあります｡

この3つを一応､図にしたのが下のものです｡これは現行の都道府県と市町村の関係をもとに

つくってあります｡まず､沖縄自治州が左の丸､こちらが役割として3つありまして､広域にわ

たるものが 1つ｡2つ目が､市町村の連絡調整に関するもの｡3つ目が､一般の市町村が処理す

ることが適当でないと認められるもの｡これは補完的事務というような形になっております｡

市町村については右側の丸で､2つあります｡地域における事務と､都道府県が処理するもの

とされているものを除いたものというような大きな枠であります｡この真ん中に共通な部分とし

て､地域における事務､その他事務で､法律またはこれに基づく政令により処理されるものとす

るものということで､お互いに補完をしながらやると｡ただし､真ん中のちょっとギザギザのほ

うで入っていますけれども､競合してはならないというような自治法の第2条第6項があります

ので､これは競合せず住み分けをして､きちんと自治州､都道府県と市町村が対等 ･協力で行っ
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ていただきたいと｡

その紛争､例えば競合した場合ですとか､あとは市町村が都道府県､もしくは沖縄自治州に対

して異議申し立て等があった場合は､自治紛争調停委員会というのを知事部局から独立した､知

事から独立した職権という形で審査要求をして､こちらで取りまとめていただきたいというよう

なことになっています｡

右側のほうに課題として､点線で囲ってありますけれども､現行の地方自治法は市町村が事務

処理をする中で､都道府県の要求､拒否があった場合には､総務大臣に提出されるのですけれど

も､沖縄自治州の場合はだれに果たしてそれを行うのかというのが､まず議論､皆さんで意見を

出していただければと思っています｡

下の枠のほうに､沖縄自治州の業務事例ということで､3つ大体あるのかなということで出し

ています｡

広域的な事務としては､地方の総合開発計画の策定､資源開発､天然資源の保全等々､市町村

に関する連絡調整事務､市町村合併､福祉事業モデルとか､離島村過疎の支援､補完的事務とし

て､高等学校､大学､試験研究機関等々があるということになっています｡

ただし､この3番目の補完的事務については後で述べますけれども､ニセコ町は町で高校を持

っているそうです｡これはこの間､ニセコ町の町長と､あと教育委員会の方がいらっしゃったと

きに話をされていたのですけれども､町で定時制の高校を持って､観光と農業でしたかね､それ

の特別な町独自の高校を持って､町の施策と言いますか､観光､農業に特化した形で人材を育て

て､地元の企業とタイアップして､現業実習､今で言うとOJTみたいな形でどんどん地元の企

業と一緒に連携を取りながらやっているという事例があるので､この権限についても市町村でも

可能というお話を聞きました｡こちらが現状の自治州と市町村の関係というような 1枚目のペー

パーです｡

2枚目､沖縄自治州と市町村との関係というのがあります｡よく言われているのは､ホワイト

ボードにも書いてありますけれども､国から州に下りて､市町村に下りてという､上から縦にど

んどん下りていくというのを､よく図等では出るのですけれども､私はその上から下にというの

が嫌いというか､あまり好ましくないので横にしてあります｡

基本的なものは住民であろうと｡皆さんから先ほどから話が出ていますように､住民から地域

の自治組織､公民館等を中心にした自治体と､その次に市町村､沖縄自治州､国というような形

で､本当に対等 ･協力であれば横にしてしまって､住民も国も同じような権限なり､それぞれが

意見を言い合えるというような関係になるのが､本来は望ましいのではないかというような形に

書いております｡

そちらの各それぞれの対象者であったり､サ-ビスであったりというのが､その下につけてあ

ります､先ほどから出ているのは市町村､自治州､国については､以前､藤中さんのほうから報

告があった司法とか､外交とか､防衛とか､そういったものは国がまとめて全部やるのではない

かと｡自治州については防災とか､道路とか､あとは福祉の広域的なものであったり､全域の住

民と｡市町村については広域な住民､市町村単位の住民に対するサービス｡

地域の自治組織というのは､公民館等を中心にした地域住民への自治体､自治会の活動､NP

O等との連携を取りながらの地域に根差した草の根的な活動｡住民は本来､自分の家族ですとか､

親戚ですとか､近所の方ですとか､そういった近い存在で一緒になって､教育というのは､これ

はしつけとか､そういったものですとか､あとは介護では自分の親を介護するとか､そういった

レベルでのサービスというのがあるのではないかと｡

その下に矢印で補完の原理､対等 ･協力の関係というふうにありますけれども､今まではどち

らかというと､国しかできない､できないというのは語弊がありますけれども､国がサービスは
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都道府県に下ろそう､ここで言う自治州に下ろそうと｡自治州がこのサービスは市町村に下ろそ

うとか､上からどちらかというと､この図で言うと右から左への補完の原理というのは出ていた

のかなというふうに思っています｡

そうではなくて､住民から自分たちでここはできますと｡これは住民に任せてはしいというよ

うな形で､どんどん住民､地域の自治組織､市町村､自治州というような形で､小さな枠からど

んどん大きな枠に移しかえていく､つまり､自分たちで最低限これだけはできますという､本当

に自立したような形のものを､このスキーム図では一番うたいたいというような形にしています｡

その下のほうに､新たな補完性の原理ということで､今､説明をしたような形で､右から左へ

の流れではなくて､左から､つまり住民から国のほうに向かってサービスを行っていくと｡つま

り､自分たちで満足できるのは自分たちでやりますというような形のものが望ましいので､それ

を可能かどうかというのをご議論いただきたいと思っています｡

2番目のほうに､新たな補完性の原理を基本とする沖縄自治州と市町村の新たな関係を構築す

るためには､都道府県知事の市町村長､行政長というふうに地方自治法にはありますけれども､

事務への委任の規定というのは､廃止､または見直す必要があるのではないか｡つまり､先ほど

言ったように､都道府県なりから全部市町村に投げるというのではなくて､市町村が自分たちで

取ってくると､それぐらいのものを出されたらいいのではないかと思っています｡

もう1枚本当は作りたかったのですけれども､ちょっと時間がなくて作れなかったのでホワイ

トボードで説明したいと思います｡

私はもともとこういう憲法とか行政よりも､学部は工学部でした｡やっていたのはコンピュー

ターです｡情報系のやつで､これとどう関わるかというのを一生懸命考えていて､私が研究をや

っていたのはネットワーク ･トポロジーというのを勉強していました｡

ネットワーク ･トポロジーというのは､これは例えば､皆さんスーパーコンピューターはご存

じですよね｡すごい大きなパソコンというか､計算をさせるようなコンピューターですけれども､

それとPCクラスターという概念があります｡

つまり､一極集中で計算をさせて､その解をトップダウンで下ろしていくという仕組みです｡

私がやっていたのはPCクラスター､これはパソコンです｡クラスターというのは､多分､いろ

いろお話を聞くと思うのですけど､ブドウの房という意味です｡つまり､ブドウの房はブドウが

たくさん集まってくると､それが 1つのブドウの形になりますけども､そういう個々の情報が集

まって1つの大きな計算処理をさせるというのが､PCクラスターです｡

PCクラスターはどういうものかというと､これが 1個のパソコンだとします｡それを並列に

計算をさせます｡並列に計算させたものを､よい解を上に上げていきます｡つまり､いい答えを

上に上げていくと｡さらにまたここで並列に計算をさせます｡それをさらにまた上に上げていく

というような形で､常に横の連携を取りながら､いいものはすべて上に吸い上げていくと｡ボト

ムアップの原理です｡

最終的にいい解はここに出てくるであろうというようなものが､ネットワーク ･トポロジーで

す｡ネットワーク ･トポロジーは､先はどこの横のつながりというのは､最初はいい解が出るだ

ろうと｡つまり､よい答えが出るだろうと｡横のつながりで常に答えを計算し合うと､よい解が

生まれてくるというのが最初の出発点です｡

そのような考えは､ジェネティツク ･アルゴリズム (GA :遺伝的アルゴリズム)という概念

で計算処理を行っています｡

GAは何かというと､人間も動物はすべて遺伝的なものをDNAに持っているわけですね｡生

命が進化する過程で､染色体は評価､選択､交叉､淘汰等を繰り返し､良い子孫を残そうという

取り組みを行っています｡これが私の専門でした｡
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その理論をどう使うかというと､コーン･トポロジー､(コーン:アイスクリームのコーン､道

路のコーン)という概念を卒業論文の際に私なりに構築しました｡この概念は､良い解がどんど

ん上に上がっていくというものの仕組みができています｡

これを生かした形で､つまり先ほどの市民､住民のレベルのよい情報をどんどん上に上げてい

くと､さらに基本的な自治体､こちらからまたさらに州に上げていくと｡そうすることによって､

お互いにこれはネットワークで共有されて､情報の交換が行われていますので､最適解､つまり､

一番良い答えというのは多分出ないと思うのですが､最適な､最も理想的な答えというのが道州

に出てくるであろうというような概念です｡

ですので､同じような仕組みで､つまり､ここから横の連携､つまり縦の連携を行うことによ

って､情報というのはよいものが生まれてくるし､それから解が出てくるのかなというふうに先

程の財政の際に議論された話も聞いていて思いました｡

私の持ち時間はもう少しですので､これをやるためには､どういう形で情報を吸い上げるのか

というのがひとつ課題になっていまして､先はど話にも出ていましたけれども､首長なり､市民

から話を吸い上げるためにはどうするかというと､私の考えでは､基本的に､住民の方々の代表

は議会の､議員の皆さんだと思っています｡

つまり､選挙で選ばれた市民の代表である議員と首長が､予算の調整､政策の調整を行う必要

があると思います｡

首長が議員の話も市民の話も聞いて､最終的なその首長が自治州と一緒に政策的なものを議論､

もしくは財政的な議論をできるまでに､こちらも各自治体の代表として対等な関係で常に情報を

共有する､もしくは意見が自由に言える場を持つというような形のものがあればいいのかなとい

うふうに思います｡

今､三位一体改革で6団体の代表とか､そういった方が直接国に今話を持っていっています｡

そういうような形で､沖縄は52市町村の首長と州のトップ､州知事と三役ぐらいまでを含めた形

での意見が言える場､つまり52プラス3のメンバーで､意見が言える場を､例えば半年に1回､

もしくは財政の調整する前に1回持つといったものを､この自治州の中で設置できれば､本当に

市町村と沖純自治州の関係はもう少しいい関係になるのではないかなと思います｡

1時間になりました｡皆さんに意見を伺いたいと思います｡

○玉城和宏氏 ネットワーク ･トコロジーの形でPCクラスターをつくってやった場合に､

基本的にはあそこ､一番ベースのところでインタラクションというか､相互作用を設定しないと

いけない｡相互作用を設定するというのは､実は違いを明確にしていて､その違いの中から組み

合わせで安定したポテンシャルの低いやつを選びながら､どんどん選んで低いレベルへいくとい

うシステムだと思うんだけど､基本的に人間の場合には､生活のインフラのレベルをできるだけ

高次にしていく｡つまり逆に言うと､複雑にしていくというメカニズムなのですよね｡生活を豊

かにするという｡

だから､そういうところのちょっとした帝離みたいなものを感じたものですから､それをどの

ように自動化するにしても｡将来､高次化という意味の自動化ができれば､非常にすぼらしいと

私は思います｡例えばいろんなクレームが来て､ネットワーク ･トコロジーにいれてしまえば機

械がバーンといって､それの影響は云々という形で､影響評価が一瞬のうちにパソコンでできる

わけだから｡

だけど､初期設定も含めて高次化するという方向というのはコンピューターが一番苦手な部分

で､我々はやはり生活の豊かさを求めているのであって､最低ポテンシャル､最低レベルからど

のような形で生活を高次化していくかということが求められているわけですよね｡
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だから､そこの部分との､もしネットワーク ･トコロジー使われるんだったら､つくられるん

だったら､将来､またそういう高次化するという意味合いはどのようなものかということを検討

して､ぜひ入れておいていただきたい｡理念というのが多分､有効なキイワー ドだとは思のだけ

ど｡

○藤中寛之氏

先ほどの玉城さんの視点とすごく共通することだと思うのですが､仮に沖縄が単独の自治州と

していく場合には､例えば､九州とは違う自分たちの独自の産業政策や教育政策､行政システム

のあり方等について､個々人の視点から､｢どうしたいの?そうするためには､何が課題になって

いるの?｣という提起から､みんなで大々的に議論し合って､総意の下に､単独の沖縄自治州の

かたちをつくっていくことが､大切であると思います｡その前提のもとで､自ら構造改革を断行

する痛みの部分を､弱者にしわ寄せせずに､しっかりやることが肝心であると思います｡

そういうことを自分たちの､沖縄というレベルでやっていくのだということだから､どうして

も個々のいろんな住民の人たちのレベルでも､すごく不満もいっぱい相当出ると思うのですが､

そこらへんを真正面から向き合わないと､沖縄というところで価値の優先順位を決めてやってい

くということの意味合いが達成できないでしょうし､はっきり言ってしっかり改革ができないよ

うな気がします｡やはり､そこらへんは､52市町村横並びで､州知事と､というような関係の文

脈でも､やっぱりちょっと議論は必要かなというふうに思いました｡

別の件なのですが､先はど大八さんが説明されました国のゲームとして､藤中のほうが司法と

通貨と外交と防衛というのを､州に変えていたというふうな形でこちらにも書かれていますが､

確認になるのですが､自分としましては､一般的にはこのように外交､防衛等は国の業務として

されているのですけれども､やはり住民の視点で考えましたら､自衛権というのは本来､住民に

あって､その信託を受けて住民を守るということが､自治体の一番の業務だと思います｡その意

味で､国の専権的な業務とされている外交とか防衛等についても､自治体による ｢無防備地域｣

の宣言等､何らかの形で国と対立してでも自治州が持つようになったらいいなというのが､自分

が指摘したことです｡ちょっと確認させていただきました｡

○島袋純氏 島袋です｡

課題というところで疑問点があるので､それについてちょっと覚えている範囲で､僕はG2の

議論にも参加していたのでお答えしたいと思います｡

これは多分､仲地先生が発案された案だと思うんですね｡現行法上は､総務大臣に対して審査

要求し､それで紛争処理委員会だったかな､何かそれを設置してあって解決するということで､

その後､多分､裁判に行くという制度だったんじゃないかと思うんですけれども､沖縄県の市町

村と自治州の関係においては､これは適用されないという発想だと思うんです｡

そして､だからこそ州知事から独立した独立規制委員会のような 1つの委員会を設置して､そ

こで市町村と州の間の操め事を準司法機関で解決していくと｡そういう仕組みだったと思います｡

ですから､沖縄州内の市町村と自治州との紛争において､総務大臣に介入させない｡関わらせな

い｡そのかわりに､独立的な委員会として自治紛争調停委員会をつくって､そこに解決をゆだね

るという仕組みだったと思います｡

○宮里大八氏 今の点で､これは独立した形で置くというのは､それはもう常に委員会みたい

なものを置いておくということですか｡それとも紛争ができた時点で委員会というのを立ち上げ

て､その場でまた議論してあるというイメージなのですか｡

○島袋耗氏 多分､県の土地収用委員会とかあんなイメージです｡土地収用委員会は､一応､

知事が会長を任命するじゃないですか｡だけど､独立して職権を行使していますよね｡それで公

正的な､しかも準司法的な機関で､今はもう権限はもはや額骨奪胎されて､ないようになってし
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まいましたが､もっと権限があるイメージです｡

だから､おそらく恒常的に開かれる｡沖縄は､でも一応､この機関委任事務の問題があるとき

にだけ開かれることだってあるんですけど､紛争が多い場合は恒常的になっていますよね｡だか

ら恒常的な機関と考えていいんじゃないですかね｡

○宮里大八氏 はい､ありがとうございます｡どうぞ｡

○玉城和宏氏 組織の設定に関して､僕もちょっと社会科学の論文みたいなやつを書き出して

いるので､ちょっと一言言わせてもらえれば｡

組織というのはニーズがあって､ニーズに応じて組織は再編成されていくべきだというふうに

考えています｡だから､ある時点でそのニーズが終わったときに､それは変えられる｡リフォー

ムできる｡つまり､むだな組織を機能的場所には置いておけないという､そういう基本を入れる

必要があって､そのへんの変更可能性も､もし沖縄の理想的組織形態の一部分として取り入れて

もらえればなというふうに思います｡

○島袋純氏 組織には組織の自己保存本能があって､ニーズを無視して存続し続けるという

ことがあるので､それでそのうちつぶれると､にっちもさっちもいかなくなってしまう｡

ちょっと消しましょうね｡ついでなので､この図式は行政学でも出てくるんですよ｡これに近

い図式ですね｡高度化､複雑化､多様化､高次化という話をしていましたが､単純化なんですよ

ね｡こういった図式｡多分､バーナー ドだったんじゃないかな｡ちょっとだれだったか忘れた｡

最近はもう-･-｡

こうやって一番下のレベルだと複雑ないろんな内容を持った､しかも1人1人の顔､いろんな

実情をもった情報があるわけですね｡1人1人の生活は全然違うし｡ところが､それが上の段階

に上がるときに情報が単純化されていくんです｡だから､職員がもらう情報というのは､もうち

ょっといっぱいあった情報をいろんな人があったのを､これは単純化して限定して､みんなの情

報はみんなの家庭の事情とかはわからないので､極めて単純化した情報を上げていくわけです｡

そしてさらに､市町村の職員から国に上げるときに､より抽象化された単純な情報に転化され

るわけですよ｡これは情報の単純化というルートが行くわけですね｡国は何をするかと､役人と

いうのは何をするかというと､相手を抽象化された情報を､抽象化された情報をより抽象的に立

法という形で､これで法律をつくっていくわけです｡今度はこの法律をつくって､逆にこれを各

事情､いろんな具体的な事情を持った人に､今度は法律という形で押しつけていくわけです｡た

だ､ずっとこの動きをやるわけですよね｡この動きをやるわけです｡

だから､情報の単純化というのは､基本的にヒエラルヒ一組織｡こういった階層制組織の中で

は必ず起こることなんです｡しかも､階層制というのは1つの情報の単純化の組織であるし､そ

れは情報の多元的な様態に対応する組織の関係､これは常に往復しながらやっていくという組織､

形態ではあるんです｡

ですから､今､イメージしたのは､ここにコンピューターを置くということは何なのか｡ここ

にコンピューターに置きかえるということはどうなのか｡要するに､一切の情報を全部こっちが

持ち得るということです｡あるいは､こっちが一切の情報をすべて細かい具体的な情報まで持ち

得るということです｡極端に全部の情報を国の官僚が持ち得るということです｡

だけど､人間の問題は頭の処理能力であって､全部が全部読んで､全部読んで手に入れるとこ

ろで処理できないんです｡法律をつくれないんです｡これを自動的にコンピューターに入れて法

律をつくるようなプログラムはつくれるか｡こんなのつくったら脅威ですよね｡コンピューター

による支配の世の中になってしまうじゃないですか｡だから､どんなにPCが発達して､結局､

PCがいろんなことをできても､PCが自動的に単純化するようなシステムをつくりあげたら､

それこそ恐怖のPCによるファシズムみたいなことになるわけです｡

-273-



だから､そこで重要なのは何かというと､結局､人間の世界はしょうがないんですけれども､

人が集まってPCネットではなくて､PCをやったら全体意思というのが出るわけですよ｡全体

意思､ここでルソーになってしまう｡全体意思が出るんです｡要するに､各人々の意思の集計｡

全体意思って､微分積分がちょっとよくわからなくて､僕はこれで高校を卒業､もう少しででき

ないところで､せっかく大学を合格しているのに落ちそうだったんです｡

基本的に全体意思というのと違っていて､今やっているのは総意ですね｡総意というのは､ゼ

ネラル ･ウイルですね､総意｡これはどうやって生じるか｡これがどうやって生まれ得るかとい

うときに､ここで要するに､相互の情報共有､価値観の共有､今の言葉でハーバーマスのコミュ

ニケーションだとか､そういうのは基本的にみんながお互いに顔と顔を会わせ合って､話し合っ

て､議論し合って,議会が重要な役割を果たすわけですけど､そこで総意が創出されて､それが

法律になっていくという仕組みがどうしても必要です｡

だから単純に､PCの問題でPCで簡単に解決いくわけではなくて､政治的な場､状況､それ

から市民相互が公共的な問題についてお互いに意見を共有し､情報を共有し合う､総意の創出の

工夫､これがどうしても必要なんです｡もしかしたら､そう言っているのも単純化するかもしれ

ない｡単純化の作業の一環かもしれないけれども､総意でもって政治的に決着していくというこ

とです｡

これを自動的なシステムにして､情報が全部上がるようにして､勝手にトップが決めるという

のが今の官僚制の中で､日本の多くの官僚がやっていることですけれども､市町村の中で総意と

してこれをつくって､総意で実際に市町村を動かしていくというシステムにしたはうがいいと｡

それから､国は国レベルで総意をつくっていくというシステムですが､官僚制の原理と､やっ

ぱり情報を共有し合って､市町村､市民みずから総意を出していくという工夫と､そういう安心

できる仕組みというのは政治的な仕組みなので､そこはちょっと区別して考えていったほうがい

いのではないかというのが私の意見です｡

○佐藤学氏 PCクラスターのたとえでいくと､今の階層制との違いは､多分､1つの階層内

での情報のやりとりが､非常な高速で､大量に行われるネットワークがある｡また次の層との情

報のやりとりも､ものすごく高速で大量に行われるということだと思うんです｡

だから､今よりもはるかに､例えば自治体間､あるいはそれよりもっと住民に近いところ､コ

ミュニティ間の情報交換等が活発に､頻繁に､大量に行われて､またその異なる層の間の情報交

換､意見交換も現在よりもはるかに大量に頻繁に速く行われるというイメージで､それで今､島

袋さんがおっしゃった総意形成という上で､今よりもはるかにそれがより多くの､あるいは質の

高い情報をみんなが共有できるという､そういうたとえだろうというふうに思ったんですけど､

それでよろしいでしょうか｡

ですから､先はどのご提案では､例えば年に1回や2回の情報交換というお話もあったけど､

PCクラスターのたとえでいくならば､それをもっと日常的な形で､あるいは恒常的につながっ

ていて,空いている時間に行うような形でしょう｡自分の素人知識だとPCクラスターというの

はコンピューターを空いている時間に使ってしまうというやつとは違うんですか｡それもあるわ

けですよね｡だから､恒常的につながっているというたとえでいくならば､絶えずそういう情報

のやりとりがあるような形を想定するのかなと思ったわけです｡

それで､この補完性の原理を説明してくださった図と､それから先はどの最初のセッションの､

最初の議題だったこととから考えていることがあります｡補完性の原理について､ここにいる私

たちの間で､それが何であるかということの認識は共有できていると思うんです｡

自分の中でもう1つよくわからない､どう折り合いをつければいいかよくわからないのは､ナ

ショナルミニマムの考えと､補完性の原理の関係です｡補完性の原理によると､住民にとって自
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分たちで賄えることは､自分でやって､できないことはそれぞれ次の層の政府がやっていくとい

うことになります｡その総体として､例えば､沖縄県の経済の弱きを考える時に､ナショナルミ

ニマムを想定し､その達成が制限されているというような議論になったときに､全体として財源

移転が期待されるということと､補完性の原理との関係を､どのように理屈の上で折り合いをつ

けるのかが､自分の中でいま一つよくわからない部分があります｡

そもそもここで暮らしている者が自分たちでやっていけることを前提としてということでいく

ならば､ナショナルミニマム自体が､ナショナルミニマム設定ということ自体が､その考え方と

は違ってきているのではないか｡一方で､当然､1つの国が独立するわけではないんだから､1

つの国の中でやっていく以上､幸福な安全な生活をする上での水準整備というのは必ず行わなけ

ればいけない｡

そこのところを理屈の上でどのように折り合いをつけるのかなというのは､自分の中でいま一

つよくわからないところがあって､要するに､ナショナルミニマムのことを多分､逆手にとって

だということになると思うんだけど､沖縄県の県民所得は国平均の70%しかない､だから､もっ

と公共事業をよこしてくれという形になってしまうじゃないかと｡

そうではない理屈を､どのように作り出すのか｡ちょっと自治州内の市町村との関係とちょっ

とずれてしまったんですけども､補完性の原理というところで､どのように考えたものかが､自

分の中で解決がついていないということなのです｡

○玉城和宏氏 総意ということを島袋さんが言ってくれたので､ちょっと組織の話も､皆さん

の思考の中に1つ入れてはしいのは､我々は生きているのだということですよね｡まず最低限生

きていること｡生きていることから生物は進化していくわけです､基本的には｡例えば､細胞な

んか､小さい微生物､バクテリアなんかは､環境が悪いところには環境が悪いなりに彼らは生活

している｡環境がよくなればよくなるほど高次化していきます｡つまり､いろんな意味で発展形

態をつくっていくわけですね｡しかし､基本的には生活のための形態があって､最低限というこ

とは､彼らが互いに生きていけるだけの､基本的に自立して生きていけるだけの環境ですが､彼

らはそのような状況でも､変化するための機会を窺っており､そのため機能 (様々な遺伝子)を

内部に確保しておく必要があります｡ 付け加えてもっとさらに高次化するためには､どういう

作用が必要なのかなというのを､もちろん考えないといけない｡だから､作用に関連して､私は

次のような概念を基にしてやっているのですけれども｡散逸構造(dissipative slruclure)とい

うものです｡それは､例えば､ロウソクを考えたらいいのだけど､燃料とエネルギーの移動過程

で炎の形が作られますが､大雑把に言って物質やエネルギーが移動していく過程でつくられる構

造体｡私はこれを散逸構造的現象として扱っています｡

もちろん,人間の生活もそのような散逸構造的現象形になっているんですよ｡エネルギーや物

質を取り入れて形をつくって､消費された結果としてエネルギーや物質が排出される｡それは取

り込まれるエネルギーが大きくなれば､形態はもちろん大きくなりまし､ロウソクの例で言えば､

もしいろんな複雑な作用､例えば､スペースシャトルのような重力が感じられなくなるような場

所に持っていくとか､そこで部分的変動磁場とかをロウソクの炎に作用させるとかをすると炎が

変形してきます｡つまり､作用の形に応じて炎の部分が変化してくるわけです｡

そのような作用も考慮すると､実はこれは多様化し､組織が非常にシンプルなものから複雑な

ものに構造変換していくんです｡作用に反応して自動的に出てくる｡そのときにはいろんな部分

がネットワークを組んでいて､実はミクロのレベルのネットワークを組んでいて､そのネットワ

ークの総体で構造という部分､ストラクチャーという部分が出てくるんですよ｡それが､島袋さ

んが今言われた､多分､総意だという､そういう発想に解釈できるんだろうと見ているわけです｡

だから､基本的にこういうパソコンのこの形の中だけでとらえてしまうと､我々の発展形態と
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いうのを見逃してしまう｡だから､さっき島袋さんが言われた総意という部分の方向性､それは

多様性を持つことです｡だから､単なる積み上げ式の関係だけだったら､ここにある1つの情報

が､これが 1つ､大きい構造物もアリの一穴から崩れるのと同じように､ここの部分がちょっと

おかしかったら､実はこの構造が壊れてしまう可能性だってあるわけ0

それがフラクタルであるとか､いろんなカオスであるとか､複雑なネットワークの絡み合いが

あるほうが､組織は安定する｡ だから､その意味ではこの情報を､佐藤さんの今の質問の中に

もあると思うんだけど､その情報が常に共用されている､共有され相互作用をここで起こしてい

るという状態をもキープする｡情報を常にやりとりしながら､あそこにお年寄りがいる｡お年寄

りの状態はどうだろうとモニターしながら､お年寄りの声も聞きながら､関連情報をどんどん共

有してあげる｡

そうすると､お年寄りの近くにだれだれさんが今日はいるよね｡状況を見に行きましょう｡今

日はだめだけど､次の日はこの人が行けるよね､状況を見に行ってもらいましょう｡つまり､情

報の共有化によって､実は組織形態が高次化されていくんです｡その情報の共有化によって､次

のステップに､新しい重要なステップごとに構造が自動的に変わっていく｡例えば､組織の情報

を共通化した会話で､｢じゃ､ちょっと大変だよねと｡どうにかシステム変えない? ｣というこ

とが､今度は組織の編成に変わっていくわけです｡組織体として変わっていくわけです｡

だから､生物の基本というのは全部､周りの状況に応じて少しずつ少しずつ変わっていくとい

うエネルギーを持っているわけです｡我々も生物だから､組織体をこういう変化しない構造ぽっ

かりにとらわれるのではなくて､理想的に言えば､古代ギリシャの自由人のように､みんな平等

で偉い人にも文句が言えて重要だったら取り上げて変えてもらえるような組織体､そのぐらいの

発想があってもいいんじゃないかなと､こう思います｡

○島袋純氏 学さんの質問にどうにか答えようと思うんですけど､おそらく戦後､新しい憲法

ができて､戦後の始めにですか､イギリスのナショナルミニマムの､例の原理が導入されたとき

に､基本的にはそこで言う､生物としての生命の維持プラスアルファ､文化的な生活というのは､

要するに教育を受ける権利だとか､本当に基礎的なことだったのではないかなと思うんです｡

ところが､60年代､高度成長期ずっと通して､いろんな国土交通省とか､いろんな中央省庁の

基礎的なレベルを保障して､プラスアルファは全部自治の領域ということではなくて､国が相当

高いレベルまでナショナルミニマムだ､ナショナルスタンダー ドを設定しまくって､それで強制

的にそこまで事務事業を押しつけていくと｡そのシステムがずっとできあがっていったのが､60

年代や70年代じゃないかなという気がするんです｡

ですから､ナショナルミニマムがおそらく最初想定していた水準から､相当高いレベルの水準

になってしまう｡なんでもかんでもナショナルミニマムだということで､もう運輸省から国土交

通省から､生存に関わりないような､どう考えても奨励的な事業にしか思えないようなレベルま

で､ナショナルミニマムだという名目のもとに予算が極大化し､肥大化し､基本的に今､半世紀

に入ってポスト･ウェルフェア ･ステー ト (福祉国家後)とか言うんですけれども､いろんな施

策をもう一度原点に戻って､ナショナルミニマムということをもうちょっと低い水準で､人間が

どうにか健康で文化的で生きていける､最低限の水準に落としていって､プラスアルファはロー

カル ･オプティマムだと｡地域それぞれにできないかというようなことに､どうにか構造的な転

換をもう1回図っていこうというのが､肯定的に見れば､肯定的には今の時代じゃないかなと｡

今､ローカル ･オプティマムというと､実をいうと松下圭一が言う､シビルミニマムと似てい

るような話で､市民それぞれの自治体ごとにシビルミニマムというのを設定し得るという発想で

すよね｡ですから､そういう裏返しの発想で言えば､ナショナルミニマムということをあまりに

も高く上げすぎたために､今､シビルミニマムをできるところは､さらに余力のある東京しかで
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きないという話になってしまったんですが､本当はもっとナショナルミニマムが低い水準で設定

されていれば､シビルミニマムはすべての市町村において設定可能なはずなんです｡

設定可能どころではなくて､ナショナルミニマムを達成するための財源さえないというのが今

の状況ですよね｡国が設定したナショナルミニマム｡だから､それをもう一度見直す時期に来て

いるんじゃないかということは確かに言えているかもしれないなという感想は持ちます｡

そしてもう1点は､このミニマムというのをどこでどう決定するか､どう水準を決めていくか

ということに関して､今まではさっき言った話ともつながってくるんですけど､法律､政令､省

令ということで､実質的には本当にナショナルミニマムを現場でこういった保護給付をすること

によって達成できているのかどうかなのかという､情報は基本的にわからないわけじゃないです

か｡さっき言った情報システムの中でつくるから｡国は画一的､一律的にこういう状況になった

ら保護給付しろという形でやっていくわけです｡

だから､基本的にはナショナルミニマムと言うけれども､非常に硬直した給付の水準とか､枠

組みだとか､給付条件､介護保険の制度にしても､そういう融通がきかないような制度になって

いるわけです｡

だから､実質的には補助金がなくなっていくという部分もあるんですけれども､市町村に実際

のニーズに見合った提供の仕方をすれば､ナショナルミニマムに関しても国が法律で決めたから､

満足度が向上しようがしまいが､これだけは給付するという形ではなくて､本当に満足度に応じ

た給付というのは達成できるのではないかと｡

そっちのほうが人々の満足度だとか､あるいは結果としての人々の暮らし度への満足度という

意味でのナショナルミニマムというものの上昇につながっていくのではないかなという気がして

しょうがないんですよ｡

そのためには､どういう原理が必要かということなんですけれども､基本的に僕はやっぱり松

下圭一的な補完性の原理に対する解釈の仕方しかないかなと｡つまり何かというと､人々には社

会を形成し､そしてさらに政府を形成するあらゆるレベルにおいて､政府を形成する基本的な権

限があると｡｢複数信託説｣と彼は言うんですけれども､その中で､人々の政府を形成する権利に

基づいて､市町村はつくられていると｡それから､自治州はつくられていると｡国はつくられて

いる｡

結局､国から市町村がつくられているのではなくて､人々が自分たちの暮らしをよくするため

に､暮らしていくために､ある一定の権限を譲渡して政府をつくった｡その1つが市町村政府に

しかすぎない､その1つの政府が自治州政府なんですよ｡それは人々の暮らしを守るという都合

に応じて､市町村にこれだけ権限を与えよう｡自治州にはこれだけ権限を与えよう｡

沖縄の場合は､国はあまり信用できないから､国はちょっとしか権限はあげないでおこう｡だ

から､人々の暮らしの実際の守るというレベルから応じて､複数信託していくわけですよ｡政府

をつくって｡だから､松下圭一はそういうことを言っているし､実を言うと､それを徹底したら､

最後まで松下さんはどうしても絶対言わないんですけど､独立したっていいじやないかという､

本当は発想になり得るわけですよね｡

あとは､最終的には最終的な主権と､政府を持つ権限と主権とどう絡んでくるのと言われたと

きには､松下先生はあんまり答えてくれないのですが､最終的には僕の場合は､やっぱり社会的

な一体性とか､共同性とか､社会を守るというレベルであれば､そういった裏づけがあれば､そ

れは独立的な権限､主権を持つ権限さえも付与されてしかるべきだと思っているわけです｡

だから､そこがもしかしたら沖縄の市町村という単位よりも､自治州というレベルであれば､

社会的な一体性､社会的を守るという強烈な意思､総意､そういったものが創出され得るのでは

ないかということで､最終的には独立する権限さえ持っているというふうに解釈したいんですが､
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それはおそらくこれは潜在的に自治州をつくる根本にはあっても､この中でそれを入れ込むこと

はできない｡

ですが､おそらく松下圭一的な複数信託の理念というものは､基本的にあってしかるべきで､

それに基づいた補完性の原理でなければならないのではないかなというふうに思っています｡

○佐井学氏 たまたま今週 1年生のゼミで松下先生の本を読んでいて､出てきた話です｡例え

ば､10万円で家族5人が年に2回山に行けるとすると｡それを年 1回にして残りの5万円をみん

なで出し合えば､水泳プールだったら作れるだろう｡そうすれば､1年中､みんなで集めたお金

で作ったプールを使える｡政府をつくるというのはそういうことであって､個人､1つの家計で

はできないことでも､それをみんなで集め合て貯めて､まとめて財源とすれば､みんなが使える

ことにそれを充てられるようになる｡それが市町村､あるいは国に至るまでの政府の原理だとい

うお話でした｡共和制､共和というのはそういうことなんだということを松下先生が書かれてい

ます｡

今､島袋さんがおっしゃったことが､非常に腺に落ちるということを前提として､このナショ

ナルミニマム､要するに何が最低文化的な最低水準かということを､自分たちで見直そうという

方向になる｡だから､沖縄県の経済力が弱いと言ったって､飢え死にする人はいないわけで､そ

うすれば､もう国の法律で一律決められていることを､全部やらなければいけないということで

もないのかもしれない｡先はど藤中さんが前の議題のときにおっしゃっていたことにつながるか

もしれないけれども､これを見直すということは､何をあきらめるかという話になるのかもしれ

ないし､私たちの研究会で繰り返し出てくる議論ですけれど､経済的に何をあきらめれば結果は

どうなるのか､あきらめることで何が達成できるのかという話にまた戻るのかもしれないなと､

今思っていた次第です｡

だから､｢痛みを伴う｣という言葉をもう最近全然聞かなくなりましたが､もしかしたら自治州

を考えていこう､あるいはナショナルミニマムの見直しをすることは､そこのところを直視しな

いといけない､そこを真っ向から議論することも含まれる｡その結果として､もしかしたら､満

足度で言えば､今､島袋さんが言っていたように､もっと高い結果が出るのかもしれないという

気がします｡

ただ､最初の段階として､見かけは厳しい状況を進んで受け入れるようなこともしなければな

らないのかもしれないと思ったわけです｡

○島袋耗氏 とってもやっぱり共通認識を持っておかないといけないことは､これは沖縄の市

町村は地方自治法の適用の枠内におさめるのか｡それとも憲法95条による沖縄特別自治法をつく

って､そこへ適用させていくのか｡その間題ですね｡これを明確にしないといけない｡

98年の自治労の案は､それは沖縄の市町村も､沖縄県も全部適用除外と､それで特別自治法を

つくって､沖縄の市町村に関しては自治法の適用除外､沖縄自治法に基づいて運営しろという説

明だったんです｡

これについてはどうするのか｡非常に重要なんですが､要するに例えば､スコットランドモデ

ルって､スコットランドの主権国家の中の-自治政府みたいなものですけれども､要するに交付

税､交付金の権限もスコットランド政府が持っている｡それから､スコットランド市町村の自治

法に関しても､スコットランド議会が制定できるということで､全くロンドンに行く必要がなく

なってしまったんですよ､スコットランド市町村は｡

それと同じ状況をつくるのかどうか､といった問題ですね｡それはちょっとやっぱり共通認識

にいったほうがいいかもしれないです｡地方自治法をどうするのか｡

○新崎盛幸氏 今の話ですけども､市町村を基礎的自治体という位置づけ､そこから自治州を

基礎的自治体の補完的な政府というふうな積み上げ方の発想でまとめていくのであれば､やはり
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どうしても地方自治法とぶつかってしまう部分が出てくると思うんです｡その意味では､地方自

治法の適用外という形にしかならないのではないか､というふうに思っています｡

そして､市町村と自治州の関係なんですけれども､補完的な自治州政府という意味合いであれ

ば､自治州議会は､市町村からの代表だけでいいのではないか､というふうな発想も実は持って

いるんです｡

要するに､市町村が ｢こういう事務事業を自治州政府に任せましょう｣というのは､やはり市

町村から積み上げていく話ですよね｡その事務事業にそって自治州政府組織に対する財政的な裏

づけが伴いますし｡つまり､自治州政府は国との財政配分の折衝の窓口にはなりますけれども､

そこに配分された財源というのは､基本的には自治州政府のものではなくて､市町村に配分され

る財源だということです｡

そして､自治州政府に任す事務事業に対しては､各々の市町村から幾らずつ負担しましょうと

いう形で自治州政府に対して財源を移譲するというイメージがあるんです｡そういう意味では､

どうしても地方自治法の適用の範ちゅうにはおさまりきらないような自治のシステムが出てくる

んじゃないか､と思っています｡

○久高氏 ちょっと少し､今まで経験したというか､聞いた話ですから､ちょっと耳に置いて

いてほしいんですけど､たまたま私は前に市町村合併の担当をしていたという話で､確か住民説

明会のときだったと思うんですけど､いわゆるこういう組み合わせですよとか､いろいろ話にな

ったときに､7つ､8つだと､あの市町村が嫌だとか､こっちが嫌だったという話になるのであ

って､さっきの2つ､3つではなくて､沖縄は市町村はあるんだけど､1つにすれば､こんな問

題は何も解決するじゃないかという話が､そういう場合は県も､要するに市町村も､何もないと｡

こっちで言えば､これは今の市町村と自治州というのは1つの串さLで､市町村民ではなくて､

我々全部州民という形になって､共同体意識が全部出てくるのかなという感じで､そうすれば､

考えてみたら､財政的なものとか､共同体意識ではどうなのかなと｡これはまた自治法とかいろ

んな絡みがありますけれども､そういうのが私の中に非常に頭にこびりついて､何か今､我々は

あくまでも何々市､何々村､何々町とあるけれども､なるはどなと､こういうこともひとつあっ

てもいいのかなと､私はちょっとばっと今､気づいたものですから､以上です｡

○島袋純氏 島袋です｡

地方制度調査会､あるいは中央でのさまざまな今の調査では､概念的に基礎自治体という概念

を使うんです｡基礎的自治体ではなくて基礎自治体なんです｡これは規範的なある一種の政治的

な意思まで含んだ概念なんです｡これは何かというと､基礎的自治体と基礎自治体はどう違うか

と｡

要するに､中央分権推進委員会が推進した市町村合併の究極的な目標が基礎自治体なんです｡

何かというと､今あるフルセットのすべての仕事ができる自治体という意味なんです｡基本的に

今やる､仕事ができると言ったって､人口がある程度､要件が大きくないと､10万人ぐらいない

と､普通できないわけですね｡人口が小さければ､とても苦しい｡特に人口が 1万以下になると､

今のフルセットの市町村道の整備から､公民館から､小学校の維持から､中学校の維持から､全

部というのはできない｡

だから､基礎自治体になってくださいよ､そのための合併ですよという､強制力さえも持った､

それは戦略的な言葉なんです､基礎自治体という言葉は｡いや､違いますよ｡基礎的自治体とい

うのは､つまり一番下の自治体という意味だけですから､これは市町村という意味だけなので｡

基礎的自治体という概念には､そういった言葉は含まれていないわけです｡一番下のレベルの市

町村という意味です｡

ここで沖縄県としては､基礎自治体を市町村に要求するのか､合併せよということになります
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から､そうではなくて､フルセットの日本の､今､中央で考えていた基礎自治体という発想では

なくてもいいから､とにかく市町村というものをつくって､住民にとって身近な仕事をさせてい

くという意味で､あの概念は使わないで､我々は別の意味での自治体の概念を､あるいは役割と

いうのを持ってくるのか｡そういった､実は選択があるんです｡

その中で市町村の姿というのは､今､那覇市レベルの市町村から､多良間みたいなところも同

じ市町村｡これをどういうレベルで統一していくのかな｡それとも統一しないで､多様な仕事が

できる､いっぱいフルセットでできるところもあれば､できないところもあると｡多様な段階で

市町村というものを設定していくのか｡

そういった､実をいうと戦略的な問題もあるんです｡だから､日本の今の仕組みは基礎自治体

で全部統一していくと｡だから､十把-絡げに全部合併せよと言っているわけです｡沖縄自治州

内で､沖縄県内はそれを求めないで､多様なレベルの自治体､市町村というものを認めていくの

か､容認していくのか｡その中で実をいうと､那覇市に対しての補完事務と､多良間村に関する

補完事務は質が全然違ってくるわけです｡

おそらく､多様性を認めるんだったら､多良間という自治はできることはこれだけ､県が補完

的な機能を果たすのはこれだけということでやっているわけです｡今のある市町村を､52ある市

町村を､はなっから､これを基礎自治体とするというのであれば､思い切った財源の移転､これ

をやらないといけないわけです｡思い切った財源の移転｡それでいくのか｡人口が1,000人しかい

ないけれども､基礎自治体なんだという認識で無理やりお金を再配分していくのか｡そういった

戦略もあるわけですね｡そこをある程度､実を言うと見きわめないと､市町村と県の関係という

のは明確にならないんです｡

そういった問題があって､どうすればいいのかと｡私の場合は､もはや市町村と同じ市町村と

いうレベルではしないと｡多良間とか渡名喜とか粟国とか､やっぱり特別な自治制度にするべき

ではないかな｡そこに対しては県が補完するべきではないか､多くの部分を県が補完していくべ

きではないかという､一応見通している意見は持っています｡

それに対して率先的に役割を果たせるのが自治州ではないかと｡県の場合は､今､全部国が合

併せよと言ったら､そのまま多良間まで強制的に､与那国まで強制的に､何の考えもなく､何の

意思もなく､県の意思もなく､そのまま押しつけようとするわけです｡それでは市町村は守れな

いのではないか｡あるいは人々の生活も守れないのではないかという考えです｡

○宮里大∧氏 1つだけ市町村の方々に､ほかの発言されていない方に聞きたいのですけども､

今､多様なレベルでの基礎自治体なり､小さい村なり､町村は自分たちでそれをできる範囲でや

るという考えで､多分､それをもとにやっていかないといけないと思っているのです｡

それを果たして町村レベルで合併を､それをしないにしては､それはいろいろな意見があるの

ですけれども､それを自分たちで､小さいところで小さいなりにやれるというような意識という

のは､多分､財源がないとどうしてもそれはできないと思っているのです｡

財政の問題というのは､どうしても切り離しはできないと思うのですけれども､その財政をさ

っき学さんからもあったように､7割しか経済的にもないと｡市町村においても例えば7割ぐら

いのもので､サービスを徹底的に効率化と言いますか､市民みずからが､これは市町村に頼らず

に自分たちでやるというような話が出てきたときに､果たして市町村の役割というのは､どうい

う役割になるのかなというふうに思うのですね｡

そのサービスをこちらが今まで提供していたものに対して､市町村の方々はいろいろ意見を言

っていたのですけども､逆にサービスは自分たちでやりますと言ったときに､受け身に､全部話

を聞いて､そのサービスをどうするかというのを､住民に返すというのを､どういう方法でやっ

たほうが一番望ましいのかなというのが､ちょっと話として聞きたいと思っています｡
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自治州と市町村の関係ですけれども､多分､その後で 1月の照屋さんの市町村の話に､住民か

らの意見をどのような形で吸い上げたほうが一番望ましいのかというものを､もしそれで聞けた

ら､その住民の吸い上げたものを市町村はわかって､それをさらに自治州にどう反映できるかと

いうのが､盛り込めれば､こちらの自治州と市町村の関係でも､本当に住民の意思で自治州とい

うのもありますというのが､うたえるのかなというふうに思うのですが｡ ちょっとまとまりが

ないですけど､住民の意見をどう反映するかというのを､もし意見があれば聞かせてはしいと思

います｡

○照屋勉氏 合併が破綻になった与那原町の照屋でございます｡

今､島袋先生の話を聞きながら､これだと思いましたね､私は｡いや､本当に｡もう金もない

わけですから､我々ももちろん単独でいくことになったんですが､だから､できることしかもう

やれないわけです｡だから､今言ったように､多様性を持った市町村合併でいいと思います｡そ

れでできないものは､もう州にお任せすると｡

今､ダイヤさんが言ったようなことで言うと､我々がやるべきものは何かと考えたときに､い

わゆる先ほどから言っているように､ナショナルミニマムがどんどん膨れ上がっていって､今の

状態になったと思うんです｡もちろん､それに伴って経済もよくなっていって､税収も増えて､

いろんな住民の要望をどんどん聞けるようになって､これだけ行政が肥大化してしまったと｡

だから逆に言うと､もう50年前に戻ると｡それは戻って50年前､では役所というところはどう

いう仕事をしていたのかなと｡戻して考えて､その部分をやればいいんじゃないかなと思います｡

もちろん､職員も少なくなる｡職員も当然､当時は我が与那原で言えば､30名とか40名でやって

いたわけです｡例えば､公園の周りの清掃であるとか､溝を掃除するとか､そういうのは地域の

人たちが当然やっていたことを､いつの間にか役所がやるようになって､どこかに委託してさせ

るというような状況になったわけですから､もちろん､今､具体的にどれだけのものを役所､役

場がやるべきかと言われると､すぐは出てきませんが､例を挙げればそういった形で､多様性を

持った町村であればいいと､それぞれやることは違うと､それぞれの町村でですね｡ここまでで

きる｡我が町､村はここまではやりますと｡あとは州にお任せしましょうというような､シンプ

ルにやっていくような形がいいのではないか｡そうしないと､もうやっていけないというふうに

思います｡

ちょっとまとまりませんが｡

(テープ1本目終了)

○森田氏 市町村はどのようにしてやっていったらいいかと､いろいろ難しい問題なんですが､

やはり自分たちでできるものは自分たちでやるということで､どのような意見が出てくれば本当

にこれは理想的な形だと思うんです｡

そういった中で､市町村は住民の意見を受け入れる状況をつくりだして､それをまた役場だけ

ではなくて､全体の住民が話せる場をつくると｡そうでないと､やはり一部の意見だけの話を聞

いて決めてやっていくのではなくて､やはりそこの自治体の住民みんなのサービスになってきま

すので､そういったのはお互いが知った､お互いが納得していかないと､やはりできないことだ

と思いますので､お互いが話せる場をつくって､またさらに決まったことを全体に情報を流して､

広報､インターネットとか､いろいろなものを通してやっていったら､お互いが本当に中身を知

って､そういったのは自分たちができることなんだということで理解すれば､やはりそういった

ようにうまく進めるんだと思いますO

そういった状況を自治体職員もいろいろ考えながら､そういった状況をつくりだすよう､努力

していかなければいけないのではないかなと思っております｡以上です｡

○島仲徳子氏 富里さんのご質問に対する答えですけれども､自治研究会で学んだことがその
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まま答えになるのではないかと思います｡

やはり住民の声を聞く､聞くというか､つかむ仕組みをつくることが重要ではないかと思うん

です｡ニセコ町だったり､志木市だったりということを私たちは学んできたんですけれども､や

はり住民との協働と､よく使うんですけれども､その仕組みを行政がつくらないと､それは協働

もできないし､声もつかめないと思います｡把握できない｡

具体的にどんなふうに考えていますかというご質問ですけれども､やはり今､富里さんがつく

ってくれたシー トでは､自治会という組織を出していますけれども､少なくとも那覇市において

はもうこの自治会という地域組織は､これからの自治をやる上ではあまり適当ではないのではな

いかという印象を持っているんです｡

でも､その自治会にかわる地区委員会みたいなもの､地区の組織が必要だろうと思います｡今､

那覇市では小学校単位ということを考えていますけれども､地区委員会をつくるし､あと,その

地区委員会とは別に､役所に仕事の領域でそれぞれの市民委員会というものがあればいいのでは

ないかと､これは個人的な考えですけれども､自分の仕事に引き寄せて考えますと､やはり行政

だけでできるものではないし､市民の皆さんの声を聞かないと､やっぱりうまくいかないという

のがよくわかるんです｡

ですから､自分の仕事については､ぜひそれが必要であると考えると､行政全部について､そ

れぞれ環境でも､あるいは中枢の､まさにこのお金をどう配分していくかというセクションにも

必要ではないかと思います､その市民委員会が｡それを今､志木市がやっているのと同じになる

かどうかはわかりませんけれども､各地域ごとに地区委員会､行政のそれぞれの部門に､また市

民委員会という仕組みを行政のほうで準備すれば､今よりはよくなるのではないかと思います｡

以上です｡

○新崎盛幸氏 沖縄市で市民懇談会を市が主催で開催して､市長はじめ､部長の方々もオール

キャストで全自治会を回って懇談会をやっていたんですけれども､行けるときは僕も行って話を

聞いていたんですけれども､市民の声というのが､結構､身近な声ばかりなんですよ､ニーズと

いうのが｡

要するに､｢街灯をつけてくれ｣とか､｢通学路の歩道をちゃんと確保してくれ｣とか､あるい

は ｢溝にフタをしてくれ｣とか､そういった話ばかりなんです｡大型プロジェクトの話なんてほ

とんど出てこないような感じで､だから､本当を言うと､市町村レベルの行政というのは､身の

丈を少し考える時期に来ているんじゃないかという感じがします｡この昨今の財政状況をみると､

市民があまり求めていない方向に大きく膨らんでいる部分がかなりあるのではないかという気が

します｡

この市民懇談会では後日談がありまして､市民懇談会を終えた後に､市長がいきなり嘉手納町

から駐機場の移転を表明して､その地域の住民は ｢市政懇談会ではこんな話は出てこなかったじ

ゃないか｣と､逆に何か不信感を募ってしまった｡だから､そういう重要なことを投げかける対

話ですか､それはやっぱり必要じゃないかと思いますね｡

○島袋耗氏 もう一回りしたんですかね｡島袋ですが､僕は基本的には自治州の特別法､95条

の特別法に市町村の基本的な仕組みについて言及があって､要するに地方自治法､全国に適用さ

れる地方自治法の､明確な適用除外にしたはうがいいと思うんです｡それを書いたほうがいいと

思います｡要するに､98年の自治労の方式です｡それをやったほうがいいと思います｡

そうすると､これは細かい地方､今の現行地方自治法の適用が除外されるわけですから､基本

的な自治体の仕組みに関しては､全部､自治基本条例で各自の､各自治体が発案して､自分たち

でいろんな今までの懇談会の手続きですとか､あるいは市民委員会ですとか､あるいは地域自治

組織ですとか､そういったものもすべて自分たちで用意して､自分たちで制度設計していくと､
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それがどうしても必要になるという大前提ですね｡そういう仕組みにしたはうがいいと思います｡

それでよくわかりませんが､自治労は一生懸命､こういった今の現行地方自治法はあまりにも

細かすぎるので､大綱化したような､枠法的な地方自治法に変えろと言い続けてキャンペーンを

ずっとやっていましたが､最近ちょっと元気がなくてやっていないですが､それをやはり沖縄で

は基本的に明白に地方自治法の適用除外､もちろんいろんな操め事があったら､地方自治法に準

じて解釈するという､そういった言葉をつけておけばいい話であって､原則として自治基本条例

によって､各自の､各自治体の権力構成が決まると､手続きが決まるという方向にしないと､沖

縄自治研究会で一生懸命､自治基本条例､市町村モデル条例､あれは現行地方自治法が､という

大前提ですけれども､さらに一歩踏み込んで､議会の内容､住民自治の具体的な組織､それまで

も自分たちで住民たちがつくれるという方向に､将来的に発展的な形態になっていってほしいの

で､沖縄自治研の成果を生かす上でも､現行地方自治法の適用除外をし､そして自治州の特別法

の中でそのことを明言するという仕組みがいいんじゃないかと思います｡

そうすれば､これからこの市町村モデル条例が果たした役割というものが非常に大きく評価づ

けされるのではないかというふうに期待します｡

○宮里大∧氏 そろそろ時間もちょっと過ぎておりますけれども､皆さんの今いただいたお話

をまとめて､自分なりに整理をして､もう一度見直していきたいと思います｡

最後に､純先生が言われていた､住民の方々のことは住民で決めると｡自治基本条例ですとか､

それぞれに合ったルールですとか決まり事というのを､どんどん決めるような形で､その決まっ

たものは沖縄自治州のほうで調整ですとか､意見を取りまとめて､それをやっていくというよう

な仕組みをつくれればいいのかなとふうに思っています｡

あくまでも主役と言いますか､その主体になるのは､そこに住んでいる人々でしょうし､そこ

でたとえ7割の経済であろうとも､豊かに暮らしていけるという環境があれば､それは経済的効

果よりも心の効果という豊かさというのにつながっていくと思います｡それを文章にするのはと

ても難しいので､それはちょっと補足のような形で説明はしたいと思いますけれども､最終的に

はやはり自治基本条例に基づくような形で､市町村は行っていきますと､それで自治州としては

95条を適用した独自の自治の政策なり､基本姿勢を出していきますというような形で､この沖縄

自治州と市町村との関係をまとめていきたいと思います｡

どうもありがとうございました｡
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