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それから､なぜ第二院は全県区にしたか｡選挙の原理として､二院制にする時､まったく異なる原理で

成立しないと意味がない｡第二院が地域からの代表ということで明白に規定されるので､第一院は全体的

な､沖縄全体から例えば職業だとか､職能的な利益だとか､そういった地域を代表する原理とは全く別の

原理で選ぶ必要があるだろうということですよね｡ですからわざと全県区｡これも今の選挙区で選ぶとい

うのは､いろんな国会議員等の選挙の弊害というのはある程度は念頭に､まずいなというのはあって､そ

れでどちらかにいかないといけない｡G2では全県区という答えを出していたわけです｡

そして､確かに常時開設でも､52回しかないというのは確かにそのとおりですね｡今の議会より開催数

が少なくなるのかと言われてしまったら､なるほどそうだったなと思ったんですけど｡毎週常時開催であ

れば､何か継続して議論は続くのではないかというようなイメージでした｡日数に直したら､思ったより

少ないなというのは確かに言えているんですが､常設とすればかなり話が進展できるんではないかという

イメージでした｡それぐらいしかおそらく議論しなかったと思います｡

それから任期に関しては､当然ながら第二院､上院のはうですね｡第二院のほうは､市町村長がクビに

なったら終わりですね｡ですから全く一致していると｡問題は､代理出席を認めるかどうか｡これについ

て議論をしたんですよね｡それで､認めるという方向でしたっけ､何かそんな感じだったと思いますよ｡

土 ･日に島で何かがあるといった時に出席しないといけないからとか､いろいろあって､それで代理出席

というのを認めようという話だったと思います｡

それから上書き権に関しましては､北海道の知事につついて､いろいろつついたら､もう北海道は上書

き権という言葉使うのをやめたらしいですね｡基本的に政令の大綱化を図ることによって､道州の条例が

今の省令を上回る権限を持ってしまうがゆえに､もうそれでいいんだということで､北海道では上書き権

という概念使わないということで言ってました｡だから､こちらが上書き権と書いて北海道が使わなくな

ったので､ちょっと通じていくかなと心配があるんですけど｡僕のほうはそれは西尾先生なんかに言われ

たから後退したんじゃないかなと､北海道は｡明白に上書き権という概念をつくって､強行に押したほう

がいいんじゃないかなという気がしてるんで､こっちは賛成ですね｡ですから議会に関しては､一番問題

になるのは､完全小選挙区制にするか､あるいは全県区にするか､このどちらか選択｡

○曽根浮氏 全県区にした場合､普通考えたらわかると思うんですけど､人数比が都市と地方では違う

わけですよね｡だからそのまま普通選挙をやったら､都市の人気投票になってしまうと思うんですけど｡

○島袋純氏 それも議論したんですが､そのために二院があって､多良間でも1人は代表を出せると｡

だから今よりまともになるんじゃないかという話です｡今よりまだいいんじゃないかという話です｡

○新崎盛事氏 いろんな角度から代表を選出すると､いろんな声が挙がるという意味でもいいと思うんで

すけども､物理的な話ですけども､市町村長が地域代表という形で､自動的に選出ということになると､

市町村長は市町村でも議会をやらなければならないし､さらに､州議会でもやらないといけないというこ

とになります｡市町村長はただでさえ忙しいですよね｡結局､物理的に難しい面が出てこないかと思いま

す｡また､これに対して代理出席が可能となると､選出の意味合いが薄れてきて､議会がある意味で形骸

化するような方向に進まないかという危快もあるんですが｡市町村長に限ってしまわずに､地域の代表と

いう形でとりあえず押さえておくという形でどうですか｡市町村長に限ってはどうしても物理的に出席が

難しくなり､まともな議論がなされるかどうか､そのあたりが危倶されます｡

○曽根淳氏 確かに沖縄は地理的要因があって､南北大東村長に毎週来いとか､毎晩来いとかといって

も無理あるし､これはよく考えないといけないですけど､じゃ､代表とした場合に何で選ぶのといったら

やはり選挙になっちやいますよね｡

○佐藤学氏 この時の議論を思い出すと､要するにどうやったら金の負担をかけずにできるかというこ

とが､中心的な話だったんですね｡それで､さっき島袋さんがおっしゃったように､選挙も二度手間がか

からないし､給料もないということだったのです｡それが大きな理由でした｡首長は､ただでさえ自分の

ところの議会との対応も忙しいということは､今のままなら確かにそのとおりなのだけど､こういう仕組
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みを前提にしてしまえば､あとのことは自治体のほうで構築する､市町村のあり方自体も変えることを期

待する､ということがありました｡

もう一つ､二院をつくるという点で､違う代表原理で議員を選､二院を構成するというところまでは議

論したんだけど､じゃその二院の関係をどうするのかというところは､議論してないですよね｡だから､

どちらがどういう権限を持って､どちらが専決権をもつのかという話はしないまま時間切れになりました｡

それを本当は話し合わなければいけなかったんだなと思います｡それがないと二院はどういう関係なのか

がわからないですよね｡

曽根さんの提案の中の議員の任期は3期までというのがあって､議員の任期制限を定めるのには議論が

二つあって､行政職の行政の長の場合には､権限が集中するから､これは2期なり3期なりというのは合

理性があるけれども､議員の場合はどうなのかとoアメリカの州議会議員の任期が例えば2期までという

限度を決めた州が､カリフォルニア州だったかな､あるんだけども､そうすると議員が専門性を蓄積でき

ないままに終わってしまうので､議会全体として専門性が衰えてしまうという議論があります｡しかし､

行政職員も任期制だということになれば､僕はこれは釣り合いが取れるのかなという気がします｡

あと与太話をすると､大体沖縄の市町村､1年の週と同じぐらいの数があるけれども､そうすると上院

は､各自治体で毎週持ち回りにする｡みんな毎週違うところで上院をやるというのは､これは地域振興に

もなるし､どうですか｡旅興行みたいに毎週毎週違うところでやったら､あちこちにお金も落ちるしどう

かなという案はどうでしょう｡

○新崎盛事氏 経費の面から市町村長という位置づけということですけども､やはり､これから住民自

治を発展させるという意味合いからしたら､余計に市町村長の職務の時間が増えていくと思うんですよ｡

別に市町村長に限らず､例えト叢義長とか､議会の代表でもいいんじゃないですか､同じ公選制であるとい

うので､どうでしょうか｡

○玉城和宏氏 多分､集まって会議をもつという物理的な現象に今直面しているわけで､インターネッ

トとか､テレビ会議とか､現実的にはそういうことの可能性もあるので､もし､そういう情報の認証とい

う部分､実際､その人がそこに出ていますよという認証部分が確定するのであれば､インターネット会議

みたいな形での参加はオーケーであると｡ただし原則は､直接本人がここに来てやるべLという､そうい

う折衷案的な｡

それから､もし持ち回るんであれば､そんなに頻繁に回ったら大変でしょうから､ある程度周期的に､

期間を決めてやられたらいかがでしょうかね｡

○曽根淳氏 そのへんというのは､実は運営の方法で､例えば上院は毎週やらなくてもいいんじゃない

かという考え方もあるわけですよね｡さっきみたいに回り持ちするとか､あるいはインターネットを活用

するとか､そこまで含めて全部制度設計して､それで二院にしますというのはなかなか難しいので､そう

いう弊害を考えても二院はやめて､地域代表の一院の公選にするか､あるいは仕組みの工夫は後で考える

として､とにかく二院を持つんだというふうにやるかなと思ったんですけれどもね｡

○島袋柾氏 思い出しました｡議長の選出が住民による直接公選ではなくて､議会内の議員同士の互選と

いう形になるので､それがひっかかったんじゃないですかね｡議員は直接公選なんだけども､それは要す

るに市町村議会の議員を選んでいるだけであって､議長はどうやって選ぶかといったら､別に議長として

住民が選ぶわけじゃなくて､そうすると間接になる｡直接公選と書いてあるんですよ､直接｡それで､議

長はだめだという話だったと思います｡だから､首長は直接公選なので､それで兼職して可能なんですよ､

直接公選なんで｡多分そういうことだったと覚えてます｡

それから､上院と下院の関係のあり方で､日本型はすべて同じ法律を全部下院も上院も議論して､差し

戻し権というのがあって､もし上院が否決すれば下院にもう1回戻して､可決すれば最終的な議決権という

ことで､下院の議決が優先するという形なんですけれども､もしかしたら役割の分担､例えばアメリカの

議会というのは､条約の批准権は上院が持つという形で役割分担させている部分があるわけですよね｡も
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ちろん共通の予算の部分とか共通なんですけれども､ですから､もしかしたら､役割の分担ということで､

上院に関しましては､この権限について議論すると､限定することによって､役割分担を図ることができ

るかもしれない｡

そうなると､上院というのはもしかしたら役割の与え方によっては､形骸化するかf)しれないし､地域

の問題にと言って､そういう危険性はあるんですけれども､特に下院と上院と役割分担し､明示化するこ

とによって､関係はわかりやすくなるし､下院においては､より充実した条例提出権と予算編成権を､下

院に集中させて持つことはできるかなというイメージです｡ドイツの連邦参事院がそうなんですよ｡参事

院というのは､基本的に州の代表で州政府が選んでくるんですよね｡州の執行部が選んでくる人たちなん

ですけれども､これは重要になるのは､州に関わる事柄についての決定権を持つわけですよ｡一番重視さ

れるのは､ここで言えば､もし道州が交付税 ･交付金の配分の権限を持つ､あるいは道州が市町村の税金

に関して何かしらの権限を持つとするならば､この上院に関しては確実に置いておかないといけない｡そ

の税あるいは交付税 ･交付金についての議論を､こっちに率先的に与えないといけないというイメージで

すね｡

僕の発想は､基本的に道州 ･自治州で交付税 ･交付金の再分配も行う｡もう沖縄の市町村は遠くに行か

さないという発想をしてるんで､だから上院は､その点に関しては非常に重視されるものだなというイメ

ージです｡ですけど､これについては､ほとんどあまり話をしなかったですね｡上院が､要するに交付税 ･

交付金の配分に関して､自治省の交付税課がやっているようなことについて､今上院が決めるという議論

まではしてなかったと思います｡

○新崎盛事氏 直接選出という位置づけがされているんであれば､これを裏返して読めばそれだけ直接

民意を反映した代表を送るという意味ですよね｡というのであれば､先はどの代理出席制度というのは､

絶対認められないんじゃないですかね｡あってはならないことではないのでしょうか｡

○曽根浮氏 それは､もし役割分担をして､集まるのは年に数回ですよということであれば可能なのか

な､直接代表でも｡やっぱり､それでも難しいのかな｡

○玉城和宏氏 だから､基本的には､どのくらいの量の議題が上がってきて､どういうプロセスがそこ

に必要かという質の問題に言及せざるを得ないと思うんですけれども｡だから､もし情報公開というか､

何を審議しているかというその途中経過もみんなオープンになるのであれば､やはり行政のいろんな経験

をお持ちの人たちの場合だったら､そういう情報を流しながら､今､曽根さんが言われたように､週何回

とか､非常に少ない回数であっても事前にデータが渡されていて､各自審議をして､これは調整の機能が

必要だなということがおわかりのはずなので､短くてもいいかもしれないし､少なくてもいいかもしれな

い｡

○曽根斉氏 これは､ほんとは言ってはいけないのかもしれないんですが､今の議会は180日もやって

いるんですけど､ほとんどは情報公開もされていて､誰でも知っていることを違う人が毎年何回も質問し

て､それに対してまた同じことを何度もしてというので､ほぼこの長い時間の9割ぐらいを使っていて､

議決議論に関する時間というのは､もうほんとに何時間というものなんですよね｡だから､なかなかその

現状と､また皆さんがイメージしている多様なイメージと整合性がとれないんですけど､先ほど言われた

情報公開とか､共有とか､そういうのが前提としてあって､本当の議論と議決だけをするというふうにす

れば､ほんとは時間はかからないはずなんですよね｡

○佐藤学氏 曽根さんの疑問で､日数の比較を出してくださったところで､そのことを伺いたいのです

が､今の議会､県議会にしろ市町村の議会にしろ､それだけ時間をかけるだけの実質的なことをやってな

いんじゃないかと思うのです｡そこまでひっくるめて全部変えてしまうための枠組みづくりということで､

この二院制の提案ではあったんですね｡あともう一つは､どなたが言ったのか忘れたんですけど､もっと

話が大きくなって参議院無用論があります｡国会が二院制なんだけども､代表原理が同じようなもので､

役割分担もない､二つ意味がないんじゃないかというのに対して､沖縄自治州がこうやって明確に異なる
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二つの院をつくることによって､国会のあり方にまで影響を与えようみたいな議論もあったのです｡だか

ら､今までの議会のやり方を続けていくとすれば､これは不可能であるかもしれないけども､これを作っ

てしまうことによって､それで市町村の議会のあり方も変えていくねらいがあった｡今おっしゃったよう

な､本当に必要なことを話し合う場の議会､セレモニーとしての同じ質問をする場ではなくて､真の議会

を作ろうという目的があったのですね､この提案には｡

○曽根淳氏 それは議会の役割で規定されると思うんですけど､今の議会が質問になるのはしょうがな

いです｡それは議会には予算編成権もないし､条例提出権もないから､行政のチェック機能としての議会

の役割を果たすために質問を皆さんされていて､それが無駄だというわけではないんですよね｡内容を精

査してはしいだけで｡ここでは､明らかに自治州議会の役割というのは､条例を提出するということと､

予算編成するということにしていますから､そのためには実質的な議論が必要な場になるであろうという

ことは言えると思います｡

ちょっとこれ､話がおもしろいので､いつまでやってもきりがないんですけれども､一院でやるか二院

でやるかはまず決めたほうがいいのかなとは思うんですけど｡まだ､さっき佐藤さんが言った国会の問題

というのは自分も思ったので､一院にしたはうがいいんじゃないかと思ったんですけど､さっき島袋さん

が言った役割分担をするということをうたって､下のような機能があると｡役割分担の中身まではちょっ

と決められないと思うんだけど､上院は道州全般に関わることを担うというようなところで役割分担する

ということで-･

(テープ1本目終了)

-なんです｡

○佐藤学氏 逆に言うと､小選挙区制にするとどうしても二大政党制あるいは単一政党制に収欽する事

になってしまう｡政党政治ではない形の議会を想定すると､小選挙区制はまずいかもしれない｡また､政

党政治であると､はたして沖縄県内の意見あるいは利益を集約するのに二大政党制で大丈夫なのか､明確

に二つに分かれるか､あるいはそういう形での編成が望ましいのかというところが疑問なんですね｡全県

一区で大丈夫かって話､どうなんでしょうかね｡人口135万人でしょう｡有権者100万人､定数をいくつに

するかなんだけど｡とにかく､多良間でも1議席という上院があるので､下院は人口要件のみで決めてし

まっていいのではないかという話ではあったのです｡そこが選挙制度の｢長一短で､あっち立てればこっ

ち立たずみたいな話なので､何か考えなければいけないところですけれども､私としては上院がそういう

形であるから､下院は人口要件で全県一区で構わないんじゃないかという気はします｡

○曽根浄氏 固執するわけではなくて､全県一区でもちゃんと上手に選挙をやる仕組みが工夫できるの

であれば､要するに1票として地域の人の投票も反映されるような､ちゃんとした選挙のやり方ができる

のであれば､別に地域代表ということでなくても､さっきの対比という面ではいいのかなとは思いますね｡

そうしておきますか､今跡ま｡

○玉城和宏氏 ローカリティというか地域性を表現してほしいという住民の希望を入れる｡そして､地

域住民の希望が入らない限り､よその地域の人は､その地域の特殊性というのを認知できないわけですよ｡

認識できない｡だからそれを代弁するような吸い上げのシステムがない限り､こういう小さい局所的な部

分のところを､全体の人たちが認識し得ない部分がでる｡だから例えば二大政党制という話がありました

けれども､それはたまたま多数決という現在の数の論理だけのシステムが横行している解釈の中での話な

ので､やはり将来､何党､何党は何をやるという主張をまとめた全体主義的な､それに近いような部分の

ではなくて､各地域をよく理解し､将来性のある特色あるビジョンを出してくれるような人たち､パーテ

ィー､あるいは党でもいいんだけど､そういうことを実施できるシステムとしては､地域局所的な小選挙

区制みたいな部分が必要なのではないかなと思いますけどね｡個人的な意見として｡

○島袋杜氏 これはやり方としては,基本法の中には二院制とする､それから上院に関しては州内の市

町村により公選させるという部分と､下院に関しては住民により直接公選される議員というのを入れてお
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いて､後は自治州の条例によって定めればいいのではないですかね｡議論によって｡実をいうと､憲法に

も選挙のあり方について規定はないし､それは公職選挙法とか国会法によって決められていることなので｡

そして､任期制に関しても､今の中央での国会でも議員任期制が問題になっているんですけど､これも国

会法なり､公職選挙法なり､あるいは自民党の党内で自分たちの協定みたいでやるかもしれませんが､そ

の事項なので､そっちにそれも落として､こっちには上げない｡必要な部分は､州議会の権限と相互の関

係が後は規定する必要があるので､上書き権は残して､それから条例提出権と予算編成権､独占するので

はなくて編成権を有するぐらいでいいと思うんですが､その文言ですね｡それを入れればいいのではない

ですか｡通年制だとか､実を言うと土曜開催とかこういうのも､本当は道州の条例レベルで落としていい

こと､運営上の問題などは､もうなるべく落として､それでいいのではないですか｡

○曽根淳氏 ただ､あえて書いたのは､議論のためでもあるんですよね｡こういうイメージを持って､

統治機構を想定してはしいと｡この今回のモデル案の役割を考えた時に､どこまで残してどこまで落とす

かというのが大事なのかな｡ただ､別に今ご指摘のあった選挙制度と任期､土日開催もですけど､取って

もいいことはいいと思いますけどね｡

○佐藤学氏 あえて議論のための話で言うと､議員をどういう立場にするかというところも考え方が二

つあるわけで､昼間仕事がある人がやれる議会､兼業でやるとすると､これも限られてきますよね｡例え

ばアメリカの地方議会がこれで可能なのは､アメリカの地方議会あるいは自治体の役割というのは非常に

限られているからで､そうすると､どれだけの仕事をやらなくてはいけないかというところによって､可

能かどうか決まってくると思うんですよ｡それで､市町村長が上院議員をやるよりももっと大変かもしれ

ない｡昼間仕事がある人が夜間と土曜･日曜で､休みがないじやないですか｡これは大変なことであって､

そうすると､もしかしたら昼間仕事がなくて､それこそ資産家だけしかできないかもしれない｡戦前の日

本の地方議会の地方名望家の議会になってしまう可能性もある｡だから､有給でちゃんと給料出して､フ

ルタイムで議員やってもらうという意味はそこにあるわけで､どういう議会を議員を想定しているか､ア

メリカ型の非常に限られたことを限られた時間でまかなえる､そういう議会を想定するのか､それともフ

ルタイムで有給の議員がやる､そういう議会を想定するのかというのは､実は結構大きな違いがあるので

はないかなと思いました｡

○曽根浮氏 そうですね｡

○玉城和宏氏 そうですね｡だからそういう議員のバックアップ､それをやる人たちが一人でやれるよ

うな仕事では決してないと思いますので､その人たちをサポートする地域側の人たちの必要性､浜里さん

が肝0とか市町村より下のレベルの､いろんな集団､そういうのも話をしておられたので､そういうような

バックアップをする人たちの存在というか､それがあれば仕事をチームの中で回して､代表は一人だけれ

ども､まとめとしてはこうこう､こうこういう形でというスピーディな議論に変われるのではないか｡だ

から､与えられた一人だけが特定の仕事をやるという形ではなくて､実はそのような形になればなるほど､

我田引水的な､お金での関係でつながっている連中のみが､助けてあげるというふうになる｡

そうではなくて､やはり善意というか地域を良くしていくという､そういう有志の人たちのバックアッ

プがあって議会に望むという､そういうシステムを目指してほしいなと思います｡

○曽根淳氏 最初の完全小選挙区といったイメージは､そういうイメージなんですよね｡二大政党制で

はなくて､政党代表ではなくて､地域の人が支える地域の代表､それは政党の代表ではなくて､政党だと

必ず党議の縛りがあって､その地域でそれが望んでなくても､その党議の縛りで議決するわけですよね｡

そうではなくて､その地域が必要なことをちゃんと議決する代表に小選挙区にしたらできるのではない

かなと､これすごく細かい小選挙区ですけどね｡そう思ったんですけど｡このへんはもう議論し尽くせな

いので､やはり書かないというのが大人の見識かなと思いますね｡

C〉漬里正史氏 確かに今の話をやっていくと､お金のかからない選挙とか､非常におもしろくて､これ

をやっていたら終わらない興味深いテーマではあるんですけれども､島袋先生がおっしゃったように､こ
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こでは基本的な､理念的なところを最終的に残すということでいいと思います｡

そこで､これ住民のところにいくのかどうかなんですけれども､直接投票あるいは住民投票と議会の関係

とか､あと政党と議員の投票について｡これは専門ではないのですが､政党の拘束で､議員の投票を束縛

するということはできないようにする条項､党議拘束あれを規制できないものかというその2点ですね｡

要するに､政党と議会の関係､住民と議会の関係で住民の直接投票､これをうまく中に入れていいのかど

うなのか､普通は入れないものなのかどうなのかよくわからないんですけれども｡そのへんどうでしょう｡

○曽根斉氏 自治市町村の時は､住民投票はどういう位置づけにしたんでしたっけね､だれか覚えてま

すか｡どっちを優先するんでしたか｡

(発言する者あり)

そうですね｡最大限尊重しなければなりませんですね｡尊重するというところで､市民のどこに入れる

のがいいのかもしれないですね｡あるいは､これは優先するとしたらもっと複雑になってくるね｡

あと､さっきの党議拘束ですけど､これは結局個人の了解でやられていることですよね｡それを条文で

規定することってできないような気がするんですけど｡

○島袋托氏 多分､議員の仕事をする条文が､ほんとは必要なのかもしれない｡議員とは何か｡日本国

憲法で､地域より選出された､地域より選出されてもないですけど､国民代表だと書いていますよね｡国

民代表と概念的に書いてあるんですけど｡これですね､もう少し詳しい話をすれば､アメリカでは国民代

表という概念ではないんですよ､下院は｡地域の代表なんですよ｡だから短期間でしょっちゅうかえられ

るし､基本的に地域の利害を行使すればいいわけですよね｡はかに州を代表する､州全体の利益を代表す

るのがあるし､それから国の利益を代表する大統領があるので､それを組み合わさっているんですよ｡

ですけど､議院内閣制の場合は､下院議員が首相まで選出するので､下院議員自身が国全体の代表とい

う意識を持たない限り､国全体の代表的な機能を果たせなくなるという問題があるんですよね｡

ですから､これどっちのタイプの議会にするのかという問題なんですけれども､おそらく､これはアメ

リカ型の議会対知事の関係ではあるんですけれども､日本国憲法の中では､国会が国民の代表とやってい

るように､おそらく今の自治体の議会も地域から選出されても､自治体全体の利益を代表するという全体

的な代表の概念でみんな考えていると思うんですよ｡そっちの問題はアメリカ型の選挙区の代表ではなく

て､やはり選挙区から選出されても選挙区の代表ではなくて､全体の代表という概念で統一したはうがい

いのではないか｡僕は､これは矛盾しないのではないかなという気がしています｡

それから､もう1点は､全体の代表であれば､自分の良心にのみ基づいて投票行動に移ればいいわけで

すね｡ですからアメリカでは､クロスウオーティングというのは､原則としてあるわけですよね｡それは

要するに議会が権力を構成しないから｡議会は議会でしかなくて議院内閣制の場合は､議会が議会の多数

派が権力を構成するので､どうしても党議拘束が必要なんですよ｡そうしないと政権が運営できないので｡

そういった原則的な違いがあって､アメリカ型の議会大統領制システムの中では､党喜封句束は本当は原則

としていらないはずなんですよ｡ところが､日本の場合は､基本的に国会のまねをして党議拘束を県レベ

ルでも､市町村レベルでもかけがちである｡市町村レベルでかけてるかどうかわからないんですけれども､

少なくとも､県レベルではかけていると｡

ですから､ここで党言封句束をなるべく外して､良心に基づいてやるということを入れるためには､おそ

らく議員とはどういう代表であり議員は自分の良心に基づいて投票行動しなければならないと､そういう

ような規定を入れれば､党議拘束に関して敵対的な条文なんだなというのは理解できるのではないかなと

いう気がしますよね｡それ入れるべきかどうか｡

○漬里正史氏 日本の国の国政はともかく､地方､今の県議会を州謙会だとすると､これは知事は別に

選ばれますよね｡アメリカ型のほうに近づけることも制度的にはそういう中では可能というふうに考えて

大丈夫ですかね｡

○島袋托氏 完全に国民全体の代表ではなくて､選挙区の代表である下院は

-306-



だからやっている

○漬里正史氏 そういうことであれば､政党の党言封句束が昔からいやな感じがして､やめてくれという

感じがするので､そのへんをうまく入れてもらいたいですね｡

○曽根浮氏 わかりました｡ではそれを考えて今の表現でいうと ｢議員は住民の代表としての役割を認

識して､自分の良心にのみ基づき投票を行う｣とか｡

○島仲徳子氏 すみません､ちょっとタイミングを逸してしまったんですけれども､この二院制ですね､

もともとの案の市町村長で構成される地域の代表ですね｡それから､州全域の選挙区で選ぶという案があ

りまして､今ここで曽根さんがつくってくださったのは､市町村でまた完全小選挙区というふうになって

いますね｡私､現実的に考えた時に､やはり市町村長がこうやって議員になって､毎週土曜日に来てやる､

代理も認めるというやり方は､徐々に形骸化してしまうのではないかと非常に思います｡そうであれば､

やはり地域の代表ということでこの小選挙区が残る必要性が大きいと思うんですね｡

そういうふうにいろいろ考えてきて､これはこれで置いといて､質問なんですけれども､この最後の2

行なんですけれども､｢沖縄自治州議会は通年制とし､議員の兼業化､住民の傍聴を容易にするために､夜

間･土日の開会を基本とする｣とあります｡｢住民の傍聴を容易にするため｣というのは､このとおりだと

思いますけれども､議員の兼業化を容易にするためにという意図をもっているのでしょうか｡もしそうで

あれば､それはなぜなのかということが非常に疑問としてあります｡

先ほどの二院制もそうなんですけれども､二院制にする時の上院と下院の使命と役割というものを､き

ちんと押さえておく必要があると思うんですね｡上院では何をする｡下院では何をする｡そこで議員の兼

業化という言葉が出たときに､やはり税金を使って議員の皆さんに仕事をしてもらう時に､昼間別の仕事

をして選ばれてきた皆さんが､本当に住民のためを思って､その時間とエネルギーあるいはもっとほかの

ことを投入できるのか｡そういうふうな､兼業という言葉から危供というんですか､思います｡

○曽根淳氏 公務員のところもそうですし､議員もそうなんですけれども､自分は今の日本では､専業

化しているところに､それで飯を食おうという問題があるのかなと､個人的に思っているので無理矢理入

れたんですけど､別にこれを前提にしなくていいので､これはなくてもいいんですよ｡ただまあ一応入れ

ました｡それは今言ったように､この議員で本当はちゃんと自分の時間を使ってちゃんとした政策提言や

議論をしていくんであれば､専業化してもらって全然いいんだけど､そうでなくて､この議員給与を私財

の蓄積あるいは調査費も私財の蓄積に活用するというようなことがあるとどうかなと思ったので､逆にど

ちらかというとボランティアではないですけど､ちゃんとした自分の生活の場とか社会的なポジションを

持っている人が､可能な中で議論する｡当然､給料というのは実費弁償の考え方が強いと思うんですけど､

調査とか旅費とかに関わるものは当然見なくてはいけないのだけれども｡そういう地域がバックアップす

る地域代表が出てくれぽこの政治のプロ化というのが防げるのかなと思うんですけど､現実的には難しい

ですよね｡

さっき話しかけたのに戻すんですけど､そのへんも確かにここで規定してしまうと､何かすごく話が偏

った方向になってしまうのかなと｡ですから､その役割としてはやはり二院を持つということと､選挙区

とか､あと任期とか今の開催日のところは､先に規定するものとして､もし条文解説をつくるんだったら､

そこに少しこういう考え方もあるということを触れて､外してもいいのかなと思うんですけど｡

○新崎盛幸氏 下から2段目なんですけど､条例提出権と予算編成権はもう議会の独占ですか｡完全に

アメリカの大統領制みたいな形で知事にはもう提出権はなく拒否権だけ､というとらえ方でいいですか｡

○曽根淳氏 独占ではなくて､有するに直すのですね｡これは､直しましょう｡

○藤中寛之氏 先ほど島袋先生がおっしゃった立法院の件について､参考程度にご指摘させていただき

たいのですが､琉球政府職員だった知り合いによれば､立法院の予算編成権等の実質的な内容について､

実際には琉球政府もミニ日本政府のような形になっていて､現場をしっかり知っている行政でないと､詳

細に検討された法案とか予算とかは､つくることができない､ということがあるようです｡その観点から､
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議会に予算編成権とか､条例提出権とかを実質的に策定していく上で､それを担保する機能というものの

充実がすごく必要だなというふうに立法院の文脈から､自分はちょっと思いました｡

○佐藤学氏 それに引き継いで言うと､そういう本格的な議会をつくるためには､安上がりではできな

いはずで､これは難しいところですね｡G2でのこの議論で覚えているのは､今の県議会の定数を半分位

にするならば､一人が5万人ぐらいの票で出られるはずだみたいな話があって､で､二十何人ぐらいだと

いう話だったのです｡それをどういう形でやるか｡これはいつも地方議会の話で出るように､うんと安上

がりで､兼業あるいは非常に安い給料で､その分､仕事量も少ない議会にするか｡あるいは議員の数は多

くしてもいいけども､でもとにかく仕事量は少ない議会にするのか｡ということはチェック機関としての

議会にするのか､あるいは少数の人に給料を払って､その上で先ほどボランティアで地域でサポートする

という話もあったんですけれども､そこのところもちゃんと金で手当てして､調査費どころではなくて地

方議会で議員秘書を何人も雇えるような､そういう給料出して､実質的な審議のできる少数精鋭の有能な

プロフェッショナルの議会をつくるのか｡本当はどちらかの選択をしなければいけないところです｡曽根

さんがさっきおっしゃっていたように､日本の議会の問題というのは､中途半端なところにあると､私は

いつも思うのです｡だから､それがどういうイメージなのか｡条文解説のところで､二つの道があるとい

うことは書いていたはうがいいような気がします｡

だから今､藤中さんが言っていたことというのは､連邦議会のことで言えば､連邦議会が行政に対抗す

るだけの予算をつくる権利を持っているのは､それだけものすごい数のスタッフを雇っているからで､非

常に大きな額の金がかかっているわけです｡それをしない限りは､無理です｡ただチェック機関としての

議会､アマチュアのチェックがチェックするという議会も意義あるわけで､それだったらそれで徹底した

ほうがいいし､ということだと思います｡

○曽根洋氏 そろそろこの項は終わらせて-

○玉城和宏氏 1つだけ､やはり全部キーになるのは情報の取り扱いなんですよ｡いろんな意味で｡お

金がかかるのは何でかかるかというと､情報を取るわけでしょう｡スタッフをたくさんそろえるのも情報

のためですよね｡だから､行政の持っている情報を､議員のほうが自由にいろいろ出せ出せという形で､

あまり頻繁に出せというのはちょっと困るけど､ある視点を持って､理念を持って､こういうふうな情報

がはしいから提出してくれという権限を付与すれば､それは少ないお金をかけて､実際にある情報を活用

すればいいということになりますので､やはり情報をどのように有効に活用するかという､そこの部分を

もっと真剣に考えたほうがいいのではないかなと､制度云々というそれ以前に｡

○曽根浮氏 実は今の議会でも情報を取る権利というのは有しているんですけどね｡ただ､佐藤さんが

言われたような追々になっていると｡ごめんなさい､そういうことも全部情報に盛り込めればいいと思う

んですけど､何度も言うようですけども､この項をそうしていくと非常に大変なことになってしまいます

し､私たちが決断しなければいけないことも､今､多くなってしまうので､併記する形で条文解説には情

報の面も含めて､少し事例を紹介させていただいて､ここはまず選挙区の話は触れない､それから任期も

触れない､それから開催日も触れないと､それから予算編成､条例手続きは有するに変えるという修正で

よろしいでしょうか｡

それから次は､知事ですけども､これは今のところと関係してくると､まず任期の話がありますよね｡

それから政治任用もありますね｡それから拒否権､みんな問題か｡このへんちょっと経緯があれば､また

島袋さんなり佐藤さんからお願いします｡

○島袋純氏 さっき言ったような､予算教書とそれから法律 ･法案の教書､この二つの提出権に関して

は書いていたはうがいいのではないかなという気がしますが｡あるいは､これは教書と言ったり沖縄では

メッセージと呼んだらしいですが､それは書いていたはうがいいのではないですかね｡単なるたたき台｡

希望､法案ではない､法案にさえもならない｡法案提出権ないから｡予算案提出権もないから｡だから希

望｡予算も編成するんだけど､大統領が｡それは予算教書であって､全くのたたき台で､増額修正から減
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額修正まで､何から何までできる｡だから行政が出した案は､全く通らない場合が多い｡ちょっと語弊が

あるのですが､基本的に､議会にいけばかなり修正される可能性が高いということです｡だから日本の仕

組みとは全く違う｡その分だけ､議会に教書として出したものが返ってくる時に､あまりにも納得いかな

いものだったら拒否するという形ですね｡もし拒否権をここに置くのでしたら､3分の2のオーバー ･ラ

イドですね｡オーバー･ライドという権限が議会にあるんですよ｡3分の2多数で､大統領の拒否権のく

つがえし権｡それをまた議会に認めるべきでしょうね｡これセットだと思うんです｡

○佐藤学氏 連邦議会の場合には､議会は議会で自分の予算案つくって法案として出すんですけども､

大統嶺のほうは大統領で自分のほうで予算案つくって､それは自分のところの議員を通じて､その議員の

立法ということにして議会に出す｡要するに迂回､一段置いて､ただ本当にそれは両方の予算が対等なも

のとして突き合わされて､それを突き合わせていってやると｡だから議会も本当に自前の予算をつくるだ

けのスタッフを抱えているわけなんですね｡そんなところです｡

拒否権のことで､合理的な根拠がないっていうのはよくわかるんだけど､だけど多分これは､突つかれ

たら､突つかれたままという気がしました｡ここで話が出てくるのは､緊張関係をつくるということで､

執行部と立法部の間には緊張関係があるのだということを､この形で表現するための制度であるという気

がします｡もう一点､任期制限のところなんだけれども､2期までの限度というのがあれば､65歳年齢制

限はいらないのではないかと思うんですけれども｡自分が年取ってくると､だんだんこれは-･､65歳で2

期ということは､57歳までにならないことにはいかんということは､俺はもう10年しかないというそうい

う計算をするわけです｡ひとごとではなくなる｡

ということで､先ほどの趣旨の話で､新しい人が入らなくてはいけないという話があったので､それは

2期制限の方で出来るだろう｡それが入っているから65歳はいらないのではないかと｡

○曽根淳氏 別に全然いいと思うので､任期は65歳定年は取りましょう｡それから､知事の拒否権は､

合理的根拠のないというのは取るということと､あわせて予算教書､条例教書の提出権を持つということ

と (これで通じるのかな)､議会の側に知事の拒否権が発動された場合に､3分の2以上の賛成でくつがえ

すことができるというのを入れると｡この2段に関してはそれでいいですか｡

○島袋純氏 制度的な設計の問題として､知事の幹部職員に対する政治的任用に対して､上院もしく

はあるいは両方の議会､両院になるんですかね｡その承認権というのが問題がありますよね｡これをどう

設定するか､しないか｡要するに今の副知事に関しては､議会の承認権が必要なので､それで承認されな

い場合に首になってしまうという糖兄ですね｡これはおそらくアメリカの議会と大統領の関係を模倣した

制度だと思うんですが､いろいろ弊害が言われているし､あるいは議会の権力の強化につながっていると

いうことでよく評価する場合もある｡こっちをどうするか､あと下の行政のところに関わってくるんです

けれども､政治的任用､もし下の行政が任期制的な行政職員､一般職員も任期制的な期限を切った採用と

なれば､あまり政治的任用と書かなくてもいいような気もしますので､一貫して終身雇用の任用ではなく

て､期限付きの任用ということになってしまうので､その分こっちがちょっと気になるところです｡やり

方としては､幹部職員-これおかしいな｡どうやったほうがいいか､ちょっと今案が出ない｡問題はある

程度指摘だけでとめておきます｡

○曽根浄氏 ありがとうございます｡これは､イメージなんですけど､今､現実に知事のトップダウン

がなかなか生かされないというのは､幹部職員が経営的な感覚を持っていないというのは非常に大きな問

題で､この人たちがちゃんと働かなければ､かえられるという仕組みが必要かなと思って入れたんですね｡

今議会の承認というのは､自分のイメージではないはうがいいと思っているんだけど､それもちょっと逆

にまた政治的な偏りもあるのかなとは思うんですけど｡もし､下のほうで､これも仮置きで置いたので､

佐藤さんはまあいいと言っていたんですけど､行政職員を任期制にするのであれは 別にあえて幹部職員

の任用について触れなくてもいいというのは､おっしゃるとおりかもしれないですね｡

一応申し上げておきますと､確かに現実はそうではないので､これに移行した瞬間に今の公務員の人を
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全員解雇するという意味ではないことを､公務員の皆さんには申し伝えておきます｡イメージとしては､

今退職不補充で定員を減らすという考え方があるんですけど､退職不補充で単純に減らしていくのではな

くて､必要なポストからどんどんこういう人に､特にこういう｢股の人に入ってもらったほうがいい部署

から､そういう仕組みの人に順次入れ替えていったほうがいいのではないかと思ったんですけれども｡

○島袋杜氏 おそらくですね､現行地方公務員法上も政治的任用って可能なんですよ｡例えば､大田県

政の時に､宮城弘岩さんが経済部長をやってましたよね｡基本的にあれは政治的任命でしかあり得ない任

命の仕方なんですよね｡すると､全部の部長職､政治的任命をやろうと思えばできるんですよね｡沖縄の

場合は特に天下りがなくて､これ本土では部長職というのは大体天下りですよね｡中央省庁などからキャ

リアが来ると｡沖縄の場合は実を言うとこれがかなり政治的任命で､自分の色に賛成してくれる職員を､

なるべく自分に文句を言わない人を入れていくという形で､政治的任命的なんですよ｡政治任命的､政治

的任用的｡それで､だからこれを逆に明示することによって､今も政治的任用されているんですけど､お

そらく経営責任ということを明示化したいという意図はあったんではないかなと思うんですけれども､ど

んながいいですかね､こんなして書いて実際にやったとしても､今やっていることがより大手を振ってで

きることになったら､また何も文句を言わない人だけ張り付けて､また行政が停滞するということだって

あり得るわけですよね｡だから非常に大きな問題で､できればその宮城弘岩さんを採用したような､外か

らほんとは連れてきたはうがいいわけですね｡アメリカ大統領制がそうで､基本的にホワイトハウスに乗

り込む時に全部自分のスタッフを連れ込んできて入れ替えしてしまいますね｡それができればいいんです

けれども､下を見て一番文句言わないやつだけを上に引き上げてくると｡だんだん､だんだん意見を言わ

ない｡発案しない行政､提案しない行政になってしまって問題があるので､これはちょっと書き方を変え

ないといけないのではないですかね｡

○曽根浄氏 確かに今の地方自治法でも可能です｡県によっては､例え闇吉報部門の統括責任者を民間

のIT企業のばりばりにできる人を連れて来て､今まで無駄に発注していたのを全部この人がチェックして､

何十億円の経費を浮かしたというようなことをやっている県もありますし､それをやったその人はもう次

のポジションに行けるわけですよね｡だから､それは可能なので外してもいいのかな｡ただ､結局自分が

言いたかったのは今のところなんですけど､実質､政治的任用になっているのに責任が問われない幹部職

員というものに問題があるのだろうということを言いたかったんですけれどもね｡外しますか｡

これも運用の話に入っていくんですね｡だから､県によっては幹部職にマニフェストをつくらせて､そ

れによって管理者がチェックをして､それに達成しなかったら降りてくださいねというのをやっていると

ころもありますよね｡それは､ここに書くことではないということなんですけど｡では､ちょっと外しま

すか｡はい｡

それと※のところも逐条解説に載せることで条文からは外しましょうね｡

では,知事のところは､任期のところから65歳というのを外すということと､政治任用は外すというこ

とと､予算教書･条例教書の提出権を持つということ､それから合理的な根拠はないので外すということ､

議会の側にオーバーライトの原理をうたうということ､※のことは別途説明を入れるということでよろし

いでしょうか｡はい｡

次は行政ですけど､これは自分はある意味､似たような感じで民間企業に10何年も勤めてから行政に入

って､この後､辞めてまた民間企業に別に行っていいと全然思っているので､まったく抵抗感がないんで

すけど､そのほうがいいのかある公務員の人とこの間言っていたんですけど､今公務員がやっている仕事

は､道を歩いている人を連れて来て､｢はいあんたやりなさい｣と座わらせてやってもできるぐらいの仕事

をやっている人が9割ぐらいですよと｡まあ､ほんとかなとは監うんですけれども､イメージとしてそん

なイメージがあると某公務員の人が言っていたんですけれども｡さっきみたいに雇用問題をどうこうとい

うことではなくて､多様な行政執行のあり方というのか､そういうのを開いていくような仕組みにしてい

くためには､もしかして全部でなくてもいいんですけど､部分的にでもこういうような形を入れていった
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らいいのかなと思ったんですが｡これらはぜひ､現地方公務員の方のご意見をいただきたいかなと思いま

す｡

○新崎盛事氏 3段目の兼業の部分なんですけども､国籍条項の廃止は個人的には賛成するんですけど

も､兼業の部分ですが､これを認めてしまうと､単純に癒着の温床とかそういったものが発想されて､兼

業を認めるといった場合の弊害は何か出てこないかというのがまず1点｡あと議員との兼業という部分は､

行政と議会のチェック･アンド･バランスの関係でちょっとふさわしくないのではないかという気がしま

した｡

○曽根浮氏 そうですね､そう言われてみると､市町木弱義貞はいいと思うんですけど､州議会議員はも

しかしたらよくないかもしれないですね｡それと､兼業なんですけど､確かに例えば土木の人が受注者側

の会社と兼業しているとかいうのは､絶対に許されないことだと思うんですけど､自分がこういうのはい

いかなと思ってイメージしているのは､有償だけども政府かつNGOとかの活動とか､あるいは自分が社

会的な起業をして､新しい社会サービスをつくっていくというようなことをやって､将来的にはそっちに

移ってしまうとかね｡そういう移り変わりができるようなことは､やはり兼業してないとできないのかな

と､あるいは研究職ですよね｡と入れたんですけど｡

○島袋純氏 非営利的な業務 ｡そうすれば､営利企業と行政職員と｢緒になるとま

ずいなという気がします｡どうしても自分の営利と関わるような行政職に自分から率先して仕事をもらい

に行きそうな雰Bfl気があって｡それもあるんですけど､とりあえず非営利的な業務､だから大学の先生な

り､NPOの代表なり､行政職員がNPOの代表をするというのは現在実際あることなので､それはもう

いいかなと｡

○曽根淳氏 例えば､前に問題になった国立大学の先生が企業の役員をやったからいかんのかと｡だめ

だったわけなんですけど､いいのではないかと思うんですよね｡それはやはりだめなんですか｡

○島袋鈍氏 行政職員､特に分野が違うということを規定するのは､いろいろ規定があるんですけど､

例えば天下りとかの問題に関しても､実を言うと分野制限があるにも関わらず､実際は有名無実化してま

すよね｡だからなかなか難しいのではないかな｡実際にこういう規定を設けると必ず何らかの利害関係が

ある兼業をやってしまったり､意外なのは､天下りのシステムを見たら､実を言うと利害関係のある部門

に天下りしてはいけないと書いてあるのに､法律上､法律が有名無実化していますよね｡法律でちゃんと

した制限があるのに有名無実化しているので､やはりこっちはちょっと線引きしたはうがいいのではない

かなというイメージですね｡

○佐藤学氏 これは､その次のところの職員任期を入れるのであれば､これは兼業規定はなくてもいい

のではないかなと思うんですね｡やはり新崎さん言ったようなことというのは､アメリカの場合には､上

の上層部にいけばいくほど行政職の人というのは民間からきた人たちで､だけどもここは明確に兼業して

はいけないことになっているわけです｡行ったり来たりはするんだけども､政府に身を置いた時には一応､

民間企業とは関係を切らなければならない｡それでも汚職が問題になるので､曽根さんが提案することの

利益と､これまでの日本のあり方を考えた時の不利益をみると､やはり不利益の懸念のほうが大きいよう

な気がします｡仮に何らかの形で職員の任期制が導入できるのであれば､それで曽根さんの目指すところ

は保障できるのではないかなという気がいたします｡

○島袋托氏 実は行政学は専門で､実を言うとこれ教えているものですから｡実を言うと官僚制機構の

成り立ち､あるいは近代官僚制という発達の歴史からすれば､すべて非常に危うい条項なんですよ｡非常

に大きな危倶をして､今こういうことを言うと､｢お前は職労の手先か｣みたいに言われるかもしれません

が､そういう手先ということではなくて､基本的に公務員組織に関する非人格化､脱人格化とか､それか

ら職務専念義務ですとか､いろんな原理 ･原則があって､それで予測可能な合理性を持つというのが近代

官僚制なんですよ｡予測可能な合理性｡それ一定のインプットをしたら､一定のアウトプットが出てくる

なということでの予測可能性が非常に高い､極めて合理的な組織ということなんですよね｡もしかしたら
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それを､破壊しかねないなということをいつも危倶するんですが､世の中のほうが速く進んでしまって､

今は本当にそれを官僚制の基本原理､近代官僚制度の基本原理と言われたところにまで抵触するような

様々な改革がもう起こりつつあるので､非常に戸惑うト盈いりなんですが､その中で一番重要な点は､行政

組織に対して､議会が条例法律によって規定していくのか､そして議会が行政組織､法律主義あるいは条

例主義､組織条例主義ということで､職員あるいは職員と組織に関して､条例または法律によって規定し

ていく仕組みなのか｡それともこれは知事の裁量で可変､変えることが可能な組織に､職員組織にしてい

くべきなのか､まずそっちの議論｡戦前は日本はプロイセン型の議員風の内閣､プロイセン型のシステム

だったんで､明治憲法下では超然内閣だったんで､憲法上はですね｡ですから､これは単に天皇大権であ

って､実際には内閣の裁量によってどうにでも変えられたんですよ｡ところが戦後は､これが原則的にア

メリカの原則が導入されて､すべての公務員のキャリアに関することに関しても法律､それから組臓に関

しても法律､すべて法律事項に変わったんですよ｡これアメリカ制度が導入されて､戦後は日本も行政職

員の国家公務員法とか､それから国家行政組織法とかすべて法律主義に変わっていったんですよね｡その

戦後のシステムをこちらに入れていくのか､第一の問題は｡それとも戦前型の行政､知事の裁量に入れて

おくのか｡実を言うとイギリスでは今でも首相の裁量なんですよ､組織の関しては｡だから､ぱっぱっぱ

っと変えられるんですよね｡ただ､首相自体は議会から選ばれるということなんで､それはそれで議会主

義が貫徹しているという解釈ではあるのでしょうけれども｡そういった問題｡それからもう一つは､公務

員制度をオープンシステムにするのか､クローズドシステムにするのか､要するに公開的なキャリアがど

んどんどんどん代わっていく開かれた公務員制度にするのか､クローズドっていうのは､要するに下から

上がっていくボトムアップ､ずっと上がっていって終身雇用制にするのか､そういった問題｡終身雇用に

するメリットというのは､近代官僚制は原則的に全部終身雇用なんです｡これは何でかというと､常に中

立的で公平に､さっき言った調整ですね｡社会の利害に対する調整を行うことができる｡身分の保障､例

えば裁判官がそうなんですよ｡終身雇用制なんですよ､裁判官は｡これ終身が採用にされた理由は､要す

るに次の就職の心配とか､そんなことしたら裁判が公平に行われないと｡公平かつ的確な判断をするため

に､終身制を確保しなければ､公務員制度も社会の理解を公平的な立場で調整できないという原則のもと

に終身制になったんです｡

そういったいろんなニーズがあるものですから､そのすべてを公募にして5年任期､あるいは10年で終

了とする場合に関して､もしかしたら大きな問題の生じる可能性のある部分が出てくるかもしれないとい

うことですね｡

例えばイギリスの問題の解決のしかたというのは､原則｢般職に関しては､任期制ではなくて終身雇用

制｡それから幹部職に関しては､オープンキャリアシステムというか公開制で､公募制｡それとうまく組

み合わせることによって､行政組織を制度化しているという状況があるんです｡これ地方の場合｡中央の

場合は､基本的に完全にクローズドで､終身制｡それを採用しているというやり方ですね｡だから､基本

的にもしやるとしても､うまい組み合わせによってやらないといけないのではないかなというイメージで

す｡ちょっと保守的な意見でしたが｡

○曽根浮氏 ありがとうございます｡今これを皇土Zを法律で決めるのかという最初の話ですけど､時

代に合った組織というのは､これが必ずいいというわけではないんで､いつでも変えられる組織でないと､

ほんとは時代に合った組織というのはつくれないと思うんですよね｡それをやるためには､どちらかとい

うと組織は､法律ではなくて知事の権限にしたはうがいいのではないかなというのを自分は感じています｡

今､実際県の組満た､一つ部をなくすのでも､大変何年もかかるんですね｡それで何が変わったかといって

も､時間がかかっている間に何が変わったのかわからなくなってしまうというのは､あまり意味がないの

かなというのは一つありますね｡それから､今の終身雇用と任用の問題は､確かに先非営利とか､兼業の

ところで佐藤さんが言われたみたいに､現実的な癒着とかというものを考えると､その終身雇用の予想可

能な合理性ですか､大事なのかなと思うんですけど､現実の労働内容は､自分が公務体験をした6年の中
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で､この仕事は終身で一生やってなければできない仕事であるという仕事は､今一つも出合ったことない

ので､多分できると思いますけどね｡実際は公務員が何かで休んで臨時任用する時に､何もやったことな

い人が来て､そこに座って1年間仕事をやれるわけですから､そういう仕事の仕方はよくないと思うんです

けど｡終身雇用のメリットはどうなんですかね｡そこはちょっとわからないです｡ちょっとはかの公務員

の皆さんどうですかね｡では､与那嶺さん｡

○与刃陶i武氏 まず､先はど国立大学の先生の兼業の話がありましたが､国立大学も法人化されました

が､ある大学の先生と､たまたま話す機会があって､大学の法人化に伴い国立大学の先生が､議員になる

道というのはないのかというような話をしたことがあるんですね｡そういう話をした時に､この先生が､

木佐先生の本だったと思うんですが､｢いや世界の国の中ではあるんだよ｣ということで､その本を見せて

くれて､ドイツだったかと記憶しているんですが､間違っていたらすみません｡そこの議会の中では､行

政職員などの公務員が入っていたり､大学の先生が入っていたり､また労働組合の書記長が入っていたり

とか､そういう形で構成された議会があるよと教えていただきました｡ただ､そういう国では､社会が､

そういう議会に参加する間は､大学の先生の場合は､講義内容を減らしてくれるとか､企業ですとその分､

業務的には考慮するとか､そういう配慮やバックアップがあるということです｡

行政職員とか豊かな知識を持ち合わせている大学の先生方が議会に入っていくということは､自分は個

人的には非常にいいことなのではないかと思います｡公務員の場合は例えば､地方公務員法などクリアす

べき大きな課題もあると思いますが､ある意味で議会への道というのは､サラリーマンなどの方には狭め

られている道である状況があるのかなという気がしていますので､この案は非常に意義深いような気がし

ています｡個人的には､政治参加の幅を広め､勤め人や大学の先生方が議会に入っていって､議論をする

というのは､より議会が充実した議論ができますので､非常に意義深いのではないかなと思っています｡

行政職員の公募制については､島袋先生の話を聞いてみると､終身雇用も期限付きの任用もどちらも有

効性はあると思います｡今､専門性の高い分野などは､例えばIT関係で電算職員とかを嘱託員という形で､

公務員より高い給与支給をしても効果が出ている部分もあります｡より効率性を高めるという意味では､

専門性の高い方にお任せするということも必要かなと思います｡

選挙事務とか､実際､うちの議会でも､民間の方にやってもらったらどうかという議員さんの質問があ

り､議論がありました｡いろいろな意見がありました｡選挙事務などを民間委託できるかどうかというの

には､クリアする課題は多いかと思いますが､通常の業務に関しては､高い割合で住民の方でも担うこと

ができる可能性は高いかなと思います｡

○玉城和宏氏 やはり職種を変えるというのは､生活保障という社会的保障の基本がそこにないといけ

ないので､本来だったらやはり適材適所で､役所の中であってもその任用のところで､できる仕事のほう

にほんとはシフトしていただきながら､適材適所のバランスを取りながらやっていくのが本当だと思うん

ですよ｡普通､職種をこういうふうに変えずに済ます終身雇用制というのは､そういうチャンスが､社会

的に保障されてないという裏返しの現象だと今いろいろ思っているので､やはりパブリックに対して､沖

縄全体で職種変更にはどのくらい担保するのだと｡そういう最低の基礎的な部分があれは 自分は子供も

いる､年寄りも抱えている､その場合にも少 給々料下がっても､保障は利いているよと｡そのへんの部分

を､総合的に見ないといけないので､そこのところはフアウンドというか､そのへんが非常に利いてくる

のかなと｡だから､将来有用な人を使って組織を動かすのであれば､それは流動性を持っておかないとい

けないし､その流動性を担保する時には､社会保障という部分を本来付け加えておかないといけない｡そ

ういうところがちょっとあるのかなと思いました｡

○弥中寛之氏 近代官僚制の予測可能性の部分に即関連することだと思うのですが､先ほど曽根さんの

ほうから､知り合いの方のお話しとして､一般のそこらへんの道歩をいている人でも､9割方公務員の仕

事ができるよというお話もありました｡実際､素人でもどんどんできるよみたいなお話があったんですけ

ど､自分がシンクタンクで外から行政の現場をちょっとのぞかせてみましたら､非常に何と言うかな､経
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験を積んだ人じゃないと､内部調整が難しいと思います｡これは､縦割り行政の弊害という側面が強いと

思うのですが､セクショナリズムがすごく組織の中に染み込んでいるという実態があるようです｡その実

態を仮に前提とするならば､即経験を積んだ行政マンの人であれば､この部署はこんなふうな論理でこう

いうふうに考えていて､ここをこう押しつつ､こっちもこう突付いてみたいな､何かそういうことに､も

のすごく長けた人がいたりとかする実際の現場を見たりしました｡いわゆる根回しや腹芸等をやりつつ､

自分の目的としている事業を達成していくみたいなことがあるようです｡それを考えますと､やはり何ら

かの形で､例えばイギリスの地方公務員制度でありますような公募と､クローズするようなものとの兼ね

合いというのは､今の行政の仕組みを考えたら必要かなというふうに自分は思いました｡もちろん､この

クローズになる人が､今の公務員制度のように､終身雇用制で､地域によっては民間よりもかなり待遇が

良いという､特権階級的になるのは問題だと思います｡しかも､その公務員の採用が､コネである場合､

現代版の封建社会かな､とすごく問題を感じます｡

○島仲徳子氏 非常に斬新な案だとは思うんですね｡やはり私は現実的に考えます｡今､私たちが目指

そうとしているのは､少ない公務員､少ない職員で効率のいい仕事という時に､10年しか役所の職員を採

用しないという時に､大学を卒業した優秀な方が､まあ優秀でなくても､10年でもう退職､お払い箱､首

を切られるところに就職しようと思いますかしらというのがまずありますし､この業務ごとに採用する､

任期は10年ということは同じポストに10年ということですよね｡10年経ったらまた新しい人が入ってくる

という業務をやる｡このほうはいいんですけれども､統括する管理職ですね､係長もその係長ということ

で公募をしてやる､課長もそういうふうにやる､部長もやるといった時に､どういう人材がいるんだろう

と思うんです｡役所以外の例えば民間の企業で､こういうふうな社会全体で､私たち民間で働いていて､

これは役所でも生かせるので､10年役所の仕事､公務をやっていらっしゃい､出向というそういう社会全

体の仕組みができていれば､そういうふうな管理職､ヘッドの交流もできるかなと思いますけれども､ま

だ社会的にそういうふうに成熟､成熟という言葉が適当かどうかわかりませんけれども､そういうふうに

なってない中で､駒はできてもその統率する､統括するポストを､どうやってこれを埋めていくんだろう

というのがあります｡

曽根さん6年いらしていて本当に感じるところ多いと思います｡何も役所で高いお金払ってこの仕事を

やってもらわなくてもいいのにとかあると思うんです｡ですから､役所でやらなくてもいいところはアウ

トソーシングとか､あとNPOいろいろなやり方でやって､それから次のステップということで､いきな

り10年単位で皆さん大学院を卒業して10年間役所に来ませんかと言われた時に､藤中さん10年後に首切ら

れる､どうなるかわからない､行こうと思いますでしょうか｡

○#中寛之氏 終身雇用 ･年功序列賃金制のもとで､沖縄に所在する､20人以上の事業所の労働者の

3割高の給与や､各種の手厚い制度が完備されているなど､公務員という職場の待遇には､私自身も､と

っても魅力を感じます｡

しかも､曽根さんや沖縄市でしりあった有能な職員の方を見ていると､ポジションと本人のやる気によ

ってはすごくやりがいがあって､社会的に非常に重要な仕事ができる良い職場だなあと思います｡

この公務員の待遇に対して魅力を感じている人は､学生の公務員志望が非常に高いことから言って､一

般的なことだろうなと思います｡その結果､非常に優秀な人材が､公務員になっていると思いますし､沖

縄は､地元志向が強いので､その優秀度は､他の地方より高いのではと勝手に私は思っています｡

しかし､次のような問題や課題があると思います｡その優秀な人材の能力を､十分に発揮できるポジシ

ョンがきちんと設けられているであろうか?ということです｡国のお金 (交付税)ともろもろの公務員制

度のために､優秀な人材をゲットしているものの､役場の業務を､見直した際､民間であれば年収150

万円くらいで素人が十分にやっている仕事を､なんと役場では､年収800万円の経験豊富な方が実施し､

しかも､親方日の丸昏識と公務員の厚遇を保障する制度のため､とってもサービスが悪いということも想

定されると思います｡もちろん､これは､想定されるだけで､全てのケースにおいて言えることではあり
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ませんが､財政難の中､民間よりも高コストなのに低サービスという役場の業務は､徹底的に見直し､公

共性等の担保に留意しつつ､昨今のラディカルなケースの指定管理者制度にあるように､官から民へのア

ウトソーシングを進める改革を断行すべきであると思います｡また､その業務自体が､不要であると判断

されたら,人員削減も含めてリストラするべきだと思います｡

この点について別の側面から指摘させていただきますと､きちんと行政本体の既得権益に徹底的に踏み

込まないと､昨今の ｢三位一体改革｣の地方交付税や補助金の大幅削減という痛みを伴う改革は､この業

務内容と能力と賃金の極端なミスマッチを招いている正職員の公務員人事制度に及ばず､非常勤職員や外

郭団体の下請け等で､低賃金で不安定な職場環境にいる人にしわよせがいくという､ ｢弱い者いじめにな

っただけ｣という結果になってしまいます｡というか､今､実際にコスト削減の文脈で､外郭団体等では､

そうなっています｡

更に､補助金が削減される中で､この人件費等の行政機構を維持するための固定的な経費を､大幅に削ら

ないと､本来の目的である行政サービスを行うための費用を捻出できないという､根幹に関わる重要な問

題があると思います｡

○曽根芳氏 ごめんなさい｡時間がきてしまったんですけれども､これからどうしたらいいんですかね｡

あとショートカットで流したほうがいいですか｡それとも別の日程を取ってやりますか｡では､あと何分

と決めて流しますか｡

(発言する者あり)

そうですよね｡では､ごめんなさい｡自分が整理せず､また事前に送らずやってしまったところが､一

番問題ですね｡申しわけございませんでした｡

それで､残り30分を1項目10分ぐらいしかできないと思います｡行政のところについては､いろいろご

意見をいただいて､そのとおりな部分もかなりあると思います｡特に全部をそうしていいのかということ

ですよね｡では､このへんはちょっと自分のほうでもう一度案をつくって､メーリングリストにきょうの

ご意見を反映して､流して再度またご意見をいただくというところで､行政のところはいいでしょう｡整

理も足りなかったと思いますので｡さっきの島仲さんの話で言うと､雇用の仕組みの問題で､例えば10年

間でも年収が普通大卒だったら300万円とかのところが､最初から800万円10年間貰える､それも新卒が行

くのではなくて､10年以上の社会経験をした人が10年間やるとかということのキャリアというのは､当然

あると思うんですよねOそのまた次のステップをしていくための公務というのはあると思うので､一概に

は言えないと思いますO

では､あと住民と司法と警察がありまして､住民のところなんですけれども､これはほんとに単純に志

木市の市民委員会の形を置き換えて書いてみたんですけども､こういうものをこの条例の中で､見方によ

っては中途半端な仕組みですよね｡うたう必要があるかどうか､要するに直接民主主義というのは､選挙

で担保されているわけです｡住民投票もあるんですけども｡自分はプラスして､直接住民の声が反映する

仕組み､あるいは統治機構の中に住民というものを位置づける必要があるのではないかということで入れ

たんですけども､必要がなければまるまるばっと通れるところだとは思いますが､いかがでしょうか｡

○島親 氏 これはまさしくスコットランドのシビック･フォーラム(CivicForum)に似ているんです

よね｡イゾベル ･リンゼイさんを連れてきた時に､あの方はシビック･フォーラムの副議長で､この話を

してくれたんですよ｡それで基本的には､1番目にどういう内容についてやるかということで､これ意見

表明と書いてあるんですけど､要するに何が世の中で課題になっていて,何が問題かということを意見表

明する｡その機能だけなんですよ｡何かの可決権とかではなくて､それを議会に､これを審議してもらえ

ませんかというぐらいの権限なんですけど｡これがだけど､世の中の一人一人の確かに今でも請願権とか､

いろいろ陳情とかあるんですけれども､これが住民委員会あるいはシビックフォーラムと向こうでは言っ

てましたが､そういった制度化された機構を持てば､議会はそれなりに重視せざるを得ないということで､

これは要するに市民社会を創生するために非常に重要なシステムになるのではないかなということで､大
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賛成ですね｡いい案だというふうに思います｡

○佐藤学氏 議会が本当はこういうのをつくってしまうみたいな､さっき玉城先生おっしゃったような

形でできれば本当はいいんだけど｡はじめ思ったのは,二度手間というか､議会ができることかなと思っ

たんですね｡だけども考えてみると､それはなかなかすぐにはできないし､そういう議会を作らないとい

けないとわけで､そうするとこの提案は非常に良い尾機能を果たすのではないかなと今思います｡

○曽根浮氏 ほかに､どうでしょうか｡逆にないはうがいいという意見の人があれば､お願いしたいで

すね｡

○新崎盛事氏 これは､あったほうがずっといいと思うんですけれども､またさらに議会にも住民が参

加できる仕組み､少し盛り込めないでしょうか｡遠藤先生の講義でしたか､アメリカの地方議会のスライ

ドで､住民が議会でいろいろ発言する機会が与えられている光景を見た覚えがあって､議会にも住民が参

加できる何か文言を入れたら､どうでしょうか｡

○曽根淳氏 イメージですと､公聴会みたいな｡

○佐藤学氏 それが可能なのは､市町村レベルの議会だと思うんですよ｡これ自治州レベルだと難しい

かなと｡それに代わるものとして何かの形でというと､こういう形の住民委員会みたいなものがいいかな

と思います｡市町村の議会だと､住民がどんどん開催日に行って､順番に意見を言う､質問を言うという

ことが可能だと思うのですが｡

○島袋耗氏 原案を見ると､自治州政府の運営にと書いてあるので､おそらく知事の諮問機関､そうい

う位置づけに見えるんですね｡現行で今の様々な市町村でやっている住民委員会と同じように､首長の諮

問機関的な位置づけなんですよ､法的には｡ですし､スコットランドの実を言うと､こういったシビック･

フォーラムという組織も､行政の側に引っ付いているんですが､僕はこれはアメリカ型の議会､大統領関

係､議会､首長関係になるので､議会の側の付属機関として設けたほうがいいのではないですかね｡

○曽根浄氏 今自分が書いたのは､議会､知事､行政に提案できる､意見表明できると書いてあるんで

すけれども､議会がいいですか｡ちょっとこのへんはイメージが｡志木市は､市長に対してと言っている

んですけど､議会がいいですか｡全部がよくないですか｡運営ですね､この文章に引っかかるんですね｡

では､議会には提案 ･提出権を認めていますので､この場合は議会ということで整理します｡最初の運

営という1文を外して､後のほうの議会はというふうにしますか｡

○島袋托氏 自治州政府の運営並びに沖縄Jll議会の審議にと入れたら､それでどうでしょう｡基本的に

は議会の付属機関的なイメージのほうがいいのではないですか｡

○曽根浄氏 では､沖縄自治州の議会､審議及び政府の運営について意見を言えるという議会の付属機

関として位置付けるというような表現に変えればいいでしょうか｡よろしいでしょうか｡はい｡

司法｡司法､難しいんだよな｡こんな書かないで､もう別に定めるだけにしますか｡ちょっと､自分は

わからなかったんですけれども､最高裁､高裁､地裁の関係というのをどうしたらいいですか｡ただ､や

はりこの上告の機会で､今日本の裁判制度の中で権利が保障されているのかなというふうにも見えるんで

すよね｡だから沖縄だけそれが機会がなくなって､いきなり最高裁となってしまうと､よく進む場合はい

いんですけど､悪く進んだ場合に判定する機会というのは減ってしまうのかしらと｡その場合にどういう

ふうに､最初に書いたのは､高裁も国の下に付くことにして､地裁だけ沖縄が持って､高裁は九州に行け

ばいいかなと思ったんだけど､それだとやはりいろんな地域の問題の解決が､地域の中でできなくなって

しまうので､そこで高等まではというイメージだったんですけど｡

○島袋耗氏 これ曽根さんが言っているように､上書きされた法律で裁判について沖縄自治州で結審す

ると､結審することによって､要するに沖縄は沖縄的な､沖縄にメリットがあるような形で結審して沖縄

の利益を守ろうという意見が一方ではあって､それを考えていたんですけど､逆にここで結審してしまっ

て､沖縄の住民にとって不利な裁判の結果が出たとき､上告する権利がない｡最高裁で救済できないじゃ

ないかという意見もありました｡僕のはうとしては日本の最高裁は沖縄にとって不利な判例しか出さない
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からここで結審したほうがはるかにいいのではないかということを言ったんですが､これちょっと議論が

あって､結局両方だね､両方可能性があるねという話になったのではないですか､確か｡そんなイメージ

です｡だからこれ､結局3番の部分は議論したけれども､どうにもならなかったですね｡今よく見てみた

ら､国際的な人権保障の水準ということで書いてあるので､より日本の最高裁よりも住民の権利を守る方

向性がこれで示されているので､これだったらまあいいかなと｡この国際的な人権保障の水準ということ

を念頭にやるということは書かれてなかったですね｡ただ､独自に判断するというのは､裁判官の良心に

基づき判断するのが原則があって､判断の基準を国際的な人権保障とか､書いていいのかなという問題が

一つ出てくるのではないかなと思います｡

○玉城和宏氏 やはり基本的人権ということから考えたら､それは普遍的に人類が希求する､どんどん

高めていくものですから､基本的人権が憲法に書いてあるとかということは､形ではなくて､やはり国際

的なレベルの人権を市民は享受すべきだというふうにしたほうが､基本的でいいと思うんですけどね｡

○佐藤学氏 そうじゃないと面白くないのではないか｡そのぐらいのことを言わんことには､インパク

トがないと｡

○曽根浮氏 一応これは残して､今後､統括的な議論をする中でもう1回､仲地先生とか高良先生の判

断もいただくという形にしますか｡弁護士はどうしますか｡弁護士はいいですか｡

○佐藤学氏 外国の弁護士資格を有する者の弁護士資格というものは､これは相当厳しいのではないか

と思うんですよ｡そもそも法体系が全然違う国からやって来て､それでできるかといったら､これは無理

じゃないですか｡

医者だと､人間の体はどこでも同じなんだけど､だけど法律は違うので､これはちょっと厳しいのでは

ないかと思います｡アメリカの弁護士資格を持っている者が日本にやって来て､日本の法律に基づいた法

律家活動ができるかといったら､これはまず無理ですし､逆も無理だと思うので､ここはおっしゃる意図

はよくわかるんですけど､ここは現実性が低いような感じがありますが｡

○曽根浮氏 わかりました｡では､すぐはずしましょう｡

○新崎盛事氏 要するに､裁判所を自治州の統轄下に置くかどうかですよね｡三権分立のチェック･ア

ンド･バランスのことを考えた時に､裁判所､あるいは検察の人事は国の統合の中に置かれるという位置

づけをすると､あまり自治州の中に裁判所を位置付ける意味がないのではないか､という感じがするんで

すけど｡どうですか｡

○島袋托氏 要するに､検事は自治州に置いても問題はないと思うんですよ､検事に関しては｡ただ裁判

官に関しては､これは国の三権分立で司法権が最高裁に属すると書いてあるんですよね｡その司法権に抵

触するだろうと｡もし自治州の知事とか､自治州の議会が裁判官の任命権を持ってしまったら､おそらく

日本国憲法の三権分立の司法権のところ､最高裁にあると書いてある､その規定におそらく抵触するだろ

うと｡無理だろうと｡本当は裁判官の任命権をほしい､持ちたいということだったんですよ｡そうしない

と沖縄の利益が反映できないだろう｡今､起こっている状況ですね｡それがまた同じことが起きるのでは

ないかということだったんですが､これは日本国憲法の中にある限り､裁判官に関しては無理だろうとい

うことです｡検事に関しては､できると思います｡沖縄のほうで持つことはできると思います｡こっちは

法務省の役人なので｡

○佐藤学氏 そのことで､これがそもそもどこまで可能なのかという質問､私は法律に素人なので伺っ

た覚えがあって､国の法体系がある中で､最高裁判所の下に入る中で､沖縄にこういう裁判所を置くこと

というのは本当に可能なんですかという疑問｡あと､法曹資格を沖縄独自で定めるということが可能なの

かどうかとか｡どなただったか､高良先生のお話だったのかな､その中で出てきたのが､例えば自治州裁

判所の権限を定めることによって､それが可能であるけれども､法曹資格等は裁判所の体系の中に入れる｡

それでなければ､独立するしかないのでという話だったんですよ｡だから独立しないことを前提とした自

治州構想の中で最大限できることを考えると､これではないかというのがこのG2の司法制度でした｡今
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でもよくわからないところがあって､もっとちゃんと法律の先生たちに伺わなければいけないと思うので

すけど｡ここはうんと突付かれてしまうところかもしれないなという気はします｡もうそのへんは法律の

先生におっかぶせるしかないのではないかと自分は思うんですけど｡

○曽根托氏 それでよろしければ､弁護士のところはとって､後の部分は法律の先生にもう一度確認を

するということでよろしいでしょうか｡はい､どうぞ｡

○玉城和宏氏 やはり沖縄のほうの実態､そこをどのように処置するかということの問題にも絡んでく

るわけですよね｡例えは嘉手納基地の騒音訴訟の場合に､向こうの司令官を日本の裁判官が呼び出せない

という､こういう非常識な矛盾､つまり主権がないようなところになっているという､そういう部分もあ

りますので､その主権回復との絡みでこれをどういうふうに持っていくかという､そこは重要なポイント

だと思います｡今のままだったら何もしてくれない｡

○曽根浮氏 それは必要だと思います｡でも､裁判官の人事とは関係ないですよね｡関係ありますか｡

今は裁判所の権限が基地に及ばないというのが問題なんですよね｡

○玉城和宏氏 可能だと思って､それをあえてしない裁判官が問題ですかね｡

○曽根浮氏 裁判官がしないのが問題なんですか｡

○玉城和宏氏 だって主権が日本にあっても沖縄においては実際に機能させていない｡

○曽根浮氏 そうすると､難しいですね｡おっしゃることはわかりますね｡結局､それを突き詰めた三

権分立を考えると､独立しかないということになってしまうわけなんですけど､ちょっとそれは枠組みか

らはずれるのかな｡これは次のステップ､つまりこれが沖縄の千年､百年を決める話ではなくて､まずフ

ァーストステップを考える議論だと思うので｡

(発言する者あり)

わかりました｡それどう表現したらいいのかな｡

○佐辞学氏 例えば､上書きされた法律というところで､カバーできるのではないでしょうか｡条例で

上書きした部分に沖縄州の裁判所が権限を持つということですれば､その条例のところで､何かできるの

ではないか｡今､玉城先生おっしゃったことに関しては｡そこで､独自性を出す､例えば基地への立ち入

等をそこに入れてしまえばいいのではないでしょうか｡

ただ､日本の法体系である裁判所の体系から､離れた形ではできないかもしれないので､多分ここでは､

そこのところの含み､｢上書き｣というところで､一つ可能性があるという読み方をできるのではないかと

思います｡

○曽根淳氏 例えば環境問題で､基地の中の立ち入り検査を認めるというような上書き条例をつくって､

それに関しては異論が出た場合でもこの沖縄の裁判所で､いやそれはいいんですと決まればそれでおしま

いというふうにできるかということですね｡

○佐藤学氏 それにしても､だけど例えば､最高裁判所まで争われてだめと言われたら､だめなんだけ

ど､でもそれはこの枠組みでは仕方のないことではあるんですが､でもだめであってもインパクトがある

というぐらいのことぐらいから始めていかんことにはしょうがないかなと思うわけです｡

○曽根淳氏 このへんはまたもう1回｡はい､どうぞ｡

○難波田到吾氏 基本的にもう憲法の中で､最高裁の系統から外れる裁判所というのは一切禁じていま

すし､またその規則というのは､最高裁が定めるというふうに明確に書かれていて､これは基本的に自治

州の法律の中に､この裁判所に関しての規定を設けること自体が憲法違反になりかねないわけですよね｡

あえてそれでも何かできることがあるとすれば 例え臍中絶の住民が原告になった時に､行政としてそれ

を支援することができないかとか､何かそういう方向で考えざるを得ないのかなという気もするんですけ

れども｡

○佐藤学氏 今難波田さんおっしゃったことを､私も本当にその疑問があって､法律の先生たちに伺っ

た時に､何か言いくるめられたような感じで大丈夫だというお話だったので､何がどう大丈夫かもう一度
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ちゃんとかっちり理屈を立ててもらわないことには不安なんですけど｡これは確か仲地先生がおっしゃっ

たんですよね､大丈夫なんですって｡

○曽根淳氏 わかりました｡時間もほんとに迫っていますので､では､ここは入れる項目として検討す

るのではなくて､入れるかどうかを検討する項目として､今言った分を残して､法律の先生を交えて再度

議論するということでよろしいでしょうか｡

それから､警察ですね｡警察権力の問題と実際の犯罪捜査の有効性というところを､両方考えないと､

住民の福祉の向上は図れないのかなと､そういう面ではほんとに地域警察でいいのかというのをちょっと

思うんで､今の日本の社会においていいのかと思うんですけど｡これはどうですかね｡

○島袋純氏 基本的に警察は､独立行政委員会から公安委員会の管轄下なんですよ｡この公安委員会､

形式上はですね､今は本部長が相当権力を握っていて､結局教育委員会と同じように､中央の警察庁から

派遣されたキャリアが牛耳って､国家警察になってしまっているんですが､原則としては､戦後､自治体

警察化されたはずなんですよ｡自治体警察化されて､さらに警察の民主化のために､公安委員会というも

のを設けて､そこで警察の具体的な働き､作用について議論するという形になったはずなんですよね｡で

すから警察は､アメリカ的な自治体警察の原則をもう一度再構成して､沖縄自治州に持ってくるべきでは

ないかという気がしています｡

ですから警察は､これは知事部局からいって独立させて公安委員会はつくるべきだと思うし､公安委員

会はできれば､何がいいのかな､選挙がいいのかな､アメリカは選挙ですかね｡中立的､公正性､そうい

ったのを担保できるような公安委員会の委員の選出の仕方が必要ではないかなと思います｡そして､中央

の警察庁から独立的な人事を行って､実際に法律の執行に関しては､自分たちで担保していくという形の

ほうがいいのではないかという気がしています｡

ですから､これより最初に置くべきなのは､警察とは何で､そのために公安委員会を設けて､そのもと

に警察業務を行うという形に書いたほうがいいのではないですかね｡

○曽根浮氏 はかに意見ございますか｡どうぞ､佐藤さん｡

○佐藤学氏 警察というのは､当然両面あるわけで､片一方は私たちの安全を守ってくれる警察であり､

もう片一方は実際に権力の暴力装置を維持し､行使する存在であって､片一方制限して片一方伸ばすべき

だ｡どっちがどう問題なのかというと､例えば自治体警察にすべきなのか､国家警察にするべきなのかと

いう話になると思うんですね｡例えばアメリカ型の自治体警察の問題はいっぱいあるわけで､特に人権問

題､人種間題に関して､ばらばらになっている部分がアメリカの場合非常に大きな問題､今でも大きな問

題なわけですね｡だから､自治体警察にしたら､別な問題が出てくる可能性はあるわけですよ｡だから､

私はこれはどっちがいいか､よくわからないんですね｡戦後､日本で自治体警察を導入して､すぐにやめ

てしまったじゃないですか｡その過程がどうだったのか｡今あえてここで､自治州の警察､独立の警察を

つくるということで､やはりもう一度プラスとマイナスを考えて決断する必要があると思うのですけども｡

○島耕 氏 僕が言った自治体警察というのは､市町村に警察を置いて､さらに自治州は自治州で警察

を置くという意味ではなくて､自治州の警察でいいんですけど､それを自治体警察的な警察にしようと｡

結局､警察とは何かといった時に､さっき言ったように公安警察あるいは政治警察と言われている部分と､

市民警察といわれている部分､この二つから成り立っていて､どっちが警察の中枢かといったら公安なん

ですよ｡どこからどう見ても｡それで､公安が国家権力の中枢を握っているし､警察の本質であるかもし

れないんですよ､ある意味で言えば｡

ただし､だけど民主的な社会においては､市民警察こそが中心になるべきではないだろうかという意見

がずっと強くて､市民警察というのは何かというと､いちばん実現する可能性が高い方法としては､やは

り自治体警察的な警察で､だけど市町村が警察を持つのは大変なので､自治州自体が市民警察を中心に再

編成されるべきだろうと｡それにおいては､その公安に関する公安委員会の委員の､例えば民主的に選出

する｡ちょっと危ないんですけど､民主的に選出するよりも選挙で勝ったほうが権力を独占する可能性も
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あるんですが､そういった制度しかあり得ないのではないかと｡知事部局からいって独立させて､しかも

それを民主的な統制に服するようなシステムにしていくと｡そうすることによって､市民警察的な部分を

より多くしていく方法がいいのではないかというイメージです｡

○曽根許氏 もう時間になりますので､基本的にこの今の前段のところで､警察とは何か､市民警察で

あるべきと｡公安委員会を民主的なあり方で知事部局から独立して持つということで､地域警察でとりあ

えずいってみるということでよろしいでしょうか｡

はい｡ちょっと大変オーバーしてしまって､申しわけございませんでした｡一応これで再整理してまた

メールで送って議論していただいて､必要な部分は全体の再議論の中で検討していただきます｡以上終わ

ります｡
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