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どうぞ｡今､マイクがいきます｡

○フロア (大村氏) 大村といいます｡

質問より､意見として聞いてもらったほうがいいと思います｡まず､沖縄の歴史的､文化的な

ものに基づいてこの道州制を考えていこうと､基本的に把握しています｡しかし､沖縄の歴史を

明治維新後見たときでも､明治政府は沖縄を植民地として扱った｡これは事実が証明しておりま

すから言いません｡それを引き継いだ形で現在の沖縄米軍の集中､あるいはアメリカ軍支配があ

ったというふうに理解しております｡

それはさかのぼれば1609年の薩摩支配から始まっておりますので､それをはね返していくチャ

ンスに､この道州制をすべきだというふうに､基本的に僕は認識をしております｡そうしますと､

かつての琉球王国､僕は沖縄の場合､もっとさかのぼって考えておりますけれども､直近の近代

的な歴史というと､琉球王国の藩では奄美大島まで含んでおります｡琉球孤という枠の中で､こ

の道州制を生かしていく沖縄の将来のために､こういう発想がちょっと見受けられないので､こ

こは少し僕の考え方と違うなということが 1つあります｡

それで､沖縄では明治の太田朝敷さんが ｢くしゃみをすることまで大和を見習いなさい｣と｡

それを体系化したものとして､伊波普猷さんが日琉球同祖論を打ち上げて､沖縄みずから本土へ

の同化を求めていった｡古い過程の中で西銘順治､前の知事が ｢ヤマトンチュになりたくてなり

きれない心｣と言った､その矛盾の中に我々は生きてきた｡この矛盾を克服しない限り､沖縄の

将来というのは制度をいじるだけでは僕はできていかないだろうと､こう思いますけれども､そ

のへんについてはどうでしょうか｡以上です｡

○司会 (仲地博氏) 2点だったでしょうか｡奄美を含まないのか､その発想があったのかと

いうことと､それから沖縄の歴史を踏まえて西銘順治元知事の ｢沖縄の心とはヤマトンチュにな

ろうとしてなりきれない心｣､この矛盾の克服なくして新しい沖縄州はできないのではないかとい

う意見であり､また､壇上､あるいはフロアの皆さんに対するご質問だと思います｡

これについてはフロアからのご意見を求めたいと思います｡

江上さん､どうでしょうかね｡西銘さんの発言に対する考え方は｡西銘さんのヤマトンチュに

なろうとしてなりきれない心と､これを克服することなくして新しい沖縄の自治州構想は描けな

いのではないかと大村さんは問うていますが｡

○江上能裁氏 沖縄に25年いましたけれども､ヤマトンチュの私には重たい質問で､真正面か

ら答えることはちょっと--･

○司会 (仲地博氏) 江上さんがヤマトンチュというのは忘れていました｡

○江上能義氏 ああ､そうですか｡それはありがとうございます｡

でも､いま言及された西銘知事のあの言葉には､私も非常に強い印象を受けました｡いろんな

考え方と立場があっても､沖縄の人々の多くは心の奥底でそうした気持ちをもっておられるのだ

な､と思い知らされました｡私はその逆の立場で沖縄で長年､暮らしたのですが ･･･､そうい

う矛盾や葛藤の中で生きていくというのはやはり､たやすいことではないと思います｡全然､答

えになっていないのですが､私は1977年に､復帰して5年目に初めて､沖縄にやってきました｡

そのときに､東京では､もう復帰して5年もなるから沖縄は本土並みになっているはずだ､全然

日本と変わらないよ､ということを言われて､当時､いまの首里城の場所にあった琉球大学に何

の考えもなしに私は赴任したんですけれども､沖縄に来てみて樗然としました｡というのは､東

京の人々が言っていた見方とは全然違って､沖縄は全く本土並みになっていなかったからです｡

米軍基地がたくさんあって､本当に基地の島としての厳しい状況があって私は驚きました｡そ

して沖縄を基地の島のままに放置している日本政府は非常に無責任だと思ったんです｡なぜそう

なったんだろうかということを沖縄で暮らしながらその後､いろいろと考えました､今でも明確
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な回答は兄い出せていないのですけれども､私が注目したのは､復帰のときに沖縄内外で沖縄自

治州論の主張があったということです｡だがそうした主張は少数意見でした｡やはり本土並み復

帰ということが前面に出て､基地問題が焦点だったということもありますけれども､本土並み､

つまり県として復帰するというのが大前提であって､結局､日本の政治機構下の3割自治の中に

組み込まれることになった｡その結果､沖縄は自治権とか主体性を失っていったというところに､

ひとつの大きな原因があるのではないでしょうか｡復帰の時点で､沖縄は県ではなくて､自治州

などのような工夫された制度が沖縄側から提示されていたら､復帰して30年以上も経つのに､こ

のように基地の島の風景が復帰前とほとんど変わらないような状況には､なっていなかったんで

はないかという気がします｡仲地先生の質問に対する答えになっていなくてすみません｡

○司会 (仲地博氏) お答えしにくかった面もあったかと思います｡

時間は限られていますけど､この間題は本質的な問題を含んでいるように思われますので､も

うお一方､今度はウチナーンチュを代表しまして､島袋さんに感想､ご意見､3分ぐらいでお願

いします｡

この点については比屋根さんのご意見もお聞きしたいところですが､もう島袋さんで打ち止め

にしておきましょう｡

○島袋純氏 島袋です｡私の場合は､次の発表の中で沖縄の人々､ピープルの自己決定権とい

うことで､みずから我々がどういう人々であって､どういう政治的な権限を持つべきなのか､持

ち得るのかということについて明記しています｡

これについては､次の発表のときでやっていきたいとは思うんですが､基本的に自分たちはウ

チナーンチュ､自分たち独自の立場であるということを認識して､それでさらに制度を構築しな

いと､沖縄の場合は自治権についていろんな法制というものができにくいだろうと､できないだ

ろうと｡しかも､それをやったほうがいいだろうというような発想が基本的にあります｡

ですから､次の時間にちょっとそれについてはまたさらに詳しく話したいと思います｡

○司会 (仲地博氏) はい､ありがとうございます｡

今､手が挙がったご3名の方に発言をしていただきますが､3分ずつぐらいでお願いします｡

まず､比屋根先生のほうから｡

○フロア (比屋根氏) 先ほどは壇上からのご指名でありますから､私は今､本論のことを話

したいというのが､これが本論なんですけれども､私はこういう会が公に大学の研究者を含めて

できるようになったというのが､非常にある種の感慨があるんです｡江上先生が先はど言われて

いましたように｡

ですから､申し上げたいことは､まずこの場所にはいろんな実践的な思いや､独立論に対する

思考や､そういうさまざまな沖縄の今の思想空間が凝縮されていると思うんです｡ただいまのご

意見なども､私はそういうふうに思いますけれども､ただ､まず当面我々が考えたいのは､こう

いうデザインなり構想をきっちり打ち出して､そこから議論を始めて

みようじゃないかというのが､私はこの会の趣旨ではないかと思いますので､この会のこうした

試みを今後何度も何度も繰り返していただいて､僕はもう4時過ぎには出なければいけませんか

ら､佐藤さんと島袋さんのとても興味深いお話は聞けませんので申し上げたいんですけれども､

私はこの時期の関係で､今大学で講義をしているのは､住民提起の憲法構想の問題なんです､実

は｡

高良さんや､次の佐藤､島袋､日本連邦論とも関係して､私がもうちょっと皆さんに原点に返

って歴史の問題を勉強していただきたいのは､植木枝盛の日本国憲法案というのがご存じのよう

にあります｡これは要するに､そういう徹底した自治論と国と､そういう関係等々について非常

に細かい規定があって､おそらく抵抗権の問題もこの規定が初めてではないかと､日本ではです
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ね｡

そういうようなことを考えてみて､ようやくこういうような議論が新しい州､自治体外交権や

州条例や､さまざまなそういうようなことが議論できたことを､私は非常にある種の感銘をもっ

て､ぜひこの会合が今後こういう提起を続けていただきたいと､そういう希望であります｡以上

です｡

○司会 (仲地博氏) 励まし､ありがとうございました｡

それではさっき手を挙げたお二方､どうぞ｡

○フロア (平良長政氏) 県会議員の平良長政といいます｡

2つばかり質問したいと思いますが､まず市町村長により構成される上院とか､もういろんな

すぼらしい考えのもとで､こういう案が出たことを大変喜んでおります｡

質問の第 1ですが､1つは財政の問題ですが､こちらに4で財政とありますが､いつだか独立

論について､居酒屋で独立しようとずっと飲みながらやるけれども､翌日は酔いが醒めるととも

にばっと忘れているというのは､やはりこれは居酒屋独立論ではないかと抑檎されましたが､そ

ういう財政的な基盤とか､そういうのがないからではないかというふうに聞いたことがあります

が､その中でどうしてもよくわからない､例えば､一括交付金の交付とか､沖縄独自の財政基金

とか､例えば､中央の政府が基地を沖縄に押しつけている､そういう中では､やはり沖縄をそう

いう自治州みたいな形にはさせたくない､あるいは財源も渡したくない､その中で支配しようと

いうふうにあると思うんですが､そのへんでどういうふうにして沖縄が自治州として独立できる

か､そういう財政基盤を持ち得るかという､そういう議論がどのようになされたかというのを聞

きたいと思うんですが､島袋純先生がスコットランドの研究をなさっていて､いわゆる現在ブレ

ア政権なんかで10%ですか､イギリス本国の10%一括､スコットランドにあげて､そこでスコッ

トランド議会で決めていくという､そういう話もあったんですが､その財源のことを､どういう

ふうにして､例えば､税源委譲させてやるかとか､一括どれぐらいしてやるのかということをお

聞かせください｡

それからもう1つは､例えば大分県の前の平松知事が､やっぱり九州は全部 1つでくくろうと

いうところに､安保という言葉もやっぱり出ていて､基地もやはり沖縄は離したくない､九州全

部でまとめていこうということがあると思いますが､道州制との関係ですね｡例えば､これは自

治労が前にやったいろんな提案もあるわけですが､うまくいかなったという時代背景がありまし

たが､今は道州制の議論があるので､道州制の1つとして､沖縄が九州と一緒ではなくて､やは

り沖縄の自治をという場合､沖縄が独自の州になりたいという議論についてもその内容を教えて

いただきたいと思います｡

○司会 (伸也博氏) もうお一方､手を挙げた方はどなたでしたでしょうか｡すみません､前

の方はもう勘弁してください｡後ろ､手を挙げた方｡残り時間が大変少なくなっておりますので､

3分程度で｡

○フロア (比嘉氏) 比嘉と申します｡

自治には住民の意思というものが必要不可欠だと思いますが､現状を見てみると､これからの

将来を担っていく若者の政治離れ､いわゆる政治への無関心が少々目立ってきています｡これに

ついてどうお考えでしょうか｡いくら制度をつくっても､機能しなければ意味をなさないのでは

ないでしょうか｡

私の意見ですが､私はこの自治は教育がとても必要だと思います｡私と同世代の中には､私は

ウチナーンチュだからという誇りを持っている人がとても少なくて､大人の人が何とかしてくれ

るだろうという人がとても多く見受けられます｡学校では日本史を教えるが､琉球史､沖縄史の

歴史については一切教えられていません｡そういうのをなしに､私はウチナーンチュだ､ただ沖
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縄に住んでいるからウチナーンチュだという考えしか持てない若者が増えていると思います｡

だから､教育をまずは改革というか､教育に沖縄らしさというものを取り入れていくことにお

いて､自治というものは実現するのではないでしょうか｡

○司会 (仲地博氏) はい､ありがとうございます｡

どうぞ､手を挙げた前の方､いいですか｡2分ほどでお願いします｡

○フロア (玉城氏) 玉城と申します｡

西銘知事のほうのお話で､日本人になりきれないウチナーンチュという話がありましたけれど

も､基本的に私もウチナーンチュですけども､他力本願で財政を握られ､実権を握られ､そうい

う実権を握られた中において､仕方なしに日本化していくという､同化していくという､そうい

う政策がずっととられてきていると｡今回､憲法を含めて自分たちで実権を握ろうじゃないかと

いう､そういう主張が非常に明確になされている｡これは非常に僕はすぼらしくて､大いに参考

にしたいと思っております｡

それから､教育の話を今先はどの方がしましたので､私自身も教育に関係しておりますので少

し述べますと､やはり皇民化教育と言いますか､そういう部分が非常にまだきいている｡私はそ

んなに若くないんですけれども､もっと年配の方というのは､もう天皇の名前をずらっと述べら

れるぐらい､昔の教育勅語の話も全部入っていますし､そのへんは非常にマインドコントロール

は行き渡っている｡やはり主体をもった自治､主体をもった沖縄のほうにしていただきたい｡そ

のためのアクションプログラムを､ついでに理念とアクションプログラムをぜひ提示していただ

きたいと､そういうふうに考えております｡どうもありがとうございました｡

○司会 (伸也博氏) ただいまのご3名とも､大変重要な問題を提起されたと思います｡

沖縄が自治州になるにしても財政的基盤をどう確立するか､どの程度の議論がなされたのかと

いう疑問の提起｡

それから､政治的な無関心層が多い｡いくら制度をつくっても政治的無関心だったら､これは

絵に描いた餅で､教育が重要ではないかというご指摘｡

そして3番目が､そのために主体性をもった人間を育てるアクションプログラムまで考えない

といけないのではないかというご指摘でした｡

以上の3名のご発言に対して､高良さんと照屋さんのご意見をそれぞれ3分ずつお聞きしたい

と思います｡

○照屋寛之氏 政治の無関心をどうするかということですが､政治に関心があれば自治も育ち

やすいわけですね｡ところが残念ながら､政治にはあまり関心を示さないわけですね｡これは昨

今の全国的な投票率を見てもわかるように､投票率は下がる一方なんですね｡一時期は､今から

6年前の参議院でしたかね､45%まで投票率が下がったこともあります｡まさしくこれは議会制

度が維持できなくなるぐらいの投票率まで下がったこともありますね､これは別に若者だけでは

なくて､大人も政治に関心が薄いのではないかということになるわけですけれども､ご質問のほ

うは､特に若者に､若者の政治への無関心を教育との関連でのご質問だと思うので､そこに絞っ

て話をしたいんですが､私は教育､私も大学の教員として教育にかかわっておりますけれども､

私はこの投票率が低い､若者が政治に関心が薄いというのは､1つにはやはり小 ･中 ･高におけ

る教育に､私は問題があるんじゃないかなと思うんですね｡

例えば､県議選挙､参議院選挙､衆議院選挙､市長選挙が行われていても､社会科の授業でこ

れを取り上げるのかなというと､全く取り上げないわけですね｡普通どおりの社会科の授業が行

われるわけですね｡理科の時間に実験があるならば､社会科の時間にはこのような政治のことが

起こった場合は､それを教材として教員が ｢今は市長選挙が行われている､皆さんはどうですか､

一緒に考えてみよう｣とか､というふうなことでやれば､私は政治に関心を持つだろうと思うわ

- 150-



けです｡高校生だってそうですね｡高校生というのはもうすぐ有権者になるんですけれども､な

かなか政治への関心は薄いですね｡

そして､また学校教育というのは､どっちかというと政治を嫌ったんですね｡政治ほど大事な

ものはないのに､政治を非常に避けてきたわけですね｡中立という美名のもとに隠れて､政治を

我々は避けてきた｡そこに私は若者の政治的な無関心をつくった 1つの大きな要因があるんじゃ

ないかなと思いますね｡それで20歳になった途端に､皆さん投票所に行きましょうと言ったって､

もうだめなんですね｡無関心になった時点から､皆さんどうぞと ｢投票所へ｣と言われたって､

これは投票所に向かえなくなってしまっているわけですよ｡特に､私は日本はこの点が強いんじ

ゃないかなと思いますよ｡高校生が選挙運動を手伝うことも政治への関心を高めるためにはいい

方法だと思いますがね｡例えば､選挙事務所での宛名書き､切手はり､看板作りなどに参加させ

たり､或いは投票所での手伝いや開票所での手伝いなどをさせたら政治､選挙への関心も高まる

のではないでしょうか｡

○司会 (仲地博氏) 照屋さん､簡潔に｡

○照屋寛之氏 このように選挙運動を手伝うというふうな､いわば社会風土を醸成していくこ

とも大切ですね｡アメリカでは高校生が選挙事務所へ行って手伝って､ポスター張り､ビラ配り､

いろんなことをやって､これも単位として認めましょうという州もあるみたいなんですね｡そう

いうふうなことであれば､若者ももっともっと政治に目を向けるのではないかなという感じがい

たします｡

○司会 (仲地博氏) 高良さん､2分で｡私たちが話しすぎると､次の連邦制の議論がそれだ

け時間が短くなりますので､簡潔にお願いします｡

○高良鉄美氏 このグループのもともとの考え方というのは､いろんな人権と自治と自立､や

っぱりこういうものはすべて共通した土壌の中にあるんじゃないかと｡こういうことが議論され

てきたわけです｡したがって､その自立の中には財政的なものも当然あるし､それから地方自治､

それから教育､あるいは文化､そういったことも含めていろんな議論をしたんですが､先はどの､

やはり居酒屋独立論という域からは､厳しく見ると出ていなかったのかもしれないなというのが

あります｡

ただ､スコットランドの話が出ましたが､この財政部門はスコットランドモデルを基本にして

います｡そして､まず憲法の中で一番重要なことは､なぜ地方自治を入れたかということになる

んですが､国の姿勢というのは､地方ができないことをなるべくサポー トしようという根本的な

ものが､今あるのかどうかというのが問題だと思いますね｡そういった意味で､いろんな例が出

ますけれども､まさに日本の中の常識と思っているのが常識じゃない部分というのがかなりあり

ます｡

憲法の中でも､そういう我々が憲法の中でと思っている範囲というのは､実は我々はほんのわ

ずかなところを見て憲法の範囲と思っているんですね｡この範囲の中で動いては自治とか､いろ

んな形の制度ができあがっているわけで､もっと大きな範囲があるということですね｡特に沖縄

からはそういう役割というのがあるでしょうし､きょう集まってくださった皆さんの､これから

一緒につくりあげていく機運というのが､まさに沖縄からの発信ということになるでしょうし､

Glグループで中部病院の話を宗前さんがしていましたが､かりゆしウエアの話を私はすると､

なぜ･--

○司会 (仲地博氏) もうかりゆしウエアの話はやめて--｡

○高良鉄美氏 ということで､もう言いたいことはわかると思いますが､これは常識ではなか

ったかということになりますと､そうでもないということですね｡

本当にそういう発想の中でどんどん広げていけることを､1つの指針と言いますか､そういう
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点でちょっとまとめにはなっていませんが､ぜひこれからの研究会に顔を出していただけると､

また細かい点までわかってくると思いますので､よろしくお願いします｡

○司会 (仲地博氏) どうもありがとうございました｡

私どもの会の財政の都合で､5時きっちりに終わらなければならないということになっており

ますので､私の総括は30秒で行います｡

生煮えの議論を提示すると冒頭言いましたけれども､照屋さんが生煮えどころか､材料を集め

た段階だということでした｡そのとおりであります｡集め損ねた材料もあるし､不要な材料も多

分入っているのだろうと思います｡しかし比屋根さんが､それでもなお､こういうことをするこ

との意義があると言ってくださいましたことにを大変心強く思います｡

ご質問をされた方､ご意見を述べた方ももっと言いたかったと､手を途中まで挙げた方もいら

っしゃいました｡申しわけありません｡議論全体､生煮え感ですけれども､生煮えであるがゆえ

に､次回への期待も高まるのかなと､そんなふうな印象を持ちまして､このG2グループの報告

を終わります｡以上です｡

○総合司会 (照屋勉) ありがとうございました｡

グループ2の憲法第95条に基づく沖縄自治州基本法､仲地､高良､照屋､3名のご報告でござ

いました｡

それでは最後になりますが､G3の報告でございます｡｢日本連邦｣基本構想､江上､佐藤､島

袋､3名のご報告でございます｡よろしくお願いいたします｡

○司会 (江上能義氏) ご紹介いただきました江上です｡

G3グループの憲法の枠を越える自治制度の簡単な経過説明をいたします｡我々のG3グルー

プは､佐藤さんと島袋さんと私の3名です｡でも私は東京におりまして､ほとんど研究会には参

加することができなかったことをまずお二人にお詫びしなければなりません｡でも､少しは参加

できました｡この報告のためにリージョナリズムに関連する研究会を早稲田大学でやりました｡

早稲田大学の同僚に片木先生というドイツの専門家がいましたので､その専門家からドイツの連

邦制度について話を聞く研究会を持ちました｡そのときにお招きした桜美林大学の吉田先生から

カナダの連邦制についてお話を聞くことができました｡

さらに､私は参加できませんでしたけれども､沖純県はとにかく島峡県ですから､G3グルー

プはこの沖縄で島峡国の研究､太平洋諸国あるいはマルタの研究会などを重ねて､ここに至りま

した｡もともとたたき台として､島袋さんが私的なホームページで沖縄の自治確立の手順として､

短期 ･中期 ･長期のピジョンを描いています｡この3つのうち､長期のピジョンをたたき台とし

て､佐藤さんと島袋さんが討論し､練り上げてここに上がっています｡

もちろん､これも今までの報告と同様､生煮えの中間的な報告でありますので､ぜひまた皆さ

ん方のご意見を取り入れて､もっといいものにしていきたいと願っています｡

では､このG3グループの ｢日本連邦｣基本構想について､佐藤さんと島袋純さんのコンビネ

ーションで報告をよろしくお願いします｡

○佐藤学氏 沖縄国際大学の佐藤です.

ただいまの江上先生のお話にちょっと訂正がございまして､江上先生は東京におられるのであ

まり研究会に出席できなかったというのは､これは事実に反しています｡一部では江上先生が早

稲田大学で教鞭を執っておられるというのはうそではないかという噂が流れたほどに､江上先生

はしばしば沖縄に戻って研究会に参加して下さっていますので､先はどのご挨拶に関して少々訂

正させて頂きます｡

さて､ここでは､もともと島袋さんの私的な構想に基づいた案を発表致します｡これはぜひホ

ームページで見ていただきたいのですが､島袋さんが非常に撤密な構想､そしてそれに向かった
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プロセスまで論じたものを､2年前に公表されています｡その島袋案を骨格として日本連邦とい

う案を提示致します｡

最初に､理由､制度のポイントというところにかかわるご紹介を､まず私がいたしまして､そ

の後､制度の提案の根幹にかかわるところを島袋さんに論じていただき､最後にまた私が引き取

って少しお話しするということに致します｡

日本連邦というお話は､既に先ほど居酒屋独立論という話が出ていますけども､これは何か夢

物語のような､根拠のない話､現実に根差さない､そういうものをここに出してきているのでは

ないか､という印象を持たれるのではないかと思います｡自分たちが始めたときに､このG3､

3番目のグループはほら吹きグループという別名を自ら付けました｡別にほらを吹くつもりはな

いんですけれども､どういうことかと言いますと､今の枠組みを全く外れて考えてみよう､そう

いうことです｡

私たちは別にここで夢物語を語るつもりも､実現不可能な､現実に根差さない､そういう提案

をするつもりはございません｡ですので､まずそこからちょっとお話をしたいのです｡この日本

連邦という案､言葉自体がいささか劇的ではないかという印象をお持ちかと思います｡まず､こ

れは劇的ではなのだということを最初に触れたいと思います｡

連邦という言葉､あるいはこれを考えると､沖縄が独立するのではないかということをお考え

なのかと思います｡しかし､国と国､あるいは国とその中の地域の関係というのは一色ではあり

ません｡日本の場合は単一国家制であり､連邦政府ではありませんが､世界には単一国家制度で

統治している国もあれば､連邦制もある｡またそのほかにさまざまな形態があるわけです｡独立

国でありながら､ある別な独立国と国の仕事の一部に関してはそれをゆだねるという形で､なお

かつ大事なところでは独立を維持している例も多い｡

例えば､ミクロネシア連邦あマーシャル連邦という国は､アメリカとの間でそういう自由連合

協定を結んでいて､軍事 ･治安に関してはアメリカにゆだねるけれども､ほかのところでは独立

性を保つ｡そういう形態があるわけです｡あるいはプエル トリコとアメリカ合衆国の関係､ある

いはグアムと合衆国の関係と､さまざまな段階があるわけです｡地域と国家の関係には､世界の

中にさまざまな例があるということを､私たちはこのグループの勉強会の中で見てまいりました｡

ですので､この連邦案ということは､これは必ずしも劇的ではないという見方ができる｡しか

し､もう一方で､これはやはり劇的ではあります｡現行憲法の枠を越えるという議論ですので､

これは劇的ではある｡何でそのような劇的なことが必要か｡これは島袋さんの書かれた理由とい

うところにありますけれども､8月の沖国大へのヘリ墜落事故､その後の事件で明白なように､

沖縄は地位協定をどうするかという問題､あるいは､日米安全保障条約をどうするかという問題

に直面しているわけですけども､今のままでは沖縄県として何ができるのだろうか｡実際のとこ

ろは文句を言うことすらなかなかできない状況でしかありません｡

これを根本的に改善していこうと思えば､何らかの形で自主的な､自治的な外交権を確立して

いくことが必要となってくる｡この必要性というのは､多くの方々に認識されているのではない

か｡他方､では独立するのか｡それは無理だろう｡議論はいつもそこで終わりです｡

私たちがここで考えたいのは､沖縄が自分たちの外交権を確立することはできないのかどうか｡

どうすればできるのか｡そのような道筋をまず考えたい｡そのことで考えていくと､これは今後

の日本を考えた場合に､沖縄がこのような､ある程度､劇的な変化を志向する必要があるのでは

ないかと考えるわけです｡それはなぜか｡

これはまた後ほど議論になるかと思いますけれども､先はど財政の問題が出てまいりました｡

これまで日本の､東京の政府が沖縄に対して財政的な措置を行う｡その背景､あるいは担保､人

質､これは何だったかというと､歴史への購罪であり､あるいは基地の存在である｡基地負担に
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対する賠償という形で与えてきたわけです｡果たして､これがそのまま続いていくのかどうか｡

沖縄側としてこれに依存し続けることができるのかどうか､そういう問題｡あるいは依存し続け

るべきなのか｡そういう問題が出てきているわけです｡

米軍の再編成､海外米軍の再編成が連日報道されています｡今のままでいけば､これは､沖縄

だけではなくて､日本の米軍基地というものはアメリカの安全保障､あるいはアメリカの軍事戦

略の中に､より高度な形で組み込まれていくことになる｡それはどういうことかというと､現行

の日米安全保障の理解の枠を越えた役割を果たすようになる｡沖縄､あるいは日本の他の基地か

ら､どこへでも米軍が飛んで行けるような形の再編に組み込まれていく､あるいは､自衛隊が本

格的に米軍の肩代わりをする､そういう道筋が見えているわけです｡

そういう中で､今までの考え方の枠組みのままで大丈夫なのか｡そのことを提起するわけです｡

沖縄として､日本に影響を与えることができるのではないか｡そういうものをもう論点として考

えたいわけです｡今のまま日本がこのままの形でいってしまう｡そうすれば､日本はアメリカの

軍事的な出店であり続ける｡それで大丈夫なのか｡

それに対して沖縄が､私たちの構想のもとで､少し切れた形の自主的な外交をしていくこと｡

東京とは､やや独立した形の外交政策をとることによって､むしろ日本の政府､東京の政府が利

益を受けるという､そういう形をつくり出せるのではないかと考えます｡このへんが､私の考え

る､自分たちの日本連邦を現実に根差すものにすることが可能ではないか､単なる夢物語を超え

るのではないかという論拠です｡

制度のポイントに関しては､これは独立を目指すというものではございません｡ですので､経

済等の基本的な枠組みは､これまでの現行の枠組み､法制をそのまま使っていく､その中でおさ

めていくということです｡

その中で､とにかく基地問題に関して､8月の事態で明るみに出た状況を､私たち沖縄に住む

者はどうとらえるのか｡私はヤマトンチュで沖縄に来てまだ2年半しか経ちませんから､そうい

う立場ではものを言う十分な資格はまだないというのは十分承知の上で申しますけれども､沖縄

が基地問題に関して主導権､主体的な対応は何もできないという状況､これを見て､どうするか｡

おそらく私たちのグループの提案が持つ現実性は､この8月以降少し変わったのではないか､上

がったのではないかと考えるわけです｡

また財政状況から考えても､この自治研究会が始まった2年半前と比べると､今は異なる制度

を試行する､提案する意味というのは､はるかに現実味を帯びてきているものではないかと考え

るわけです｡

この後､島袋さんに根幹となる制度の解説をしてもらいます｡

○島袋耗氏 では引き続き､｢日本連邦｣ということなんですが､これは日本全体の制度が連邦

制的に変わる｡あるいはイギリスのコモンウェルス的なものなどを想像しながら､日本全体の仕

組み自体､連邦的に変えていっていただきたいということですが､実を言うと､沖縄に関しても

連邦的な仕組み､琉球連邦といいますか､沖縄自体の内部におきましても連邦制的な仕組みを考

えています｡これはホームページ上に明確に書いてあるんですが､今回の説明では､市町村､あ

るいは沖縄の中央レベルの下のレベルに関してはすべて省いてあります｡基本的に外交関係を中

心にして列挙しております｡

それで､私の基本的な発想は何かと言いますと､基本的に克服すべき対象､つまり敵と言いま

すか､それは近代の国民国家システムです｡国民国家のシステムが周辺的な地域､周辺的な民族

に関して多大な負担を与え､質草にし､負けたら売る､勝ったら取る｡そういうことを常にやっ

てきたと思っています｡国民国家システムにある限り､基本的に我々沖縄のようなは周辺的な民

族や地域は､幸せになれないんじゃないか｡次に戦争が起こったら､おそらく絶滅させられるだ
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ろうということです｡沖縄戦で絶滅一歩手前だったんですが､私の明白な ｢敵｣と言いますか､

克服すべき対象として研究を揺り動かしたい最大の標的は国民国家､あるいは近代の主権国家の

システムそのものだと言って過言ではないです｡

これは､国内におきましては国民国家の体系,それから国際関係におきましては､主権国家間

システムという言葉で Ⅰ･ウオーラステインという方が説明していますが､国民国家が国境を接

して対略し合って､お互いに武力を行使し合う状況です｡したがって､国境付近は必ず戦場にな

る､戦争に負けたら売り払われる､とりあげられる､そういう常に被害をこうむってきたわけで

す｡

ですから､21世紀型の世界システム､あるいは国家のシステムというのはどうにか変えたい｡

基本的に新しい統治のシステムになっていくことはできないか､その可能性はどうなのか｡我々

の研究グループは､言ってみればそれを探っていく勉強会だったわけです｡ですから､欧州のリ

ージョナリズムの中から､それから太平洋島峡国､さまざまな世界においては国連に議席を持っ

ている国内の国家もあれば､国連に議席を持っていないけど､ほとんど主権国家という国もあり､

さまざまな､実を言うと多様な自治の形態､あるいは国家的な形態があるということがよくわか

ったわけです｡

それをもとに､基本的に沖縄 ･琉球を単位に､小さな国民国家を再構成するという､そういう

発想では､自分たち自身で自分達の首を絞めることになるだろうということです｡沖縄だって多

様な島々に基づく､多様な文化に基づく島々からなっているわけですから､国民国家路線でいけ

ば､そういう多様性自体を抹殺しかねない｡

実を言うと今のシステムの中では､我々沖縄は国際法上の ｢人民｣として､自分たちを自己定

義し､国民国家をつくるという権利を有しているのではないか｡この線上にのっとって国際的に

訴えて､そして自分たちで国民国家をつくるということで独立宣言をするという可能性もあるだ

ろうと思っています｡だけれども､私たちはそうではなくて､対外的な自律に関わる権限は､自

分たちの今､目の前にある課題を解決するための､自分たちの自治のために使える権限として想

定し､使っていこうということです｡

あくまで沖縄の人々が､沖縄の自分たちの生き残り､自分たちの幸せのためにつくっていく､

そういったものですから､沖縄の中において国民国家を再構成し､国民国家のシステムを再強化

するようなことはしたくない｡ですからナショナリズムというものを､沖縄ナショナリズム､琉

球ナショナリズムを徹底的に排除したいという意識があります｡

さっきのアイデンティティーの問題があったんですが､当然ながらアイデンティティーという

のは強く沖縄の基盤になると思います｡そして､沖縄の主権､もしくは主権に準ずるような高度

な自治権を取得する｡理論的な根拠になると思います｡ですが､一番重要なのは､沖縄の国民国

家を作ることではなく､基本的に沖縄の自分たちで自分たちの政治､自分たちにかかわる事柄を

すべてやはり決めていきたいと､他の人々の都合によって左右されたくない､殺すか､戦場に投

げ出されるか､あるいは売られるか｡そんなことはもう､されたくないと｡そういうことから､

新しいシステムを発案したということです｡

それが 10ページの1.｢沖純の自己決定権と沖縄の位置づけ｣ということです｡基本的に我々

はこういったことを沖縄の人々の権利であるというふうにどこかで県民全体で､できれば沖縄の

国会議員全員と､県議会議員全員が連署して､署名にして沖縄の権利の章典､権利の制限､ある

いは権利の請求､それをどこかでやるべきではないかというふうに思っています｡これが非常に

出発点として重要ではないかなというふうに思います｡

それで､2番目なんですが､国民の権利､これも新しい沖縄の琉球法､あるいは琉球連邦をつ

くるときに､どういうことが必要かいうと､これは琉球連邦は､日本連邦の中の-構成国ですか
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ら､邦のようなものですから､日本国内に住むすべての沖縄の人間に対して日本国民と同じ権利

を保障する｡これは当たり前のことです｡公職の権利も含みます｡

逆に沖縄に住むすべての日本人に沖縄の人と同じ権利を保障する｡これも当たり前のことです｡

沖縄に司法 ･立法 ･行政の三権を備える､それぞれの機関を設置し､国民は公務員を選び､罷免

する権利を持つ｡これはすべての権限､それから主権に近い権限ということなので､すべての権

限を､もちろん三権を備えるということですね｡そういったことが考えていいと思います｡

3番目に､｢連邦｣機構､これは日本連邦ですね｡それも機構に関して日本とEU型の国家連合

的な機関をつくりたいと｡EUというものは最高意思決定機関が閣僚会議です｡その閣僚会議と

同じようなものを日本連邦閣僚会議ということでつくりたいと思います｡その下に連邦委員会､

これが執行機関にあたるわけですが､それをつくるということです｡EU型のものをまずつくれ

ないかということですね｡

そして､日本のほかの地域と沖縄がかなり対等な関係ですね｡例えば､30万人のルクセンブル

クでも､EUの-構成国家としてそれなりの役割を果たしているわけです｡それと同じように､

130万の沖縄が連邦委員会の中で重要な役割を果たしていいだろうということですね｡それで､

なるべく連邦委員会の事務局は沖縄に置いてくれと｡そうすることによって､これは何が将来的

にできるかというと､アセアン､あるいは東アジア､はかの国との連合､この拠点になり得ない

かということですね｡おそらく東京では無理だろう､ソウル､今度は逆にソウルだと､日本とか

中国が了承しないかもしれない｡沖縄であれば､おそらくはかの国が承諾､まだ日本に置くより

も可能性が高いのではないかということで､そういった意思を明確にもって示せばどうにかなる

のかなというイメージがあるんですが､沖縄に事務局を置くと｡

それから連邦委員会は構成員､16人､大体EUと同じような感じで､日本と琉球､委員長を同

数とするということです｡連邦委員会の権限は連邦予算の積算､連邦条約の改廃､共通政策に関

して原案の提出｡これもすべてEU型にしてあります｡ 1つ､余分なのは連邦機構ではないんで

すが､琉球は国際刑事裁判所条約に加盟して､国連アジア本部の設置を目指すという､どこかの

政党が言いそうなことですが､これも入れてあります｡

4番目に財政制度に関してなんですが､財政制度｡これもEU型の制度を前提にしています｡

連邦の加盟国はそれぞれの国の国家予算の 1%を連邦委員会に拠出すると｡それが欧州の構造基

金に相当するようなものですね｡

沖縄における日本の政府の国税を､すべて琉球政府の税とする｡琉球政府は関税を含むすべて

の課税権を有する｡ただし､一部に日本との共通税制度を導入するのを妨げないと｡沖縄の日本

政府不動産は､すべて無償で琉球政府に譲渡｡それから､沖縄の予算収入は琉球政府の税､連合

協約による共通政策維持のための一括的財政移転､それから後で述べますが､琉球､日本､米国

の安全保障会議からの基地関連の収入からの構成になるということです｡

ここで特徴的なものは､共通政策維持のための一括的財政移転､これは日本政府の､今､国家

予算が 80兆円ぐらいですから､8,000億円ぐらいです｡8,000億円､ 1%､これは要するに日本

と沖縄と同じ水準の行政をするために拠出する｡構造的に弱体なところに対して基金を提供する

という趣旨で設置しますので､基本的に沖縄の予算は1%と､おそらく200億とかなるんですか

ね｡それをすべて構造的に弱いところに集中的に投下するということになりますので､ほとんど

8,000億の大部分を沖縄が取るということにならざるを得ない｡これが連邦を維持する基本的な

条件となっています｡そして､もちろん中身に関しては､これは一括交付金になるので､その中

身に関しては琉球立法院が大きな権限を持つということになります｡

それから､5番目に公務員制度に関しましてですが､これは既存の日本の国家行政機関の沖縄

にあるものは､すべて沖縄の政府に移管すると｡それから自衛隊を除いて旧沖縄県内の国家機関
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に所属する公務員､これもすべて琉球政府に移管するということです0

それで､沖縄のすべての公的な役職に国籍要件をはずす｡これはちょっと特別職ですね｡議員

ですとか､首長なんかは今考えていませんが､公務員に関しては外国人であっても公務員に採用

することがあってもいいのではないかと｡将来的には､議員､あるいは首長､そういったものに

も､こういった外国人要件をはずしてもいいのではないかというふうに考えています｡

4番目に､沖縄の人が､そして日本のすべての公職に立候補する､応募する権利を持つという

ことで要求していくと｡これは基本的にアイルランドとイギリスの関係がこんな関係ですね｡現

実にあるんですよ｡すべてのアイルランド共和国の人間は､基本的にイギリスにいてもほとんど

同じ権利を保障されているという状況ですね｡これがありますので､やってやれないことはない

だろうということです｡

それから､国防に関しまして､非常にこれは込み入った話になるんですが､沖縄主権､あるい

は主権に近い権限を持ちますので､条約を結ぶ権利を持つと｡琉日､米琉間に安全保障条約を結

んで､現在の基地､それを最初は維持する｡琉球､日本､米国間の合同安全保障条約会議という

ものを設立すると｡その中で自衛隊は当面､その条約に基づいて沖縄に駐留｡自衛隊の施設提供

は琉球政府の責任とする｡琉球政府は､日本政府の持つ､アメリカ軍の軍用地借地権を引き継い

で､アメリカ軍の施設提供に責任を負うと｡

これは琉球政府が､今の日本政府の役割を引き受けるわけですが､これでマイナス的に見える

んですが､思い切ってできることは､安全保障条約を琉球政府が主体的に結びますので､琉日地

位協定を締結することができるということになります｡そしてもう1つ､琉米地位協定､これを

締結することができるということですね｡もし琉米地位協定を沖縄側の要求に応じて改定しない

というのであれば､安全保障条約のほうは破棄するというふうに通告して､米軍 ･自衛隊に撤去

をお願いするということですね｡

米政府､安全保障条約会議に関して､米軍基地撤去に伴う原状回復義務､これは当然ながら､

国家間の条約では当たり前に生ずる義務だと思います｡それを米軍のほうに請求すると｡これは

安全保障条約会議において､日本の政府の条約の中で負担することも可能であるようにすればい

いのではないかということですね｡

それで､琉日米の合同安全保障会議の協議事項としては､今言った､基地の提供に関する問題､

地位協定の改革 ･締結に関する問題､それから米軍基地の撤去に関連するような問題､そういっ

たさまざまについての費用負担を検討するということになります｡日本政府が自衛隊の借地料､

固定資産税を含めた自衛隊の基地使用料を､当然ながら琉球政府に支払う｡3)について､これは

アメリカ軍の存在の問題です｡それに関して日本の国防上の利益に応じて､在沖米軍が､在琉米

軍があるとするならば､日本政府がそれについて出してもいいだろうということですね｡ですか

ら,日本政府が米軍にかわって琉球政府に支払うという可能性があるということです｡

要は､来年すぐ基地を撤去するという話ではなくて､なるべく段階的に､2020年ととりあえず

書きましたが､沖縄がとりあえず一定の期間､こういった現状の基地を前提としながら､外交権

をその間に外交能力を身につけ､以降は､沖縄は全面的に離脱するという中で､沖縄は非武装地

帯､非核地帯として国際的に宣言を行い､マルタ､もしくはコスタリカのような軍事的な空白を

わざとつくる｡こちらにですね､アジアの真ん中にわざと軍事的空白をつくる｡それによって､

逆にアジアの安全保障に貢献すると｡そういったような発想ですね｡そういった逆転の発想に転

換していきたいということです｡

これに関しましては､実を言うと､いろんな条約､また地位協定の改正の問題とか､いろんな

問題がありまして､沖縄の人々の中で平和を希求する心ですとか､軍事力によらない安全保障を

担っていくという気概ですとか､そういったものが強力にない場合は､どこか途中でいろんな懐
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柔策ですとか､いろんな問題に突き当たって､また安全保障合同会議のほうからどうにか沖縄は

金をもらってくる､そういったシステムに転換しはしないかなというおそれが､実を言うとあり

ます｡

ですから､もしこういった琉球連邦､あるいは日本連邦ということで､新たに制度を立てて､

そこで沖縄がもし参加する､沖縄がそういう制度をつくり上げていくという気概があるのであれ

ば､平和を追求する心､これがどうしても基本にならない限り､かえって危険な状況にもなり得

るということですね｡諸刃の剣の部分があるということです｡

そこまでやはり意識を改革し､気概を持ち､そして将来に対する人類､アジアだけではなくて､

人類に対する貢献､そこまで考えて国民国家の弊害を除去し､さらに軍事によらない安全保障を

世界にどうにか確立していく｡そういったことをやる､率先してやっていく､そういった地域に

沖縄はなっていきたいということですね｡

これがさらにさっき言ったような､宣言ですね､沖縄の権利の請求のところにこういったこと

がみんなの共通の意識であるということで､宣言できればいいんじゃないかなと思いますし､そ

れから沖縄でつくる基本法､あるいは憲法と言いますか､それの前文の中に根幹的な部分として

入れ込み､そして沖縄の共通の認識として共有されなければ､非常に実現も難しいであろうとい

う気がしています｡

以上が､条文の文言によらない部分もかなり重要な部分なので述べましたが､基本的な発想に

ついてお話ししました｡また､佐藤さんのはうに細かい､行政､それから議会､司法､警察等の

制度についてお話ししてもらいたいと思います｡

○佐藤学氏 それを引き継いで､多少つまらない話になりますが､行政､議会のことを説明し

ます｡まず､アメリカ型の制度を考えようということですが､先ほどG2でも話が出ておりまし

たけれども､議会の力をつけるということです｡アメリカの場合には､大統領は議会の解散権を

持ちません｡議会は大統蘭を罷免できない｡不信任案提出権がない｡異例の弾劾裁判しか､議会

が大統領をクビにすることはできません｡

また､大統街自身は議会に対して法案を提出する権利がありません｡予算を提出する権利も直

接ありません｡ですから､行政府､大統額が出す予算案というのは､大統領の通常政党側の議員

の､議員立法の形で出すことになっています｡こういう形､完全に切れた立法と行政を維持して､

議会の能力をつけていかないといけない｡高めなければいけない｡そのために､議会の項の3)に

もありますけれども､法案提出権と予算編成権を独占する｡法案準備､予算査定と監査のための

機構を整備強化する｡

これはアメリカ型を目指すということです｡すなわちコストがかかることです｡アメリカの場

令,議会にも予算を査定し､編成する権限､能力がなければ行政府､大統領と対抗できないわけ

です｡ですから､2つの予算案､同等に轍密な､そして同等な重みを持つ予算案を出して交渉し､

そして一つにまとめていく｡そういう形にアメリカはなっております｡アメリカの会計検査院は

議会の直属の機関でありますし､また議会が予算を審査する予算局を持つ､そういう形で非常に

強力な議会のスタッフを持っているわけです｡それがなければ､議会の力をつけることにはなら

ない｡ここでコス トはかかる｡しかしコストがかかった上で､この緊張関係が究極的には､全体

的にはむだを減らしていくことになるはずだという考え方があります｡ここでは､そのようなア

メリカ型の行政と議会の関係を提案しております｡

これは何も単純にアメリカが良いという話ではありません｡アメリカにあこがれているわけで

も何でもありませんが､このやり方は公平 ･公正を目指す上で緊張感をもたらす､その上で住民

に開かれた議会が､予算や議案の提出権を独占していくということは､より民主的な自治を実現

する上には不可避ではないでしょうか｡
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司法に関して､沖縄に最高裁判所を置くわけです｡しかしながら､日本の司法試験制度は､日

本との共通制度として組み入れるます｡このへんを詰めていくことはまだ十分しておりませんの

で､果たしてどのようにして沖縄の自治司法権を確立していくのか､これから皆さんの考え方､

ワークショップを通して考えていく必要があると思います｡基本的には司法においても､あるい

は､これは高良鉄美先生のお話だったんですけれども､すべての権利は､そもそも個人､市民に

属するものであって､それを実際に使う､実際に行使していく上で､個人ではできないことを自

治体であったり､国であったりに委託していくだけの話であり､究極的には個人のものであるは

ずです｡

だとすると､それを自治体ができることは自治体に任せる｡それが外交であっても司法であっ

ても､それを自治体に委託するということ､それはゆだねることは､そもそもの権利､人権の意

味からいって､間違っているわけはない｡そういう観点から､ここでもある種の､ある程度の自

治司法権ということを提案しているおります｡

警察も､要するに基本的には沖縄の警察とするということです｡これは第二次世界大戦後に日

本でも自治体警察があったわけですが､すぐになくなってしまいました｡警察という国家権力の

行使を行う機関に揺さぶりをかけるということですが､これには不都合が増えます｡例えばアメ

リカの警察は州警察です｡州を越えると､州警察は隣の州に逃げた犯人は､捕まえることはでき

ません｡そういう不都合は出てきます｡しかしながら､一方､国家が一元的に管理する警察がず

っと存続していることの問題もあるだろう｡そのために､ここに警察も提案されているわけです｡

最後に一言､言います｡これは先ほどGlで報告していた宗前さんから質問があったことで､

これはちゃんと答えておかないといけないことなんですけれども､何のためにこれをするのか｡

何のための日本連邦なのか｡連邦ということを考える､連邦という提案をすること､そうでなけ

ればできないことがあって初めて､そういう提案が出てくるはずであると｡勉強会でそういう質

問が出てきました｡これは当たり前の質問です｡

宗前さんの質問は､まず独立ありき､あるいはまず高度な自治ありきということで始めてはい

けないのではないかと､そういう質問だったわけです｡

これまで島袋さんと私がお話ししてきた中で､言い尽くせたかどうかはわかりませんけれども､

今､沖縄が抱えている問題を解決していくために､より高度な､多くの面にわたる自治権を持た

なければ､実際にうまくいかないのではないか､これからますますうまくいかなくなるのではな

いか｡そういう認識中での日本連邦という提案なわけです｡問題があってそれを解決する､その

方策を考える上に､いったん枠を離れてやったほうが､将来的な構想がうまく出るのではないか､

そういう提案なわけです｡

もう一言､これからこの後､今日出てきた3つの案をたたき台としながら､最終的な案をつく

っていくわけです｡先ほど教育の話が出てまいりましたが､ぜひ多くの､特に若い方々のワーク

ショップへの参加を呼びかけます｡これから定例会はワークショップをします｡これまでも昨年

度､-昨年度､ワークショップを続ける中で､若い参加者が多くおりました｡こんなによい勉強

の機会､教育の機会はないのです｡

私は沖縄に2年半しか住んでいないのに､こんなところに座っているのはなぜか｡本当に自分

が沖縄自治研究会のこれまでの活動で､おそらく一番利益を受けてきた｡私は本当はものすごい

額の授業料を払わなければいけないぐらい､ここの場で教育されてきたのです｡今のところ､あ

と半年しかこの定例会は続く見通しがありません｡また後はど告知がありますが､ぜひ参加して

ください｡それでより多くの議論､視点が入ってくることよって､よりよい提案がまとまってい

くことを期待したいと思います｡

○司会 (江上能義氏) お二人の報告､どうもありがとうございました｡
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日本の中の沖縄の位置づけということで､こういう形での日本連邦という提起は､おそらく初

めてかもしれません｡でも､実は復帰前に平恒次という､イリノイ大学の教授だった方が､沖縄

が日本に復帰するにあたっては､私の記憶では､こういう形で､連邦的な形で沖縄は日本と一緒

になるべきだということを論じられたことがあります｡ときどき平恒次さんは沖縄にもいらっし

ゃっているようで､みなさんもまたご意見を聞かれる機会もあるかと思います｡

ところで､いまは日米地位協定が問題になっていて､沖縄が最も日米地位協定を改定してはし

いという切実なる思いを持っている｡ずっと沖縄県民は改定を要求し続けてきたんですけれども､

全然これが実行されない｡それは日米地位協定が日本とアメリカの両政府の協定だからです｡そ

の中に47分の1の県である沖縄は外交権を持たないから､結局､日本政府とアメリカ政府にお願

いするしかない｡お願いして､お願いして､お願いして､お願いして､お願いして､何も結局変

わらないというような状況です｡

だから､こうした沖縄の現状を変えようとするんだったら､やはり外交権を持つべきじゃない

かということです｡さらにいえば外交権だけではなくて､やはりもっと主権に近いものを､そこ

まで沖縄は持たなければ､沖縄のこれだけ基地を抱えている現状は変わらないのではないかとい

うことだろうと思います｡こういう形での連邦の構想を沖縄県民の皆さんに提起できただけでも､

私はこのグループの提案の意義があるのではなかろうかなと思います｡

前の2つのグループが､1つは地方自治法の範囲内､もう1つが憲法の範囲内で､それぞれ沖

縄の自治権の問題を考え､提起しましたけれども､私たちのグループは､その中でも最も高度な

自治権を獲得する形として､制度としての日本連邦というものを提起しているわけです｡

これについては論争的なテーマでありますので､フロアからもいろいろとご質問があろうかと

思います｡どうぞ､手を挙げて質問していただきたいと思います｡できたら3分以内ということ

で｡

では､畠山さん､どうぞ｡

○フロア (畠山大氏) 明治大学の畠山と申します｡研究会のほうに今年度から参加させてい

ただいて､いろいろ勉強させていただいております｡

それで､今の先生方の発表の中で､一応､連邦ということで､外交と国防､財政ということに

対して重点が置かれているように､私は認識しているんですけれども､やはり私はちょっと経済

学が専門なので､いかに沖縄が通商及び産業政策の主導権を担えるかというのもぜひ項目に入れ

ていただきたいと｡復帰前から､いかに日本本土の産業政策､通商政策の中において､沖縄の経

済が犠牲になってきたかというのはもう言うまでもないことで､あしたは沖縄そばの日らしいで

すけど､ソバ粉は入っていないから ｢そば｣という名前を使うなと復帰のときに言われたり､そ

ういうことに象徴されていると思うんですけれども､やっぱりこの今､WTOだとか､FTAだ

とか､そういういろんな構想とか､そういう枠組みができあがっていったり､もめたりもしてい

ますけれども､その中でいかに沖縄が通商のイニシアチブを取れるか､それは国防､外交に匹敵

することだと思うので､それをぜひ項目に入れていただければなと､こんなことを言いますと､

自分が研究しろと言われると思うので､僕も研究したいと思います｡それだけです｡

○司会 (江上能載氏) ありがとうございました｡ どうぞ｡

○フロ7 (番長健治氏) 先ほど､大村さんが歴史的な総括の上に立ってやらないと､この

矛盾は解決しないと指摘されていました｡がそれだけでは推進力不足は否めません｡きょうの沖

縄自治州基本法の話は沖縄の法律的､行政的な地位を根本的に整備し直す､歴史的なアプローチ

だと思うんです｡復帰 30年にして､このような政治的成熟の高みに沖縄も登ってきたのかとい感

慨があります｡日本復帰の際､我々ウチナーンチュは丸裸で日本の懐に飛び込んでしまい､素朴

な願いは裏切られてしまったが経済的には､基地のおかげで金をめぐんでもらったという､屈折
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した感情を我々は持っていると思います｡

今日伺った憲法95条下の沖縄自治州基本法の話を聞いて､真っ先に脳裏に浮かぶのは､この

立法を推進する力､法的な根拠に立った立法請求権といいますか､は-何処から来るのだろうか

という疑問です｡つまり東京の国家官僚に､頭を下げて立法をひたすら懇願するのではなく､強

い交渉力を持って対峠する､法的根拠と政治的な戦略の有無が知りたいのです｡この際､歴史に

根差した特殊性や怨嵯ではなく､｢日本の沖縄統治の法律的正当性｣の解明から穴をコジ開けると

いう､クールなアプローチはいかがでしょう｡

例えば､憲法の制定に際し沖縄県民は批准投票していません｡日米安保条約を締結したとき､

我々は国会議員を出していません｡更にいえば､琉球王朝は琉米和親条約を締結しています｡こ

の和親条約の地位は現在どうなっているのか｡沖縄復帰特別措置法は憲法95条が要求する住民

投票に掛けられていません｡

これらの法的事実を徹底的に調べ､日本の沖縄統治には政治的手続きに瑞庇や権利保留の事項

が色々あるという視点で､官僚に立ち向かう理論武装をして欲しいと思いますO

沖縄の法律家の先生方には､日本の学者､アメリカの学者と国際共同研究をして頂き､その成

果の国際発表で以って世界世論を喚起し､日本の官僚に挑む姿勢を発揮すれば､何か新しい希望

が見えてくると考えています｡

○司会 (江上能鼓氏) ありがとうございました｡ はかにいらっしゃいますか｡3分間でお

願いします｡

○フロア (巣野川氏) 宜野湾市から参りました､栄野川と申します｡

きょうは本当にいろんな激烈な論議を聞きまして呆然としております｡これは上原孝助国会議

員がまだ国会で活躍していたころで､あれは何かの委員会ですかね､質問していたのを新聞で小

さな記事で読んだんですが､憲法に独立の手続きと言いますか､独立する手続きというのはある

かという質問をしたら､一言のもと､そんなのはないと官僚に否定されたという記事がちょっと

載っていたんですよ｡

この独立論は復帰時点からありまして､あと1つ､参考と言いますか､｢吉里吉里人｣という井

上ひさしの小説なんですけれども､非常に生々しいことが書いてあって､日本のある東北の一県

が独立をするわけです｡どういう独立かというと､タクスヘブンでいくというわけなんです｡い

わゆる､お金を銀行に預けても税金を取らない､それで世界中の企業がそこに金を持って､本部

を置くと言いますか､本社を置くと言いますか､そこで金を貯めるわけですが､そこで日本政府

はどうしたかというと､航空自衛隊でもって攻撃してくるんですよ｡

それで､私の質問なんですが､手続き上､どういう手続きで日本連邦制度を進めていくか､先

はどアクションプログラムはどうなっているかという話もあったんですが､手続上､どうこれを

進めていくかということを聞きたいと思います｡以上です｡

○司会 (江上能義氏) どうもありがとうございました｡では､もう1人お願いします｡

○フロア (幸地氏) 幸地と申します｡

スコットランド､EUを主に研究されている島袋先生と､アメリカの連邦制を研究されておら

れる佐藤先生で分担された内容だったのかなというふうなこともちょっと考えましたけれども､

やはり､こちらには各市町村の議員の皆さん､職員の皆さんもいらっしゃいます｡先ほど､島袋

先生のはうからは焦点をちょっと集中させるために､今回は市町村との関係については述べなか

ったということでお話がございましたが､やはりできれば､琉球国というふうになった場合の琉

球国中央政府と､地方政府との関係について､もしイメージ等というのがありましたら､ご説明

いただければと思います｡

現行あるような市町村制度というふうなものを､そのまま引き継ぐようなイメージでおられる
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のか､それともアメリカの州と地方政府との関係のような､チャーター､憲章に基づく､個別の

制度を認めるというふうな考えでおられるのかということでご説明いただければと思います｡

○司会 (江上能義氏) どうもありがとうございました｡いろんなご意見､ご質問､ありがと

うございました｡

畠山さんのほうからは外交だけではなくて､通商とか､産業とか､そういうものも考えるべき

じゃないかという指摘がありました｡

それでもうお 1人の方からは､ちょっと名前は聞きそびれましたけれども､このようにして日

本連邦を実現するんだったら､その根拠をもっとずっとさかのぼって､それこそ琉球王国ぐらい

にさかのぼって､そういった根拠をちゃんと見出すべきではないかという主張だったのではない

かなと思います｡

それから､その日本連邦を実現するんだったら､手続きは具体的にどうやって進めるのかとい

う点と､最後は､島袋さんは時間がなくて触れなかったけれども､琉球国とした場合に､中央政

府と地方制度の関係はどういうものなのかということを説明してほしいと質問や要望がありまし

た｡お二人に答えていただきます｡ どうぞ｡

○島袋耗氏 実際に実現するプロセスに関して､多分､お二方から質問があったと思います｡

それでそれは､私は2つの条件を考えたほうがいいんじゃないかなと思います｡国際法的な条

件と､もう1つ､国内的な手続きの条件です｡国際的に主権､あるいは主権に近いような自立的

な権限を持てるという基本的な単位は､日本語で言うところの人民､ピープルですね｡それとな

っています｡にもかかわらず､人民は､国際的に厳密に決められた概念ではないということなん

ですよね｡

ですが､基本的にどういう要件かというと､歴史的な過去の独立国家だったというような､歴

史的な独自性､もう1つ､文化あるいは言語､そういったものの独自性､それからもう1つは地

理的な条件ですとか､そういったものが重なり合いまして､1つの主権あるいは主権に準ずるよ

うな高度な自治権を持ち得る単位の人民ということで認められ得る可能性があるわけです｡

それで､おそらく吉里吉里人の場合は､それはすべてにおいて難しいだろうということがある

と思います｡沖縄の場合はすべてにおいて今､琉球孤の先住民族のNPOが､国連で毎年毎年執

勘にこれを主張し続けて､ピープルという概念を琉球に当てはめてくれということで主張し続け

ていますが､通常､考えるにあたって､これはヨーロッパであれば当然､沖縄のようなところは､

そういうピープルとして想定されるところになるというふうに私は考えています｡

それで国内法的な問題に関しましては､憲法上に手続きがないのは当然だと思います｡それは

当然､憲法は国が分裂するということを想定して､憲法をつくるわけではないので､そういうこ

とはないと思います｡

ただし､基本的に我々は､要するに1つの主権を､あるいは主権に近いような自立した権限を

持てるというものは､憲法制定権力として､沖縄の人々が想定されているという意味だと私は思

います｡となれば､憲法9条が改正出されるときに､もし沖縄の人々がそれに賛成しないという

のであれば､この憲法体制に沖純は参加しないということを当然言うことができるというふうに

解釈できはしないかということですね｡

ですから､沖縄はこの新しく変わった憲法､戦争できますよ､国民国家日本､もう一度頑張っ

て戦争できる普通の国として頑張りましょうとなったとします｡そういう国に今､日本はなろう

としていますが､それにどうしても参加したくない､その憲法体制に参加したくないというので

あれば､沖縄はこの意法体制に､これは国民投票で決めますので､国民投票でもし沖縄の過半数

がいかない場合であれば､沖縄は独自の憲法を想定して､これは憲法制定にかかわるべきだろう

ということですね｡それはおそらく､国際法上､あるいは国際社会の中で認知され得るのではな
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いかということです｡

その中で重要なものは､憲法制定会議の構成､これをつくらないといけない｡憲法制定会議､

イギリスのスコットランドでは､憲法制定会議は既存の国会議員の8割が参加してつくりました｡

国内国家的なスコットランドが実現しました｡沖縄でも憲法､県議会議員､それから国会議員､

それから各界の代表､住民代表､そういったものが集まって､憲法制定会議のようなものをつく

って､先ほどの私が言ったところの宣言､これを採択するという戟略です｡

そして同時に､沖縄の憲法原案をつくると｡これが､日本政府に対して無視できるものなのか

ということですね｡憲法制定権力を持った沖縄が､その代表が正当な手続を経て選ばれた代表が

つくった原案に関与して提案する､それを拒否できるのか｡スコットランドの事例では､英国中

央政府は拒否できなかった｡それで､スコットランドは基本的にほとんど住民が発案した新しい

基本法を勝ち取りました｡ほとんど主権の全部を回復しています｡

そういったものがありますので､基本的にこれもスコットランドモデルになっているんですが､

こういった憲法制定会議のようなものを設定しながら､タイミングを憲法改正にちょうどぶつけ

るような形で提案していけば､相当大きな揺さぶりをかけることができるのではないかなという

ふうに思います｡

それから､国際法の問題に関しては､日本の琉球処分はウィーン条約違反であるということで

すね｡それが言われていますが､私は国際法は専門家ではないのですが､非常に似た条件だと思

います｡それで､今､こちらには国際法の専門家の方はほとんどいらっしゃらない状況です､我々

の研究会の中には｡それで勉強は重ねているんですが､やはり皆さんも一緒に勉強していって､

その国際法的におかしいのではないか､新たな政府をつくれることができるのではないか､そう

いった問題を提起していっていただきたいというふうに思います｡

通商に関しては､後回しにしましょう｡

○司会 (江上能義氏) では､佐藤さん｡

○佐藤学氏 通商問題や経済問題はどうするか｡私たちの研究会で大きく欠けている部分が経

済､あるいは財政です｡参加している研究者がいないのです｡さまざまな議論をする中で､経済

のことはいつも考えているわけです｡ずっと考えていることです｡何も脳天気に､何も食わなく

て霞を食っていければいいとか､そんなことは何も思っていないのです｡

ただ､実際に何をどうするかという時に､さまざまなシミュレーションをするとしても､不確

定要素が多すぎて､変数の数も多すぎるということで､なかなか確かな数は出てこないだろう｡

例えば､基地関係の収入が絶えたとして､それはどうなるかということ､これの影響度の見通し

ということもさまざまに分かれているわけです｡

ですから､これは例えば､自治体で財政をやっている方がおられたらば参加していただきたい､

ワークショップに参加していただきたいですし､それから､あるいは経済､財政の専門家の方が

おられたらば､ぜひ参加していただきたいのです｡東京から来るお金に依存していけるかどうか

ということ､あるいは､本当にそれが死活を制するようなことなのかということに関して､さま

ざまな反論があるわけです｡

例えば､これから三位一体改革で､東京からの金はどっちにしろ減るということ､あるいは基

地にかかわる金も減っていくだろうという見通しを､多くの方が言っておられます｡あるいは､

沖縄に基地があるがゆえに付加的に来ているお金というのは､実はそんなに多くないのではない

かと､基地があるがゆえに来ているように見られている金の多くは､総枠が決まっている中での

やりくりで､いかにも基地があるから来ているかのように見せかけているのではないかと､そう

いうご意見もあります｡その他､あるいは沖縄に来ている金の多くは本土に還流している｡これ

は,しばしば聞く理屈なわけであります｡
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あるいは､沖縄は実は貧しくはない､OECDの国の中では沖縄の県民所得は中位どころでは

なく上位に入る､ということで､沖縄の現在の経済力はそんなに貧しいものではない､あるいは

全国平均の個人所得の7割しかないというのですけれども､類似県と比べたらそれほど変わらな

いという見方もある｡

さまざまな言い方で､現在の経済がそんなに悪くはない､あるいは今のやり方をやめたところ

でそれほど大変なことにはないだろうという反論はあります｡しかし､やはりこれは､何かを拒

絶すれば諦めなければいけないことが出てくるはずです｡その我慢の覚悟が必要ではないか｡い

つも言っていることけれども､例えば､基地関係のお金が入ってこなくなったならば､どれだけ

貧乏になるかを推測しなければいけないのではないか｡そういう大ざっぱな計算ができれば､見

通しが立つのではないか｡そうした議論をいつもしているのですが､なかなかそれ以上に議論は

進まない状況です｡

あと､先ほどの話､手続きの話と､推進する力はないのではないかというご質問がありました｡

今までにない手続きをつくり出して､それを押していこうというわけですから､推進する力がな

ければできるわけがない｡推進する力はどこから出てくるか｡これは危機感と希望､あるいは理

想であろうと｡私たちは書生論を述べること､青臭いことを言うのが商売ですので､あえて言い

ますけれども､一方では危機感､このままでは大変であるという危機感､もう1つはよりよい将

来をつくろうという､そういう理想を追求するという力､これが根づいて､それで推進する力と

なっていく｡それで維持する力ができないならば､これは当然できないでしょう｡おっしゃると

おりだと思います｡

島袋さんの手続きを実際に進めていくためには､それだけの決意が必要であり､それだけの､

持続する､一次の爆発的なものではなくて､持続する志が必要になる｡スコットランドは30年近

くかかって､最初の失敗からずっと頑張って､30年後にやっと現在の地位を勝ち取ったわけです｡

昨年の 11月に､スコットランドの自治権拡大運動のリーダーの1人であられたイザベル ･リンゼ

イ先生をお招きして､お話を伺いました｡

そのときに一番心に染みた話は､あきらめずに続けていくことが大事であるということでした｡

ですから､持続することがなければ､無理であろうと｡おそらく､全くそのとおりだと思います｡

○島袋純氏 連邦制についてはホームページのほうに書いてあるんですが､要するに､一番モ

デルとしてイメージしやすいのは､沖縄の郡島政府の時代の発想ですね｡八重山郡､宮古郡､そ

ういうレベルで 1つの州みたいなものをつくるということですね｡その中で､奄美に関しても僕

は詳しく書いてあるんですが､奄美ももし琉球のほうに参加したいのだったら､自分たちの手続

きで参加できるように道を開いておくということです｡最初から､奄美は琉球のものだろうとい

う議論はしません｡これは奄美の人の自由な決定で､奄美の人々に任せるべきだというふうに思

います｡

ですから､基本的にはそういった発想で連邦を構成していくということですが､それと､沖縄

本島に関しては三山で分けてもいいんじゃないかという発想ですね｡中部､南部､北部ですか｡

そういったところで州に分けてもいいし､これは小さいところで州をつくる意味がどうあるのか

ということを言われたりするかもしれませんが､スイスは実際にとても小さい州をつくっていま

す｡

それで､沖縄の場合は歴史的な事情､島の多様性を考えると､連邦制のほうが適切だと思いま

す｡仮に八重山か宮古か､いろんな問題でもし独立したいと言うのであれば､それは認めてもい

いんじゃないかなというふうに思います｡いずれにせよ､多様な形態､多様な自治の形態､その

人たちがその地域で必要と思われている自治権を取得していくというようなシステムが､実際に

できればいいのではないかなと思います｡
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その自治の延長戦上に､条約の改定の権限､いろんなさまざまな外交的な権限も構築していけ

るのではないかと｡つまり､自分たちが本当に生きていくために必要な権利､これは自分たちで

政府をつくり出して､自分たちでその政府にどれだけの権限を与えるのか｡主権在民､住民主権､

これを徹底していく方向で､実をいうと政府の再構成､市町村レベル､県レベル､国レベル､そ

れから世界レベル､アジアレベル､そういったものの政府の構成を､すべて主権在民のもとに再

構成をしていくことができるのではないかなという発想です｡そのもとに沖縄県内の市町村と､

連邦政府の関係も考えていけばいいのではないかなというふうに思っています｡

○司会 (江上能義氏) はい､どうもありがとうございました｡

私はいま早稲田大学にいて､1､2カ月に1回ぐらい帰ってきてこの研究会に参加させていた

だいているんですけれども､私は沖縄に長い間住んでいましたので､早稲田大学の講義やゼミで

も沖縄についても随所で言及します｡ご存知のように､今は沖縄ブームで､沖縄にかなり関心が

集まっています｡いま私の演習で沖縄をテーマに修士論文を執筆中の学生が2名います｡論文は

書いていないんですけれども､沖縄についての私の話を聞きにくる学生も結構いて､なんだか早

稲田大学でも琉球大学でも私の仕事はあんまり変わらないんじゃないかなと思うときもあるんで

すけれども､でも､そうした沖縄ブームとはうらはらに､大学院の講義に夜､通ってくる東京の

社会人などの沖縄に対する視線は非常に冷やかかになってきているのを痛感します｡

最近､沖縄国際大学にヘリが落ち､非常にひどい状況を露呈して､それで地位協定を改正しろ

というようないろんな出来事があった｡それらの記事は全国紙の新聞等で出ているんですけれど

も､今はもう全国の地方が非常に疲弊していまして､三位一体改革でもそうですけれども､財源

がなくなって非常に疲弊していている､全国的に地方が苦しいのに､沖縄は基地があるために､

そのおかげで経済的には裕福なんじゃないかというような反応が強くなっている｡それでお金を

もらっていても､沖縄は依存心や依存体質がいっそう強くなっているということもよく知ってい

ますよね｡

依存心をなくしたいんだったら､じゃ､金もらわなければいいんじゃないかと｡そんな特別措

置や特別な補助金は要らないんじゃないのと､そういうような議論になる｡いや､その沖縄に基

地があるおかげで､どれほど沖縄の自治体や沖縄県民が消耗しているか､基地の問題で翻弄され

てエネルギーを消耗しているんだということを､私があえてくどくど説明しないといけない立場

になる｡

沖縄県民の最大の不幸は､巨大な米軍基地を抱えたがゆえに､この基地から派生するさまざま

な問題に振り回されてエネルギーを消耗してしまって､ほかのところにエネルギーが回らなかっ

たことだ､いま言った地方自治の問題とかにエネルギーが廻らなかったことだと私は思うんです

けれども､しかしやはり､復帰して 30年以上も経過していまなお基地の島､沖縄の変わらない現

実を考えても､やはり基地問題にも対処しながら､一方で基地問題を日米両政府にきちんと訴え

られる自治の足場というものを､本当はこの30年間にもっとしっかりつくるべきだったんじゃな

いか｡それができなかったから､結局､日米両国のはぎまで沖縄というのは日本の47分の1に過

ぎず､結局､いつも門前払いをされ続けたんじゃないかと考えるわけです｡

こういった自治の問題を考えるということは､いまの沖縄でやはりとても大事なことだと思い

ます｡さきほど､どなたかががおっしゃいましたけれども､復帰のときはもう丸裸で日本に飛び

込んだんだと｡そのおかげで少し経済的にはいろいろ恩恵を受けたけれども､裏切られて複雑な

思いだといったご意見でしたが､そういう思いも含めて､これからいろいろ考えていただければ

と思います｡

今､チンが鳴ってしまいましたけれども､時間をオーバーしてすみません｡司会が時間を守ら

ないでどうするのかと反省しています｡すぐ終わりますので｡
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きょうはこういう難しいテーマですので､参加する人が非常に少ないんじゃないかと危供して

いたんですけれども､こんなに大勢来ていただいて､本当に喜んでいます｡諸先生方やいろんな

自治体の方々などが苦心してつくったこの3案も､仲地先生がおっしゃったようにまだ生かじり

でありまして､こういう案にこれから何回も何回も検討委員会にかけて､皆さん方も参加して検

討する機会がありますので､これをぜひ持ち帰って検討していただき､それで皆さん方のジンブ

ンを集めて沖純の未来にぜひとも光を投じていただきたいとお願いしまして､この司会を終わら

せていただきたいと思います｡大変､拙い司会で失礼しました｡どうもありがとうございました｡

○抱合司会 (照屋勉) ありがとうございました｡

憲法の枠を越える自治制度､日本連邦基本構想､江上､佐藤､島袋､3名のご報告でございま

した｡ありがとうございました｡

それでは最後になりますが､開かれた提案づくりについて,南風原町役場､前城充の報告でお

願いいたします｡

○前場充氏 皆さん､午後 1時から5時まで約4時間､長丁場でした｡しかも､大変中身の濃

い話でした｡私の持ち時間もどうも5分ぐらいしかなくなってしまいました｡それでまとめない

といけないのですが､私がこれから話すことも大変重要なことになりますので､5分間お耳を貸

していただきたいと思います｡

今日は沖縄の新たな自治を提案するということで､県内外の9人の学者､研究者の方々から3

つの提案をしていただきました｡先はどの方がおっしゃったように､復帰 30年してこの高みまで

来たかという言葉に代表されるように､大変すぼらしい提案でありました｡

しかし､あくまでもこの3つはまだ提案です｡提案ですから､これからいろんな作業が出てき

ます｡仲地先生の言葉を借りれば､鍋に異材を入れた状態､この具材の入った鍋のどれを選ぶか､

それは皆さんにゆだねられていますよということです｡この異材､必要ないものも入っていると｡

足りないものもあると｡足りないものがあれば､隣から持ってきてもいいんだと｡そういう仲地

先生の話です｡それをどこで決めるのかということが大事なところであります｡

と同時に､もう1つ､先はども指摘がありましたが､この提案をもっと精査しないといけない

という話がございました｡これも大変重要な点でございます｡この精査する話と､もう1つ大事

なものが､これを住民と一緒につくっていくという､この手法が大切な視点です｡

研究者がつくろうと思えば､すぼらしいものができるかもしれませんが､そこに魂を込めるの

であれば､住民参加が必要になってきます｡この住民参加をする手法というのは､我々が2年前

に実証実験してきました｡その成果物が先ほど30部用意しまして､購入された方もいますけれど

も､市町村レベルの自治基本条例モデル案です｡これをつくるときには､住民参加で行いました｡

研究者はもちろん､一般住民の方もいました｡議員の方もいましたし､職員の方もいました｡約

1年半かけて､このモデル条例をつくりました｡その実証の中で､住民参加というものがいかに

大事なのかというのを我々は体感しました｡

この手法を､今回もとらせていただきます｡手元のレジュメの2ページです｡2ページのほう

に書かれていますが､最初のタイトルは研究､第5報告書､近日発刊になっていますが､それの

中はどの四角い括弧のほうです｡10月 30日から始まります｡そのときに､発刊する報告書とい

うのが､我々の研究している報告書､これはまだ4集ですが､このような報告書を同時にプレゼ

ントしますという､これは呼び水でも何でもないのですが､このときにできあがるので､そのと

きにお渡ししましょうということで､大事なものは先ほど言いました､今､提案されているもの

の3つの鍋からどの鍋を選ぶかというのを､10月 30日にここにいる方々､もしくは関心のある

方が集まっていただいて決めましょうということです｡

ですから､この日が本当の原案づくりの始まりの第一歩と考えていただきたいと思います｡鍋
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を選んで､その条例を皆さんで 1つ 1つ言葉を吟味しながら､完成品に近づけていくという､し

かし､6回しかないのですね｡6回しかないので､大変少ない回数ではございますが､10月 30

日にぜひ9時半に琉球大学のほうにお集まりいただきまして､住民参加の手法を皆さんと一緒に

体感していきたいと思います｡

先ほど､後方のほうに若い方々の政治離れがあるとおっしゃっていましたが､この住民参加の

手法の中で､研究者は実際の現場の情報を仕入れました｡我々､自治体職員は研究者の高度な知

識を仕入れました｡住民は物事が決まっていく過程を知ることができました｡これは本当にこの

場が共青の場になりました｡共育というのは共に育つ場です｡それぞれお互いが持っている知識

をまず出し合って,高みに行ったわけです｡

ですから､今回6回ではありますけれども､この6回をすべて参加された方は､住民参加がど

のようなものかを見きわめることができると思いますので､貴重な時間になります｡ぜひ､ここ

に参加されている方のご協力が必要ですので､10月 30日にお集まりいただきたいと思います｡

それと､今日お配りしている表紙の裏にアンケー ト用紙がございます｡このアンケー ト用紙も

皆さんの今日聞かれた3つの提案に対しての意見､これがパブリックコメントになりますので､

これも参考にしながら､30日にはまたみんなでいろいろ､今日開けなかったことも議論していき

たいと思います｡

ちょうど5分になりました｡私はちゃんと5分を管理しましたので､これで終わりたいと思い

ます｡

○総合司会 (照屋勉) 大変,長時間にわたりましてありがとうございました｡

沖縄の新たな自治を提案する沖縄自治研究会自治基本条例プロジェクト中間報告会､これをも

ちまして全日程を終了させていただきます｡大変お疲れさまでございました｡
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