
別府大学地域社会研究センター 

第４回　日本プラーヌンクスツェレ研究会　報告 
…………………………………………篠藤　明徳　　 1 

交通計画への市民参加 
…………………………………………広瀬　幸雄　　 5 

ソーシャル・ワークの地域改良運動としての再編 
…………………………………………秋田　　清　　14 

沖縄ルポ　Ⅲ　南島の婚姻 
…………………………………………冨吉　素子　　19 

大分市の高校生の可能表現について 
…………………………………………松田　美香　　24 

第14号 
2007.７.31



5

地域社会研究　第14号

環境計画、例えば、最終処分場の立地計画につ
いては、だれもが必要だと考えているけれども、
自分の近くに作られては困るということがしばし
ば起こります。より一般的にいえば、環境計画で
は人々や利害関係者の立場価値観によってかなり
意見が食い違いますので、計画の賛否を巡って激
しく対立して、なかなか社会的合意が得られない
ことが多くなっています。
賛否が拮抗する計画が社会全体に受け入れられ

るためには、どのような要件が必要でしょうか。
計画の社会的受容には、計画で期待される便益だ
けを行政あるいはその計画実施者の側から市民に
一方的に説明するだけでは不十分だというのは皆
さんよくご存じのとおりです。そこで、計画策定
の過程で市民が議論してその結果を計画に反映す
るための参加機会が設けられること、つまり公正
な参加手続きが必要不可欠だと考えられます。と
ころが、日本でも環境基本計画やごみ処理基本計
画の策定が市民参加型で行われるようになってき
ましたが、どのような参加の具体的手続きが必要
十分なのかについての検討は十分ではないように
思われます。市民参加は一般的に望ましい、でき
るだけ参加の機会を設けるべきだから、それに基
づいた手続きで実施したということですが、それ
ぞれの手続きがどのような効果があるのか、市民
がその手続きを意図されたように評価していたの
かについても検討されておりません。
市民参加の具体的事例とはどんなものでしょう

か。ここでは、市民という場合に、一般の市民だ
けを指すのではなくて、当該の問題について利害
がかかわる利害関係者や地域住民などの問題当事
者も含めて考えています。EUやアメリカや日本
などで、どのような参加手続きが考案され実施さ

こんにちは、名古屋大学環境学研究科の広瀬と
申します。現在私たちの研究グループは、「環境
計画の社会的受容と市民参加手続きの公正さに関
する日欧比較調査」に取り組んでおります。その
一環として、ドイツにおけるプランニングセルの
実施事例を取り上げまして、昨年秋にはレンゲリ
ッヒ、今年初めにバイエルン州において一般市民
と会議参加者を対象に２つの社会調査を実施いた
しました。その結果はまだ分析中ですので、次の
機会に発表させていただきます。そこで、今回は、
プランニングセルの事例を取り上げるきっかけと
なったカールスルーエにおける市民参加プロジェ
クトのお話をさせていただきます。
今日お話しする内容は３つあります。一つは、

環境問題などでは、人々の利害や考え方価値観が
鋭く対立することが多いために合意を得るのが困
難なために、世界中で合意形成のための様々な参
加型会議の手法、つまりどのような手続きで利害
関係者や市民が参加して議論を進めていけばいい
のかについての試みが行われていますが、それら
は大きく３つのタイプに分かれるのではないかと
いうことです。
次に、これまでに実施された参加型会議の具体

例の中で、市民参加の手続きが数多く盛り込まれ
た代表的な事例として、ドイツのカールスルーエ
で公共交通計画について行われた市民参加プロジ
ェクトを取り上げて、その市民参加の会議の進め
方などについて紹介します。
最後に、カールスルーエで行われた市民参加の

進め方やそれに基づいて住民投票で決定された交
通計画を市民はどう評価していたのかを、現地で
実施した社会調査結果に基づいて報告します。

　交通計画への市民参加 
　―カールスルーエでの試み―１） 

名古屋大学大学院環境学研究科 

教　授　広瀬　幸雄 

１ はじめに ２ 参加型会議の３つのタイプ 
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れているのかといいますと、例えばオランダでは、
国民全体が参加して、様々な地域や様々な層で、
原子力を含めた将来の国のエネルギー政策につい
て議論する国民的ディベート会議が行われまし
た。デンマークでは、国民の中から数十人の市民
の代表を選び、例えば遺伝子組み換え食品問題に
ついて専門家からの情報提供と対話をもとに、そ
の問題について市民の立場で議論するコンセンサ
ス会議が行われています。ドイツでは、無作為抽
出で選ばれた数百人の市民代表が多数の小グルー
プに分かれて独立並行的に議論し、それらグルー
プの結論の意見分布から、国民全体が議論すると
想定した場合の合意の行方を推測しようというプ
ランニングセルという会議方式が開発されていま
す。アメリカでは裁判の陪審員制度の伝統があり
ますから、これを環境問題など様々な計画につい
ての合意形成に適用した市民陪審というやり方が
試みられています。日本では、利害関係者が直接
面と向かって公の場で率直に議論するのはなかな
か難しいために、それぞれの利害関係者の代理人
という役割をもつ人々が議論し、それを利害関係
者や市民が聴いて、互いの意見の違いや合意の可
能性について熟慮するというエージェント型会議
方式も試みられています。これ以外にも多くの市
民参加型会議がありますが、私なりにそれらを大
きく３つに分類してみました。
一つは、市民パネル型会議に分類されるもので

す。社会的に重要な問題を決めるには、市民自身
が議論に参加して市民全体の合意を得るべきです
が、しかし市民全体で議論することができないの
で、市民の代表を選んで、代表となった人々が議
論します。このタイプの会議には、利害関係者や
専門家は参加しませんが、証人として当事者的な
あるいは専門的な情報を提供する機会が設けられ
ています。
二つ目のタイプは、利害関係者型会議に分類さ

れるものです。当該の計画の是非を議論して決め
る場合には、ステイクホルダー、つまりその問題
に深くかかわっている人たちが参加してこそ公正
な手続きと言えるのだから、利害関係者が一堂に
集まって議論すべきだということになります。こ
のタイプの会議では、問題当事者の代表をできる
だけ漏れなく集めます。市民も利害関係者の代表
として参加することがあります。

もう一つは、上記の２つのタイプの会議を組み
合わせた合成型つまりハイブリッド型会議に分類
されるものです。異なる段階で利害関係者と一般
市民がそれぞれ別々の会議に参加して、役割を分
担し合うというものです。
市民パネル型会議の特徴は、専門家や行政とは

違う、市民の立場から合意形成を目指そうという
ことです。無作為抽出や公募により選ばれた人た
ちが市民代表として議論する。専門家は、問題の
本質にかかわる部分を市民が理解できるような形
で情報を提供して、市民はそれによって認識を深
め、専門家も市民からのフィードバックを受ける
ことで市民の立場からの問題認識のありようを理
解する。市民は、それぞれの私益ではなく共益と
いう視点から議論していこうというのがポイント
です。
ところが、市民パネル型会議には問題もありま

す。例えば、最終処分場は必要だが、自分の近く
には作らないでほしい、つまりNIMBY問題の場
合には、立地の近くで生活している周辺住民で不
利益を受ける利害関係者の意見が反映されにく
い。無作為抽出で代表を選ぶと、不利益でなく利
益だけを受ける多数意見の人々は参加できる可能
性が高くても、少数意見となる利害関係者（周辺
住民）の代表が選ばれる可能性は低くなります。
さらに、無作為抽出で市民代表を選ぶと、例えば
ドイツでなら大体５人に１人くらいは参加します
が、日本ですと、せいぜい20人に１人くらいしか
参加してくれませんので、その場合には集まった
人々が市民全体を代表していないということにな
ります。それなら代わりに会議の参加者を公募し
ますと、偏った意見の人だけが参加したと言われ
そうです。それから、必要最低限の重要な情報を
理解していないと議論ができませんが、参加した
市民の間で知識レベルが異なっていますと、事前
によく知っている人が議論を独占して、結論の方
向を支配してしまいます。そこで、知識を平準化
するための学習や情報提供が必要不可欠ですが、
そのための時間やコストがかかるという問題もあ
ります。最後に、市民が共益の立場から議論して
合意された結果が、私益にかかわる利害関係者か
らの理解が得られにくいというのもデメリットで
す。
次に、利害関係者型の会議です。この場合には
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それぞれの利害関係者の私益を反映した利害対立
による論争になり得ますから、中立的な司会者が
必要になります。フェアな立場で議論の交通整理
をする司会のもとで利害関係者が互いの私益をぶ
つけ合って、その妥協点を探るというやり方です。
問題に強い関心と利害を持つ集団や組織の代表者
が参加することが望ましいということになりま
す。市民も利害関係者として入ることがあります。
それぞれの利害関係者は、それぞれの立場での一
面的な情報や認識しか持っていませんので、専門
家は、利害関係者間の理解の隔たりや知識の隔た
りを埋めるために客観的で中立的な情報を提供す
る役割をとります。
このタイプの会議の問題点としては、利害集団

の代表者は忙しくて会議に参加できない場合が多
いので、利害関係者型の会議をやると、責任権限
を持たないメンバーが参加する場合が多くなりま
す。そうすると会議で決まらない、持ち帰って相
談しますということになってしまいます。利害関
係者の調停は会議でなくて、多くの場合は舞台裏
で行われ、いわゆる根回しになります。会議の場
では組織や集団利害の率直な表明がためらわれま
すから、深い討議とか意見交換ができなくなりま
す。さらに、利害関係者は自分の代表する組織集
団利害への強いコミットメントがありますから、
態度をなかなか変えにくい。特に、会議で議論し
ていると、後ろで傍聴している自分の利害関係者
たちの目を意識して、意見を変えたいのだけれど
も変えられなくて、会議で合意が得られにくいこ
とがあります。それから、この会議では一般の市
民の意見が反映されにくいというところがありま
す。
そこで、市民パネル型会議や利害関係者型会議

にはそれぞれにいい点があるのだから、その２つ
を合わせてみようという会議、合成型（ハイブリ
ッド型）会議が、ドイツやオランダなどでいくつ
か開発されています。環境計画については様々な
利害がかかわるので、その計画に関する多様な利
害と論点を整理してそれを共有する段階で、利害
関係者が私益の視点から議論して論点を網羅しま
しょう。論点が出尽くしたら、市民にバトンタッ
チしましょう。問題解決の選択肢を評価し選択す
る段階で、一般市民が共益の視点から議論しよう
というやり方です。これはなかなかいい会議の仕

方ではないかと思われます。ドイツのレンゲリッ
ヒで行われたプランニングセルの場合にも、無作
為抽出の市民による会議の前に、利害関係者によ
る円卓会議が開かれていますので、合成型に分類
しても良いでしょう。

ここまでが最初の話ですが、次にそのようなハ
イブリッド型会議が実際のところはうまくいって
いるのかが気になります。ハイブリッド型で行わ
れた事例はないかということで、2002年にEUを
中心に調べました。いくつか事例が見つかりまし
たが、調査時点で当該の市民の間でホットな話題
になっていた市民参加の事例として、カールスル
ーエの交通計画に関する市民参加プロジェクトが
見つかりました。カールスルーエは、ドイツ南部
のライン川沿いの町です。ここに集まっている皆
さんは環境に関心があるでしょうから、環境都市
として有名なフライブルクはご存じですね。カー
ルスルーエはその少し北にあり、世界的に有名な
公共交通システムがあります。市の中心部まで郊
外電車や市街電車（トラム）で全く乗り換えなし
でアクセスできるので非常に便利です。ただし、
便利すぎて、今度は市の中心部で渋滞や混雑など

の問題が起きてきましたので、市では、この中心
部の部分を地下鉄化し一部迂回ルートを造るとい
う計画を提案しました。さらに、利害関係者や一
般市民にその計画案や代替案について議論し評価
してもらおうという市民参加プロジェクトを実施
することになりました。図１の写真はカールスル
ーエのトランジットモールとトラムです。朝夕で
すと数珠つなぎの電車や通勤などの人々で混雑し

３ カールスルーエでの交通計画への市民参加 

図１　カールスルーエのトランジットモールとトラム



ますが、写真を撮ったのが平日の昼過ぎでしたの
で人通りはそれほどは多くありません。
市民がその計画についての市民参加プロジェク

トをどう評価していたのか、そこの中で行われた
参加の手続きをどう見ていたのかを聞き取り調査
や資料調査をし、最終的にはアンケート調査をし
て調べてみようということになりました。カール
スルーエの市民に意見を聞いて、ハイブリッド型
会議で行われた環境計画への市民参加のやり方を
評価しましょうということになりました。
それでは、市民参加プロジェクトに至るまでの

経緯をもう少し詳しくお話しします。前に少し述
べましたように、カールスルーエ市は、トラムと
郊外電車が統一された交通システムで有名で、そ
のシステムはカールスルーエモデルとも呼ばれて
います。都心へのアクセスが非常に便利でトラン
ジットモールもにぎわっています。ドイツのほと
んどの都市では公共交通の利用率がだんだん少な
くなっているのに、カールスルーエでは公共交通
の利用が増えており、都心部へのアクセスでは公
共交通の利用率が全体の半分ぐらい、一方自動車
利用は４分の１しかありません。ところが、ラッ
シュ時には渋滞が起きて、事故も起きている。そ
こで市は、何とかこの公共交通システムを生かし
ながら渋滞などの問題を解決したいということ
で、中心部を地下鉄化するという計画を、2002年
の調査時点のさらに５年前に提案したことがあり
ました。ケルンでは既に中心部の路面電車を地下
鉄化していましたし、アメリカのボストンでも、
郊外では地上を走っている電車が都心に来ると地
下に潜っています。しかし、カールスルーエでは、
多くの市民は地上のトランジットモールをトラム
が走ることの意味を大切に考えて、地下鉄化する
と治安が悪くなる、あるいはお年寄りとかハンデ
ィキャップの人が地上に出にくくなると心配しま
した。それから、多くの市民の目に触れることで、
都心部の公共交通の意義が理解されるのだという
ことで反対運動も起きました。そして計画の是非
を決めるための住民投票が行われて、そのときに
は計画は否決されました。ところが、中心部の交
通渋滞混雑の問題はその後も解決されないままで
したので、３年間という凍結期間の後に、市は再
び、中心部を地下鉄化する案とともに中心を走る
路線の一部については迂回ルートにするという案

の２つを組み合わせた計画つまりコンビプランと
名付けた交通計画を再提案しました。
図２はコンビプランのパンフレットです。パン

フレットの上の方にはコンビプランのシンボルで
あるニコッと笑っている顔のデザインがあります
が、２つの目を表す円を結ぶ部分が地下鉄化され、
口を表す三日月型の曲線の部分が路線の迂回ルー
トになることを示しています。パンフレットの中
央部分には、市の中心部を俯瞰した写真があり、
その上に引かれた直線は電車の線路です。下半分
の左側は、都心の電車乗り場の写真がありますが、
ラッシュ時で混雑している様子がわかります。

市が再提案したコンビプランに対して、やはり
反対派は住民投票にかけることを要求しました。
図３の写真は、地下鉄化に反対している市民団体
です。都心部にテントを張ってビラを置き、道行
く人々に配りながら説明をしていました。テント
には「生き生きとした都心部の鉄道をトンネル化
するのを止めましょう」と書いています。住民投
票の１カ月前でした。
市の方も、多くの市民の間でいろんな形で１年
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図２　コンビプランのパンフレット



間議論をして、その議論の過程や内容についての
情報を市民全体で共有したあとで、最終的に住民
投票で決めるというやり方が望ましいだろうと考
えて、利害関係者や市民代表によるハイブリッド
型参加会議の機会を設けることにしました。
図４は、市民参加プロジェクトのスケジュール

の概要です。ハイブリッド型会議方式、つまり利
害関係者代表による会議と一般市民の代表による
２種類の会議がそれぞれ独立に交通計画について
議論して結論を出し、その後に市民全体で住民投
票をして計画の是非を決めようという手続きにな
っています。
はじめに、利害関係者型会議（ステイクホルダ

ー会議）を行いました。交通連盟の関係者、環境
団体、地元自治会、商店業者などの利害関係者の
代表が、計画について議論しました。商店主は、
電車が地下に潜ってしまったら、トランジットモ
ールの商店街は寂れるのではないかと心配しま
す。交通関係者は、これでやっと渋滞が解消でき
るし、もっと乗客数も増えるのではないかと期待
する。新たに路線が通るところの自治会はいいけ
れども、迂回されると今度は不便になる地域も出
てくる。環境団体は、建設中の騒音やコストを問
題にする。計画によって生じる様々な利害を考慮
しながら、市が提案したコンビプランや代替案の
長所短所を評価する。その評価の後に、専門家グ
ループは、それぞれの案が実施可能不可能か、参
加者が期待された効果を有するかどうかについて
コメントをする。それを受けて、さらに議論を続
け、最後に多数決の投票によって、コンビプラン
が望ましいとの結論を出し、それを市議会に答申
しました。

利害関係者型会議による答申の後に、今度は市
民フォーラムを開いて、市長が計画の内容を説明
し、続いて開かれる市民パネル型会議への参加を
要請しました。幅広い市民の参加のもとで、交通
計画について一般市民の立場からもう一度議論し
ましょうということになりました。

図５は、市民フォーラムのポスターです。左上
の写真の女性が市民パネル型会議の司会を担当し
た人です。その右下のグループは交通計画案への
コメントを担当した専門家たちです。その左下の
人々は市民フォーラムに参加した市民たちです。
その右下は、カールスルーエの市長さんです。こ
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図３　地下鉄反対運動の市民団体

図４　ハイブリッド型参加会議と市民投票までの手続き

図５　市民フォーラムの模様



の計画について議論する市民パネル型会議に参加
してくださいと要請しているところです。
次に行われたのが、公募の市民による会議です。

計画について議論する会議への参加を募ります
と、およそ500人の市民が集まりました。500人が
全員で議論することはできませんので、小グルー
プに分かれて議論するプランニングセルに準じた
会議方式がとられました。500人が20ほどの細胞
つまり小さい集まり、分科会に分かれて、同じ中
心部の交通混雑を解決するという問題について、
それぞれ独立にほぼ同じ時期に並行的に議論しま
した。そうすると、議論の結果が20ぐらい出てき
ます。例えばほとんどの分科会である一つの案を
議論の末に選んだとしたら、それは、カールスル
ーエ市民による議論に基づく結論と考えてもいい
のではないか。それがプランニングセルの考え方
です。しかし、公募ですから、賛成や反対の団体
による組織動員によって偏った意見の人が多くな
るという恐れがあります。でも、500人ほどの多
くの市民が集まったのですから、賛成反対様々な
考えや意見であっても市の計画について関心を持
ってまじめに議論しようという市民が参加する可
能性も大きいでしょう。それぞれの分科会は隔週
ごとに夜３時間の会議を４回行って、最後に参加
者の多数決で最も望ましい案を選択したところ、
すべての分科会で、市が提案したコンビプランは
次善の策だという結論になりました。地上の迂回
路だけで中心部の混雑などの問題は解決できるの
ではないか、だから地下鉄はやめましょうという
ことになりました。利害関係者型会議とは異なっ
た結論になりました。市の当局者にインタビュー
しますと、この結論に対しては正直なところ驚い
たとのことでしたし、先ほど述べたように計画に
反対の人々が参加者のほとんどであったのではと
考えたそうです。しかし、この公募型の会議の結
論は市にとって重いものでした。
さて、最後にもう一つの市民パネル型会議、無

作為抽出の市民によるプランニングセルの会議が
開かれました。ただし、ここでも、会議の合計時
間は、通常のプランニングセルの半分でした。今
度は市民を無作為抽出で500人選び、彼らに市民
の代表として会議に参加するように依頼しまし
た。そうすると、５人に１人の人はいいよと手を
挙げました。実際に参加した市民およそ70人は９

の細胞つまり分科会ぐらいのグループに分かれて
議論しました。それから、公共交通はカールスル
ーエ市民だけの問題ではなく、市外から公共交通
を利用してカールスルーエに来る人たちも、計画
の問題当事者であるので、カールスルーエの周辺
の町からも無作為抽出で300人を選び参加を依頼
したところ、応じた人は20人ぐらいだったので、
もう一つ分科会を作りました。すべての分科会は、
公募型の会議と同じ時間をかけて議論しました
が、今回は週末に２回合計12時間かけて集中して
行いました。すべての分科会の結論は今度はコン
ビプランが最善策だということになりました。公
募による市民会議とは異なる結論を選んだわけで
す。無作為抽出による代表が市民全体の母集団か
らの代表としてのサンプルだとすれば、こちらの
結論の方が市民全体の意見を反映していることに
なります。そして公募によって参加した市民の意
見は市民全体の意見分布からはやや反対の方に偏
っていたとも考えられます。いずれにしても、２
種類の市民会議では違った結論になってしまいま
した。会議の行方を見守っていた会議に参加しな
かった残りの市民は混乱したかも知れません。
これで３種類の会議は終わりましたが、すべて

の会議の議事録はすべて情報公開されました。２
つの市民会議での議論のおもな内容は、利害関係
者会議の内容とともに、すべて印刷されて、市民
の誰もが読めるようになりました。その量は電話
帳の厚さほどもありました。また、会議の結論や
経過については、市の情報センターで開示されま
したし、地元の新聞でもその内容が報道され、環
境団体のニュースレターでは会議手続きが批判的
に論評されました。市民はそこでの議論を一応聞
いた上で、全員による直接投票を行ったわけです。
今回は市が提案したコンビプランが55対45という
僅差で支持されました。この結果は、市民参加プ
ロジェクトが行われる前に実施されたカールスル
ーエ市の世論調査での意見分布とほぼ同じ結果で
した。市は、世論調査の結果が僅差であったから
こそ、自分たちの計画を市民に理解してもらうた
めに市民参加プロジェクトにおける情報提供と参
加型会議を実施したとも言えるでしょう。
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さて、住民投票の結果は僅差で計画が支持され
ましたが、計画に反対票を投じた市民も、決定ま
での参加手続きがフェアだ、公正だと評価すれば、
住民投票の結果を受け入れるでしょうか。１年か
けて市民の間で議論してきました。異なる層の多
くの市民による議論の機会や意見表明の機会も豊
富に用意したはずでした。計画についての長所短
所の情報や計画についての会議の内容についても
詳しく情報提供したはずでした。さらには、それ
らをもとにして最後には全体での住民投票も実施
されました。そうであるとしたら、最終的に自分
が反対していた計画が多数を得て実施されること
が決まったならば、それは仕方がないことなので
計画を受容するのかということが問題です。それ
から、市民が計画を受け入れるためには、計画が
もたらすと予想されるプラスの効果の評価だけで
なく、参加の手続きが公正であると評価されるこ
とが必要ではないだろうか。それから、参加手続
きが公正だと判断されるためには、参加プロジェ
クトにおけるどのような具体的な手続きが必要に
なるのだろうか。以上のことを明らかにしなけれ
ばなりません。
そこで、調査によって明らかにしたい仮説とし

て、環境計画の社会的受容には参加手続きが公正
であることが必要不可欠だと考えました。さらに、
参加手続きの公正さを左右する手続きの要件とし
ては、情報を市民に十分に開示していたかという
こと、議論や意見表明の参加機会が十分に用意さ
れていたかどうかということ、さらに議論に参加
した市民が市民の代表と言えるかどうかというこ
とだと考えました。そこで、住民投票から１年後
の2003年の10月に調査を行いました。調査の時点
では、地下鉄化の計画はまだ進んでいませんでし
た。計画を開始するためには、住民投票での支持
とともに、計画の費用便益分析についての専門的
評価が必要ですが、それがまだ終わっていません
でした。
さて、その時期に面接調査を行いました。交通

計画への社会的受容については、市民投票の結果
は受け入れがたいかどうかという質問項目などで
尋ねました。計画効果の全体的評価については、

プランは総合的にすぐれているかどうかという質
問項目などで尋ねました。参加手続きの公正さの
全体的評価については、市民参加は全体として公
平な手続きで行われたかどうかという質問項目な
どで尋ねました。
次に、計画で予想される効果については、コン

ビプランは中心部の渋滞を解消できるなどの正の
効果や、プランは市にとって財政的に大きな負担
だなどの負の効果、中心部での乗り換えが不便に
なるという意図せざる効果などについても尋ねま
した。参加手続きについては、計画の問題点につ
いて市民に十分説明したか、市民会議で意見を述
べる機会は十分にあったか、議論したい人だけが
参加したので全体の意見を反映していないなどに
ついて尋ねました。

図６２）は、調査結果を分析して、計画の社会的
受容とそれに影響を及ぼしていた要因の関連につ
いて示したものです。だ円形の要因の間の矢印は、
一方がもう一方に影響を及ぼしていることを表し
ています。それによれば、計画を受け入れるかど
うかについては、一つにはその計画がいい悪いと
いう評価が決めることがわかります。それと同時
に、参加プロジェクトの手続きがフェアであった
かどうかということも、計画受容度に同じぐらい
影響を及ぼしていました。これを見ると参加手続
きの公正さが大事だというのがわかります。
参加手続きの公正さを支える具体的要件は３つ

あると予想しましたが、今回の調査結果では、情
報を開示することと、参加して意見を述べ議論す
る機会があることの２つの要件を、市民の人たち
ははっきりとは区別しておられませんでした。同
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４ カールスルーエの参加プロジェクトへの市民の評価 

図６　計画受容度とその規定因との関連



じような問題だと考えていたので、一つのだ円形
にまとめています。会議に参加した市民の代表性
の問題は上記の２つの要件とは別のことだと区別
していました。これら大きく２つの要件はいずれ
も、参加手続きが全体として公正であるとの評価
を左右していることがそれぞれの矢印からわかり
ます。この結果から、参加手続きをきっちりやれ
ば、手続きがフェアだったら、反対した人も何と
か受け入れるのかという問いに対しては、ある程
度イエスだとの答えになります。ところが、調査
結果をもう少し細かく見てみますと、必ずしもそ
うともいえないという答えも見つかりました。
表１２）は、住民投票で賛成に投票した人、反対
に投票した人、さらに投票しなかった人に分けて、
それぞれのグループごとの、投票による決定の受
容、手続き的公正さの全体評価、計画効果の全体
評価などについての回答の平均値を示したもので
す。無投票のグループの数値が中立としての準拠
点と考えることができます。賛成と反対の数字の
上の小さなアルファベットが中立のグループの数
字の上の添字のアルファベットと異なっていると
ころは、無投票グループの評価と違うことを示し
ています。この表の中で反対グループの決定受容
度の数値を無投票のグループと比べると、やはり
反対に票を投じた人は計画を受け入れていないこ
とがわかります。それから、手続きの公正さの評
価についても、無投票グループから偏っているの
は反対の人たちです。反対の人々は、やはり参加
プロジェクトの手続きはそんなにフェアではなか
ったと考えていることがわかります。では、参加
手続きの具体的要件としての情報開示・参加の機
会とか代表性の評価については反対グループはど
うなのかというと、実は中立のグループから偏っ
ていないんですね。賛成の人たちはよりいい方に
偏っているが、反対グループは無投票グループと
同じように、具体的な手続きを偏っては評価して
いないというのがわかります。

結論です。市民参加の手続きの公正さは、計画
の社会的受容の重要な要件だということがわかり
ました。市民参加の手続きが公正であるとの評価
は、情報開示、参加機会と参加の代表性に左右さ
れることもわかりました。計画に賛成した市民も
反対、無投票の市民も、計画を受容するかどうか
を判断するときに、計画の効果だけでなく、参加
手続が公平かどうかも同時に考慮していることも
わかりました。市民参加のプロジェクトにおいて、
情報開示や参加機会など参加手続きが公正である
ことが重要だということが、今回の調査から確認
できました。

時間ですので、手短に今後の課題をまとめて終
わりにしたいと思います。ハイブリッド型で行わ
れ市民参加の機会を数多く設け、時間と費用をか
けて行ったカールスルーエの市民参加プロジェク
トでも、すべての市民から高く評価されたわけで
はありませんでしたし、この参加手続きによって
市民全体の社会的受容が得られるということはあ
りませんでした。計画反対の市民は、参加手続き
の公正さの評価において自分の都合のいい方向に
バイアスを持っていましたし、計画賛成の市民も
また、参加手続きの下位次元の評価においてバイ
アスをかけていることがわかりました。やはり、
自分の意見に都合のいいようにゆがめて見ている
ところがあることもわかりました。とすると、こ
のような参加プロジェクトを実施しても、賛成反
対の意見の隔たりをなくし、共通の認識をもち合
うことは容易ではないことがわかります。
しかし、だからといって悲観的になるのではな
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５ 最後に、今後の課題 

灰色 

表１　市民投票の各グループごとの効果と手続き評価の

平均値



く、このような市民参加のプロジェクトでは、情
報開示、参加機会、代表性の確保について賛成反
対両方からより高い評価を得るために、どのよう
に具体的な手続きを改善していくべきかを考えて
いく必要があるのではないでしょうか。
また、カールスルーエで行われたようなハイブ

リッド型の参加プロジェクトは、日本ではまだ行
われていません。既にコンセンサス会議、プラン
ニングセルによる市民討議会が実験的に行われて
いますが、ここまでのことはやっておりません。
日本でもこういう参加のプロジェクトを進めるこ
とが必要ですし、日本の場合には、特に市民の参
加を引き出すために何が必要かを議論する必要が
あるのではないかという、また別の問題が浮かび
上がってきます３）。以上で、私のお話を終わりに
させていただきます。どうもありがとうございま
した。

注１） この報告は、平成16年12月17日の名古
屋大学科学研究オープンシンポジウムで
の私の講演「環境計画への市民参加につ
いて」にほぼ基づいて、平成19年３月31

日の第４回プラーヌンクスツェレ研究会
において行ったものです。

注２） 広瀬幸雄・大友章司・大沼進（2004）。
交通計画の社会的受容とその規定因とし
ての手続き的公正評価と計画効果評価：
カールスルーエの市民参加事例。 未発
表論文

注３） たとえば、われわれは、市民参加によ
る計画作りに関する調査を愛知県の日進
市や津島市で実施しましたが、その結果
によりますと、市民参加による計画作り
に対しては肯定的な態度を表明する人が
多いのですが、実際に計画作りに参加し
ようという意図を表明する人は少数だと
いうことがわかりました。行政が環境基
本計画や一般廃棄物処理基本計画を市民
参加で策定するために、市民委員を公募
しましても、応募してくる市民はわずか
であることがしばしばです。また、計画
策定のためのワークショップや調査活動
への参加をよびかけても、環境やごみ問
題に関心の高い一部の人だけが参加して

いるのが実情です。このままでは、市民
参加による計画作りは、絵に描いた餅に
すぎなくなってしまいます。
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