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プラーヌンクスツェレ（市民討議会） 
 

この言葉、どこかで耳にしたことがありませんか？ 

そうです、実は今年の 1 月に発行した「協働かわら版 Vol.5」でドイツ生まれの市民

参画の手法として紹介しましたので、まだ記憶に新しいのではないかと思います。 

「何でまた取り上げるの？プラーヌン・・・クス・・・ってなんだ？」って言われそ

うですが・・・決してネタがないわけではありません。 

この手法が、最近、それぞれの地域の特性に合わせ、少しずつアレンジされながら、「市

民討議会」として急速に日本各地で広がりを見せているんです。 

「今時、討議会なんて、流行るの？」と思うかも知れませんが、実は、この市民討議

会、「協働によるまちづくり」を進める上で、非常に有効な手段として各地で注目されて

いるんです。 

 

今回から、各地の取り組みや具体的な実施方法などについて、「プラーヌンクスツェレ」

について少しずつ紹介していきたいと思います。 

 

■関東を中心に全国への広がり 
市民討議会は、2005 年に東京青年会議所が東京都千

代田区で実験的に実施したのをきっかけに、2006 年に

は三鷹市で行政と三鷹青年会議所との共催による市民討

議会が日本で初めて実現しました。 

それ以後、北は北海道から南は岐阜まで、75 件の市民

討議会が開催されています。（2009 年 6 月：市民討議

会推進ネットワーク調べ） 

埼玉県内では、川口市が 2009 年 2 月に、飯能市が同

年 7 月に開催しています。 

 

ここ数年で、市民討議会は急速に各地で展開されるようになってきましたが、その背

景には、全国に約 600 ある青年会議所（JC）の強力なネットワークを土台に市民討議

会が推進されているだけではなく、最近では、行政職員、議員、研究者、そして市民活

動団体などが、その有効性に着目し、様々な研究会や勉強会が各地で開催されているこ

とが挙げられています。 



 

○主な開催状況（予定含む） 

     （2009 年 6 月 15 日現在市民討議会推進ネットワーク調べより一部抜粋） 

 

市民討議会の主催のタイプは、①青年会議所などを中心とした市民団体の単独型、②

行政との共催型、③行政単独型の大きく３つに分けられますが、圧倒的に行政との共催

型が多くなっており、市民参加における「協働」に開催目的の重点を置いている自治体

が多くなっています。

都道府県 開催地 開催年／月 テーマ 主催者 備考 

北海道 夕張市 07/10 地域連携 (社)日本 JC 北海道

地区協議会 

 

網走市 08/9 人口減少から考えるま

ちのあるべき姿 

(社)網走 JC 網走市協力 

群馬 藤岡市 08/8 安全安心のまちづくり (社)藤岡 JC・藤岡

市 

 

高崎市 09/10 高崎市の文化施設・文化

政策について 

(社)高崎 JC・高崎

市 

 

栃木 栃木市 08/6 住みやすさ (社)栃木 JC・栃木

市 

 

宇都宮市 08/9 地産地消・交通 (社)宇都宮 JC・宇

都宮市 

 

茨城 常陸太田市 07/10 環境問題 (社)常陸太田 JC、

常陸太田市 

 

坂東市 07/9 ごみ減量と分別方 (社)坂東 JC 坂東市後援 

境町 08/4 安全安心きれいなまち (社)境 JC、境町  

埼玉 川口市 09/2 より良い市民と行政の

関係について 

(社)川口 JC 川口市後援 

飯能市 09/7 飯能をより魅力ある「ま

ち」にするために 

(社)飯能 JC・飯能

市 

 

千葉 習志野市 07/10 子どもの未来 (社)習志野 JC・習

志野市 

 

木更津市 08/10 子どもの未来創造 (社)かずさ JC・木

更津市 

 

東京 多摩市 07/09 図書館・図書館サービス 多摩市教育委員会  

立川市 09/10 第 3 次基本計画 (社)立川 JC・立川

市 

 

三鷹市 08/8 東京外かく環状 国土交通省・東京

都・三鷹市 

地 域 課 題 検 討

会 

神奈川 横須賀市 07/6 子供の安心・安全 (社)横須賀 JC  

相模原市 08/9 さがみはらってどんな

ところ？ 

(社)相模原 JC 相模原市後援 

 

伊勢原市 09/9 地 域 ブ ラ ン ド を 創 ろ

う！ 

(社)伊勢原 JC  

山梨 富士吉田市 07/10 市民エコ (社)富士五湖 JC 富 士 吉 田 市 後

援 

静岡 静岡市 08/8 健康福祉計画 (社)静岡 JC・静岡

市 

 

愛知 新城氏 08/9 新城をもっと元気にす

るには？ 

(社)新城 JC・新城

市 

 

岐阜 多治見市 08/6 多治見駅と土岐川周辺

の資源を活用し“にぎわ

い”をつくろう 

(社)多治見 JC・多

治見市 

 



 日本では 2000 年に地方分権一括法が施行され、中央政府と地方自治体、及び市民の

関係が大きく変化しました。自治体行政と市民というこれまでの対立的な関係に対し、

市民と自治体がお互いに協力し接近する「協働」という新しい行動様式が普及・定着す

ることが望まれるようになりました。 

このような現状のなか、各自治体では市民の協働のまちづくりを推進するための様々

な取り組みが行われており、その中でも「市民討議会」は、各地でその有効性が確認さ

れ、実施を検討する自治体が急増しています。 

 

 今回から、この市民討議会がどうして「協働のまちづくり」に有効なのかということ

を、少しずつ紐解いていきたいと思います。 

 

■市民討議会にはどのような市民が参加するのか？ 
  

 現在、審議会や協議会などの委員は、どこかの自治会や関係する団体、近隣の大学な

どから委員をお願いしているほか、市民から一般公募として委員を選出しているのが現

状ではないでしょうか。 

 この選出方法を決して否定しているわけではありません。審議する案件によっては、

専門的な知識を有している方や関係する団体の考えなどが必要な場合も当然あります。 

 しかし、選出する母体には限りがあり、気づいてみると「ああこないだはどうも・・・」

なんて、周りの審議会や協議会を見渡すと、いつも同じ顔ぶれになっていないでしょう

か？ それに、「行政に都合のいい人ばかり」なんてことも囁かれているとかいないと

か・・・ 

 もちろん、委員交代などで新しい委員さんを見つけるのは非常に大変です。さらに公

募とはいえ、なかなか上がってこないし、上がってきたと思えばまた同じ人かぁなんて

ことがよくあります。 

 ある自治体の企画担当職員は「審議会を同時に約 50 程度実施しているが、担い手が

少なく多くの審議会は同じメンバーという現状」というふうに言っています。 

 

この市民討議会に参加する市民は、無作為抽出により選ばれ、主に次のような手順で

選出されます。 

①住民基本台帳から無作為抽出（1,000～2,000 人が多いようです。） 

②抽出した市民に案内状を送付 

③参加希望の募集 

④参加者の決定（希望多数の場合は抽選により決定します。） 

 

 このように、市民討議会は無作為抽出した多くの市民に、ま

ずは声をかけるところからスタートし、市民が自ら自主的に手

をあげることにより選ばれという仕組みになっています。 

 

 実際に、他市で実施された市民討議会では参加者のうち、9

割以上が、「今までは市民会議のような場には参加したことがな

い」と言っているほか、主催者側も「参加者の 9 割以上はこれまで見たことがない人だ

った」と言っています。 

これにより、いつも同じ顔触れだったものが、ほとんど顔も合わせたことがない市民

が集められるほか、今までこのような場には縁や機会が無かった市民が参加することが

できるということが特徴の一つなんです。 



 

■見ず知らずの市民を集めて議論なんてできるの？ 
一方、多くの開催地において、企画段階では無作為抽出した市民が本当に討議できる

のかと疑問視する声も非常に多いようです。 

しかし、実際に市民討議会を開催されてきた主催者の皆さんは、声をそろえて「問題

なかった」と言っています。 

ある自治体職員は、「市民が主体的に活発な議論をする姿に驚いた」と証言するように、

この疑問がまったく丌要なもので、市民は意見も考えも持ち議論できると言われていま

す。また、参加者に謝礼を支払うことで、議論に参加し、発言することに対する責任意

識の向上も図られることが考えられます。 

 

 
           他市で開催された市民討議会の様子 

 

■市民討議会の真の目的は？ 
「審議会の委員を見つけるのも大変」、「協議会といえども単なる形式上・・・」、「パ

ブコメしても意見なんて集まらない」、「意見を寄せてくるのは、同じ人ばかり・・・そ

れも苦情じみた内容・・・もしかしてクレーマー？？」なんて、口には出せないものの、

思っている人は多いのではないでしょうか。 

 

この市民討議会が協働のまちづくりに有効だとされる理由の一つとして、市民意識の

向上が挙げられています。 

これまで、まちづくりに関心がありつつも、「市民会議などが開かれているなんて知ら

なかった」、「参加したくてもどのようすれば参加できるか分からない」、「これまで暇も

ないほど忙しかったが、退職したし地域にデビューしたい」など、これまで市民参加の

機会を逸していた市民にとっては、またとない機会なんです。 

実際に討議会に参加した市民の多くが「次回もこのような討議会に参加したい」と答

えているほか、「やっと市民の一員になれた」、「これからは地域活動に参加しようと思う」、

「市民活動に興味を持った」などという声が多く寄せられています。 

このようなことから、この市民討議会はまちづくりに対する市民意識の向上が図れる

ほか、地域活動や市民活動への関心の高まり、新たな担い手の掘り起こしが期待されて

います。 

 

しかし、最近では、「市民討議会の真の目的は、行政への提言や声なき声（サイレント

マジョリティ）の発掘ではない。市民参加機会の現状や市民自治を考えることで実践す

る市民を増やすことだと思う。」という声も上がっています。 

この市民討議会を導入したばかりのころにおいては、行政は市民意識を高めることや

担い手の掘り起こしが、開催目的の中心的な考えでしたが、最近では計画策定プロセス



を導入する自治体が増えてきており、また三鷹市や国立市などでは都市計画という利害

の対立が大きな分野にも適用されるようになってきています。 

市民討議会を実施してきた自治体の動向を見ると、開催目的を市民意識の熟成や担い

手の掘り起こしに特化すると、例外はあるものの 2 回目、3 回目の実施で目的や展望が

つかめなくなる傾向がある一方で、課題の判断や解決を目的にし、その方向にチャレン

ジする自治体では「市民討議会」が根付いているとも言われています。 

 

以上のように、市民討議会は、行き詰った市民参画の新たな救世主となるべく、各地

でその取り組みが活発化し、「協働によるまちづくり」の筆頭株主と言っても過言ではな

いほど、注目されているものなのです。 

 

次回は、具体的な市民討議会の実践方法を紹介したいと思います。 

 

 

   協働庁内会議近況報告 
 

現在、若手職員を中心に、第 2 期の協働庁内会議がＨ２２年１月からスタートしてい

ますが、近況報告です。 

この会議は、第 1 期メンバーは協働指針の策定を使命として、平成 19 年から活動し

ました。 

そして、第 2 期メンバーは職員向けの協働に関するハンドブックの作成を使命として、

第 1 期のメンバーに負けまいと、熱い思いをぶつけあいながら、熱心に議論しながら取

り組んでいます。 

 現在は、「協働」に対する基本的なことから、実際に協働を実践しようとするときに発

生するだろう様々な疑問や課題を抽出する作業を行っています。 

 読者の皆様からも、「協働」に関して何か丌明な点や疑問に思うところがありましたら、

どんなに些細なことでも構いませんので、ご意見をお寄せ下さい。 

        連絡先：市民参加推進課市民参画係まで、メールでお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●２班に分かれて協働に関する疑問点などの抽出作業（終始和やかなムードです。） 

 

☆編集後記☆ 

この「協働かわら版」は職員の皆様に「協働」をより知っていただこうと、昨年

度から発行してきました。昨年度末の職員意識調査では職員の皆様から、発行にあ

たりいろいろなアドバイスやご意見を頂戴しました。心より感謝申し上げます。 

今年も一年を通じ、いろいろな情報をお知らせしていきますので、どうぞよろし

くお願いします。 


