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お話ししたいこと
1. 欧州では、2050年(またはそれより早い)実質ゼロ⽬標
の設定を受けて、無作為抽出型の気候市⺠会議が、国
レベル、⾃治体レベルで相次いで⾏われている

2. その背景には、気候危機の深まりに加えて、「⺠主主
義の刷新 (democratic innovation) を同時に追求し
ようとする潮流がある

3. 「脱炭素社会への転換と⽣活の質」市⺠陪審の試⾏結
果は、⽇本でも、適切に設計されたミニ・パブリック
スが脱炭素社会への転換に向けた議論に有効性を持ち
うることを⽰唆（前回第5回フォーラムで報告）

4. 3.の試⾏を踏まえて、札幌市などと協⼒して、無作為
抽出で選ばれた市⺠20⼈によるローカル版の気候市⺠
会議を11⽉8⽇〜12⽉20⽇に開催中。その中から⾒
えてきた可能性と課題 2



気候市⺠会議とは︖
• 無作為抽出(くじ引き)で集まった⼀般の市⺠が
数週間から数か⽉かけて
気候変動対策について話し合う会議
→結果は国や⾃治体の政策決定に活⽤

• フランスや英国では昨年から、政府や議会、⾃治
体が相次いで正式に開催
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▶（2点とも）三上直之
「気候変動と⺠主主義︓欧
州で広がる気候市⺠会議」
『世界』(933): 174-183,
2020年6⽉, から抜粋



市⺠会議が求められる背景
• 脱炭素社会（温室効果ガス排出実質ゼロ）への転換

– すべての⼈の暮らしに関わる⼤きな変化
– 切迫した課題だが、まだ選択肢は残されている
– 専⾨家も「正解」を知らない

• 私たち⼀⼈ひとりが問題を知って、ともに考
え、話し合う余地がたくさんある
– 脱炭素化を実現するために、どのような社会の姿、
暮らし⽅を選択すべきか

– どのようなしくみや政策、技術などがあれば、私た
ち市⺠が、そうした選択をしやすくなるか
＝「普通の市⺠」がじっくり話し合える⽅法が必要
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• civic lottery, sortitionなどと呼ば
れるくじ引き（2段階式の無作抽
出法）で110⼈の参加者を選出
– 無作為抽出した全国3万世帯に招待状

を発送。参加者には、全⽇程で600ポ
ンド（約8万4000円）の謝⾦

– 年代、性別、学歴、エスニシティ、居
住地域、都市部／農村部居住者、気候
変動への意⾒という7つの属性を考慮
して参加者を抽選
→国全体の「縮図」を作る

• 議会が委嘱した実⾏委員（気候変
動の専⾨家）と、市⺠会議の運営
を専⾨とするNPOが、議会事務局
と連携して運営

• 実施経費は議会予算と⺠間財団の
寄付でまなかう。当初予算約7300
万円（後に新型コロナによるオン
ライン対応のため追加）
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気候変動についての意⾒の⾯でも「国全体
の縮図」となるように選出
（出典︓Climate Assembly UKウェブサイト、
https://www.climateassembly.uk/detail/recruitment/）

英国の事例︓議会主催の気候市⺠会議
Climate Assembly UK

https://www.climateassembly.uk/detail/recruitment/


• 英国では2019年6⽉、気候変動
法の改正により、2050年の排
出実質ゼロ⽬標が法制化
→この⽬標をどのような⽅策で
達成すべきかが市⺠会議の議題

• 政府の助⾔機関（CCC）は、ガ
ソリン⾞、ディーゼル⾞の禁⽌
や、暖房の脱炭素化、⽔素の活
⽤、⼆酸化炭素回収・貯留CCS
などの対策を提⾔
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くじで選ばれた市⺠が「2050年実質ゼロ」を議論

参加者は7〜8⼈ずつのグループに分かれて議論
（Climate Assembly UKウェブサイト、Fabio de Paola / 
PA Wire）

• ⽴場の異なる専⾨家の意⾒を聞き（①学習）、グループで②討議
し、論点ごとに③投票する、という3つのステップで進⾏。1⽉下
旬〜3⽉下旬にかけて4回の週末に議論

• 3⽉下旬に開催予定だった第4回は、新型コロナの感染拡⼤を受け、
4⽉〜5⽉に分けてオンライン開催された



• 会議結果は、9⽉10⽇に最終
報告書として発表。直接の宛
先は、主催者である議会下院
の6つの特別委
→基本的には、委員会の調査
（inquiry）において活⽤

• EU離脱をめぐる混乱で、2019
年12⽉に総選挙。気候市⺠会
議が企画された時と、現在で
は下院の構成が変化。6特別委
の委員⻑もほとんどが交代
→活⽤の⾒通しは不透明︖

• ただし、メディア報道等を通
じての普及や、社会的議論へ
のインパクトも重要

会議結果の扱われ⽅

h"ps://www.bbc.com/japanese/51216667

ビジネス・エネルギー・産業戦略特別委など、気候市⺠会
議を主催した6つの特別委の委員⻑が連名でジョンソン⾸
相に提出した書簡（6⽉23⽇）

https://www.bbc.com/japanese/51216667


テーマ 提言のポイント

1. 対策の基本原則
(Underpinning Principles)

「全ての人への情報提供と教育」（74票），「英国内における公正さ（fairness）」（65票），「政府のリー
ダーシップ」（63票），「自然の保護と再生」（59票）など，25項目

2. 陸上交通 将来にわたって、移動やライフスタイルへの制約がなるべく少なくて済むよう，電気自動車への転換
や公共交通機関の改善に力を入れる

3. 空の交通 今後も人々が航空利用を続けられるような解決策を望む。2050年までの航空旅客数の伸びを，現状
の65%増の予測に対して，20-50%増に抑える。利用頻度や距離に比例して負担が重くなる税の導入

4. 家庭での熱とエネルギーの利
用

各地域・各家庭に合った対策を。競争を促進することで選択肢を増やすべき。信頼のおける，わかり
やすい情報提供が必要。あらゆる所得層，居住形態に対応できる解決策を

5. 食と農業、土地利用 地元での食料生産を通じて，地域へのベネフィットや，生産者にとっての公正な価格，環境負荷の低
減を実現。食肉と乳製品の消費を20-40%削減。土地利用の多様性を確保。排出実質ゼロへの移行が
可能になるよう，生産者を支援。動物福祉への配慮。遺伝子組換え食品や培養肉への強い警戒

6. 買い物 企業は，より少ないエネルギーと原料で製品をつくることを強く支持。消費者は，新しいモノの購入を
減らし，積極的に修理するとともに，共用（シェア）すべき。理解した上での選択と，個人の行動変容を
促すための，よりよい情報提供を

7. 電力の供給 英国においては，洋上風力（参加者の95%が支持），太陽光（同81%），陸上風力（同78%）の3つが，
効果が実証され，クリーンで，低価格な電源である。これらに比べると，バイオエネルギーや原子力，
CCS（二酸化炭素回収貯留）付きの化石燃料に対する支持は非常に弱い

8. 温室効果ガスの吸収 温室効果ガスの大気中からの除去の方法としては，森林（参加者の99%が支持），泥炭地や湿地の
再生と管理（同85%），建設への木材利用（同82%），土壌への二酸化炭素の貯留の促進（62%）の4つ
を支持。CCS付きのバイオネルギーや，大気中からのCO2の直接回収への支持は弱い

9. 新型コロナウイルス感染症と
排出実質ゼロへの道筋（5月中旬
の最終回に追加）

政府の経済回復策は，排出実質ゼロの達成を手助けするように計画されるべき（参加者の79%が支
持），ロックダウンの解除に伴って，政府や雇用者などは，排出実質ゼロとの両立可能性がより高い
方向へと人々のライフスタイルを変化させるよう促すべき（同93%）

Climate Assembly UK (2020年9⽉)

最終報告書の⾻⼦



気候変動・エネルギー分野でのミニ・パブリックスの例

気候変動とエネルギーに関する世界市⺠会議 (2015)

エネルギー・環境の選択肢に関する討論型
世論調査（DP）(2012)

UK (Jan.- May 
2020-)

Ireland (2017-18) France (Oct.2019
- Jun. 2020)

欧州における気候市⺠会議の例



• 今なぜ「気候市⺠会議」なのか︖
• 「⺠主主義の刷新」を同時に進めな

いと脱炭素社会への転換はできない
と、多くの⼈が気づき始めている
（例︓Extinction Rebellionの英国にお
ける三⼤要求の⼀つは「気候市⺠会
議」の設置）

• 従来の対策の問題点︓満⾜感の誤謬
とステルス戦略（Climate Assembly 
UK実⾏委員でランカスター⼤教授の
Rebecca Willis）

• 他律的な管理や⽀配による問題解決
を迫られるか、⺠主主義の刷新を通
じた脱炭素社会への転換のための政
治的議論を起こせるかの岐路に⽴っ
ているのではないか

10

同時に追求される2つの変⾰

ロンドン中⼼部に集まった気候ストライキの
若者たち（2019年9⽉）

Willis, R. Too Hot to 
Handle: The 
Democratic Challenge 
of Climate Change, 
Bristol University 
Press, 2020.



⽇本社会における応⽤を⽬指した研究
「脱炭素社会への転換と⽣活の質」市⺠陪審

（2019年3⽉、札幌）

報告書ダウンロード h"ps://bit.ly/34VetDv 11



• 趣旨・⽬的︓科研費研究の⼀環として、⽇本の地⽅都市圏に
おける気候市⺠会議の活⽤事例の形成などを⽬的として、実
施（協⼒︓札幌市、北海道環境財団、RCE北海道道央圏協議
会、後援︓道、環境省北海道地⽅環境事務所）

• 議題︓札幌市における「2050年CO2排出実質ゼロ」⽬標の
達成⽅策を議題に

• ⽇程︓11⽉8⽇〜12⽉20⽇に4回（⽇曜午後）に完全オンラ
インで開催

• 参加者︓16歳以上の市⺠20名を2段無作為抽出（男性12名、
⼥性8名︔10代(4名)〜70代）

• 結果の活⽤︓札幌市で策定中の新しい気候変動対策⾏動計画
（2021年春策定予定）の検討過程に議論結果を接続。さら
に年度内に詳細な報告書をまとめて公表し、札幌市担当者や
関係者も交えて議論の予定 仮称）札幌市気候変動対策⾏動計画案

3つの論点
①脱炭素社会の
将来像(ビジョ
ンと実現時期)
②省エネルギー
と再⽣可能エネ
ルギーの導⼊拡
⼤
③移動と都市づ
くり、ライフス
タイルの転換



気候市⺠会議さっぽろ2020
3つの⽬的と期待される効果

⽬的① ⽇本で実際に
気候市⺠会議を開いてみる

⽬的②得られた会議結果を
札幌での取り組みに⽣かす

⽬的③ オンラインによる
熟議の⽅法を開発する

◆全国に先駆けて札幌から
実践例を発信
◆札幌市や北海道での本格
導⼊への⾜がかりにも

◆会議結果は正式な形で市
に届ける(来年1⽉を予定)
◆札幌の気候変動対策や、
まちづくりの議論に活⽤

◆社会的距離の中での市⺠
参加の議論のあり⽅を探る
◆オンラインでの市⺠会議
のノウハウの蓄積と発信



実行委員会
共同研究メンバー8名

＝気候市民会議を主催

アドバイザー会議
環境・経済・社会の各分野
の専門家など11名

①論点や問い、必要な情報
提供の項目、それを行う参
考人の人選等

②気候市民会議の企画・運
営全般
について実行委員会に助言

助言

上記、アドバイザー以外の
専門家・関係者等

協力機関
の協力を
得て開催

メール、インタビュー
などでコメントを頂く

協力
機関

札幌市

北海道
環境財団

RCE北海道
道央圏協議会

オブ
ザー
バー

気候市⺠会議さっぽろ2020の実施体制

後援

北海道

環境省
北海道地方
環境事務所



参加者など
• 参加者︓札幌市の “縮図” となる20⼈
–札幌市の住⺠基本台帳から無作為抽出された
3,000⼈に、市を通じて招待状を送付
→応募のあった48⼈から、年代・性別などが
札幌市の縮図になるように抽選

– 10代(4⼈)〜70代︔男性12⼈・⼥性8⼈
• その他の会議出席者

– 参考⼈（レクチャーと質疑応答）
– ファシリテーター、全体司会
– 実⾏委員、協⼒機関職員、スタッフ
– 傍聴者（アドバイザーと参考⼈、報道関係者）
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全体テーマと3つの論点

論点 内容

【論点1】
脱炭素社会の将来像

温室効果ガス排出実質ゼロを実現した札幌は、具体
的にどのような姿に⽣まれ変わっているべきか︖
どのような⽅針やスピードで、何を⼤事にしつつ、
その変化を実現していくべきか︖

【論点2】
変⾰の道のり①
エネルギー

住宅や事業所でのエネルギー利⽤による排出をゼロ
にするため、省エネルギーや、再⽣可能エネルギー
の導⼊拡⼤などの対策を、どのように進めるべき
か︖

【論点3】
変⾰の道のり②

移動と都市づくり、
ライフスタイル

交通⼿段のゼロエミッション化や、脱炭素型の都市
づくりなどの対策を、どのように進めるべきか︖
脱炭素型のライフスタイル、ワークスタイルへの転
換を促すため、どのようなしくみや取り組みが必要
か︖

テーマ︓札幌は、脱炭素社会への転換をどのように実現
すべきか︖

16



⽇程と進め⽅
⽇程 ⽇時 内容
第1回 11⽉8⽇（⽇）

13:00〜17:00
基礎的な情報提供
【論点1】脱炭素社会の将来像

第2回 11⽉22⽇（⽇）
13:00〜17:00

【論点2】変⾰の道のり①
〜エネルギー〜

第3回 12⽉6⽇（⽇）
13:00〜17:00

【論点3】変⾰の道のり②
〜移動と都市づくり、ライフスタイル〜
⇨【論点2】【論点3】についての投票

第4回 12⽉20⽇（⽇）
13:00〜17:00

【論点1】脱炭素社会の将来像
⇨【論点1】についての投票

情報提供 議論 投票
参考人レクチャーなど グループディスカッションなど 「問い」を対象に

17



会議の進め⽅

情報提供 議論 投票
参考⼈レクチャーなど グループディスカッションなど 「問い」を対象に

18

第2回
11⽉22⽇

論点2︓エネルギー の
情報提供 と 議論

第3回
12⽉6⽇

論点3︓移動と都市づくり、
ライフスタイル の
情報提供 と 議論

論点2の

投票

論点3の

投票



タイムテーブルの例（第2回会議）
詳細は [資料2-7] 第2回プログラム をご覧ください

時間 内容 Q4〜Q6との対応関係
13:00 ガイダンス
13:15 参考⼈レクチャー1（札幌市） Q4〜Q6

エネルギー全般
13:25 参考⼈レクチャー2（福島明さん） Q4・Q5

住宅と業務部⾨の省エネ
13:40 質疑応答1（札幌市＋福島さん） Q4・Q5を中⼼にQ6も
14:00 休憩
14:15 参考⼈レクチャー3（鈴⽊亨さん）

Q6
再⽣可能エネルギー

14:30 参考⼈レクチャー4（⻑⾕川雅広さん）
14:40 参考⼈レクチャー5（⽵内純⼦さん）
14:50 質疑応答2

（鈴⽊さん＋⻑⾕川さん＋⽵内さん）
15:20 休憩
15:30 グループディスカッション［約80分］ Q4〜Q6
17:00 閉会

情
報
提
供

議
論



Q6 再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤
札幌において、再⽣可能エネルギーの導⼊量を
増やしていくためには、だれの、どのような取
り組みがとくに重要でしょうか。

①〜④について優先順位を考えつつ、それらを促すのに効果的
な政策やしくみを幅広く考えてみてください。

①各家庭が再⽣可能エネルギーの⽐率を⾼める
②企業などの事業所が再⽣可能エネルギーの⽐率を⾼める
③発電事業者が再⽣可能エネルギーの開発を進める
④札幌市や市⺠⾃らが再⽣可能エネルギー事業に取り組む

20

【論点の下に設定された「問い」の例】



投票もオンラインで
【例】Q6 再⽣可能エネルギー

Q6-1

Q6-2

まず
①〜④に優先順位
をつける

その上で
○順位づけの理由
○とくに重要だと思う取り組み
の具体的な内容
○そうした取り組みを促すのに
効果的な政策やしくみ など
を⾃由に記述

順位づけ

⾃由記述 21



◀札幌市担当者の質疑応答（右は全体司会）

映像⾮公開のグループディスカッション(4⼈ひと組)は、参加者も全員ビデオONで参加

◀札幌市⻑によるオープニング
メッセージ

▲各分野の専⾨家や、札幌市の
担当者による参考⼈レクチャー

第1回会議(11⽉8⽇)の様⼦



⾒えてきた可能性と課題
• 論点の設定や情報提供を適切に⾏えば、⽇本で
も、脱炭素社会への転換に関する、熟議に基づ
く市⺠の選択を明らかにする⼿法となりうる

• ⾃治体レベルでの実践を広げる意義
• ⼀⽅で、エネルギー供給（再⽣可能エネルギー
の拡⼤）に関する議論は、国のエネルギー政策
と特に不可分であり、⾃治体レベルでの議論に
は⼤きな限界 →気候・エネルギー政策に関する
「国⺠的議論」が必要

• 完全無作為抽出の参加者を求めてのオンライン
会議実施の難しさ。参加者募集、⽇程、ネット
環境や機材、ITリテラシーなどの課題

23



citizensassembly.jp ウェブサイト
https://citizensassembly.jp/

Facebook (Citizensassembly.jp)
https://www.facebook.com/Citizensassemblyjp-111268820725677

気候市⺠会議さっぽろ2020 チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCEbBRiWQUqtB2VNChyUnNmw
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参考⽂献・ウェブサイトなど

気候市⺠会議さっぽろ2020の情報は、ウェブで発信中

英国を中⼼とした欧州の気候市⺠会議についてのレポート
▽三上直之「欧州の市⺠が議論した「新型コロナと気候変動」」『科学』90(12)(2020
年12⽉号), 1087-93ページ，2020年.

▽三上直之「気候変動と⺠主主義︓欧州で広がる気候市⺠会議」『世界』(933)(2020年
6⽉号), 174-183ページ.

https://citizensassembly.jp/
https://www.facebook.com/Citizensassemblyjp-111268820725677
https://www.youtube.com/channel/UCEbBRiWQUqtB2VNChyUnNmw

