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第 6回 日本ミニ・パブリックス研究フォーラム 報告の記録 

 

2020 年 12 月 5 日（土）13：30〜16：40（オンラインでの開催） 

 出席者 44 名 

 

今年は、新型コロナウイルスのパンデミックで全く新しい社会状況となりました。本研究

フォーラムもオンラインでの開催となります。さてそうした中、ミニ・パブリックスは、

それでも各国で急速に拡大し、注目されています。OECD がこうした新しい民主主義の潮

流に関する報告書を発行したこともその結果であると言えるでしょう。 

今回のフォーラムでは、まず初めに、気候変動に関する市民会議が国境を超えて数多く実

施されていますが、日本での実施を含め報告します。続いて、熟議民主主義におけるファ

シリテーションの意義について考察します。最後に、「選挙制を疑う」の出版でも注目さ

れた抽選制議会の可能性について、共に考えたいと思います。 

 

プログラム内容： 

13：30〜13：35 開会の挨拶 

13：35〜14：20 「気候市民会議：日本における可能性と課題」 

三上直之（北海道大学） 30 分  質疑応答 15 分 

14：20〜15：05 「ミニ・パブリックス内／外のファシリテーション」 

徳田太郎（法政大学） 30 分  質疑応答 15 分 

15：05〜15：15 休憩 10 分 

15：15〜16：00「抽選制市民院の構想」岡﨑晴輝（九州大学）30 分  質疑応答 15 分 

16：00〜16：20「一年間の報告（日本、世界）」竹内彩乃（東邦大学） 

16：20〜16：35  意見交換 

16：35〜16：40 閉会の挨拶 

 

オンラインで開催された第 6 回日本ミニ・パブリックス研究フォーラムの様子 
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「気候市民会議：日本における可能性と課題」 

三上直之（北海道大学）  

 

 

気候市民会議さっぽろ 2020 のオンラインでの実施風景（報告資料から） 

 

私は、科学技術社会論や環境社会学を専門としておりまして、科学技術や環境政策への市民

参加をテーマとして、15 年ほど前から複数のミニ・パブリックス手法の実践や参加型の政

策形成に取り組んできました。本日は、気候変動に関する無作為抽出型の市民会議である

「気候市民会議」と、その日本での応用可能性についてお話をさせていただきます。 

 

まず、気候市民会議について説明します。気候市民会議は、無作為抽出で集まった数十から

150 人程度の市民が、数週間から数か月をかけて気候変動対策について話し合い、公的アク

ターの政策決定に活用しようというものです。気候市民会議の多くで用いられている「市民

議会」（citizens’ assembly）は、ミニ・パブリックスの中でも最もインテンシブな手法とし

て知られています。気候市民会議は、フランスや英国などで実施例があります。フランスで

はマクロン大統領の肝いりで行われて、メディアでも大きく取り上げられてきました。 

 

気候変動問題をめぐる状況について少し補足しておきますと、2015 年に採択されたパリ協

定で、産業化前と比べての気温上昇を 2℃以内に抑える、そのために今世紀後半に世界全体

の CO2 の排出を実質ゼロにするという国際合意がなされました。近年では、さらに気温上

昇を 1.5℃以下に抑える必要が意識されており、欧州諸国を始めとする多くの国が、2050 年

までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする目標を掲げるようになっています。日本でも

菅首相が、2050 年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目指すことを宣言したのは、こう

した国際社会の流れを受けたものと言えます。 

 

脱炭素社会への転換は、すべての人の生活にかかわる切迫した問題です。対策の選択肢が複

数ある中で、それぞれの選択肢に一長一短があるテーマです。どのような社会や暮らしの在
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り方、どのような技術があると生活を改善するかといった議論が必要です。社会転換をいか

に社会的に公正な形で進めるか。それが気候市民会議の形式で試みられているわけです。 

 

英国では、議会の下院の気候変動に関わりのある６つの特別委員会が、共同で気候市民会議

を主催しました。参加者は 3 万人に招待状を送り、英国全体の縮図を作るように無作為抽

出で選ばれた 110 名でした。意見の代表性を持たせるため、抽出にあたっては年代や性別、

学歴、居住地域などに加えて、気候変動問題に対する意見が、事前の世論調査の意見と近似

するようにするという条件も加えられました。会議結果は、直接には、下院が行う調査

（inquiry）において参考にされます。 

 

英国の会議は、2050 年の排出実質ゼロ目標をどのような方策で実施するかを全体テーマと

して、より具体的には 9 つのテーマがとり上げられました。議論は、各テーマについて、専

門家の情報提供、参加者による討議、そして投票という 3 つのステップを経る形で行われ

ました。当初、4 回予定されていた会議のうち、2 月末〜３月上旬に行われた第 3 回までは、

参加者がバーミンガムに集まって対面で実施されましたが、残りの 1 回分は、新型コロナ

のため延期され、オンラインに切り替えて行われました。9 つのテーマのうち、とくに市民

の生活に関わるエネルギーの需要側に関するテーマが重点的に話し合われました。オンラ

インで行われた会議終盤では、新型コロナと気候変動対策も取り上げられました。 

 

気候変動やエネルギーの問題は、これまでもミニ・パブリックスのテーマとして取り上げら

れてきました。気候市民会議もこの延長としてとらえることができます。では、なぜ気候変

動の問題にミニ・パブリックスなのでしょうか。それは、民主主義の刷新を同時に行ってい

かなければ、気候変動に対応した社会の刷新を実現できないことが意識されているからだ

と思います。我々はいま、管理や支配を通じた問題解決か、あるいはガバナンスを通じた解

決かの選択に直面していると言えます。 

 

私達の研究グループでは、4 年ほど前から、気候変動などの地球規模で超長期のリスクのガ

バナンスに、どうすればよりよくミニ・パブリックスを活用できるかについての研究を、科

研費の支援で進めてきました。その一環として 2019 年に科研費で行ったミニ・パブリック

スの実施例を引き継ぎ、現在、札幌市においてオンラインで「気候市民会議さっぽろ２０２

０」を実施中です。日本でも全国の自治体で温室効果ガス排出実質ゼロの宣言が相次いで行

われるようになっていますが、札幌市もこのゼロカーボンシティを宣言したのを受けて、今

回の会議を企画しました。 

 

目指しているのは、（１）日本で実際に気候市民会議を開いてみて、それをパイロット事例

として全国に発信すること、（２）会議結果を札幌市での気候変動対策に生かしていくこと、
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（３）オンラインでの市民参加の議論のノウハウを開発・蓄積することです。科研費の研究

グループが実行委員会を組織し、独立したアドバイザー会議に論点整理や情報提供者の人

選を依頼しています。協力機関として札幌市にも参加していただいています。 

 

参加者は、二段階の無作為抽出で選ばれた 10 代から 70 代までの男性 12 名、女性 8 名の

20 名です。すべてオンラインで実施しており、グループディスカッションは、ひとグルー

プ 4 名（ファシリテーター付き）で行っています。専門家のレクチャーや投票もオンライン

で行います。 

 

会議はまだ現在、実施中ですが、この実践を通じて、日本でも気候市民会議のモデルが有効

であることを確認できるのではないか、という手ごたえを得ています。自治体レベルでの実

施の意義は高いと思います。ただし、例えばエネルギー供給などの論点は、自治体レベルで

議論を完結させることは難しく、国民レベルでの議論が必要と感じています。また、完全オ

ンラインでの開催ということで、参加者の確保や、参加者のネット環境や機材の問題などに

も課題を感じています。 

 

札幌での気候市民会議の情報は、インターネット上で入手可能ですので、検索いただければ

と思います。 

 

 

質疑応答 

質問１ それぞれスタンド・アローンで行われた市民議会が、他の市民議会へのインプット

としてつながる可能性はあるのでしょうか。 

回答１ 他の市民議会の結果をインプットするようなことは行っていませんが、運営にお

いては、他の市民議会での手法、結果のまとめ方、問いの立て方などは直接的に参考にして

います。 

 

質問２ ミニ・パブリックスにおいて重要だと言われているインフォーマルな立ち話や食

事の場での話し合いを、オンラインでどのように確保するのですか。 

回答２ 参加者に 30 分前に集まってもらい、技術的トラブルに対処するとともに、ファシ

リテーターを交えて参加者同士、世間話をする時間を確保するなどの工夫をしています。 

 

質問３ 気候変動問題は、様々なレベルでの対応があり得ると思いますが、札幌市の気候市

民会議では市レベルでは扱えないレベルの問題をどのように扱っているのですか。 

回答３ 札幌市の会議では、国や道の政策自体を直接対象とすることはせず、基本的にはい

わば環境条件として扱っています。ただ、市レベルの政策に限っても、色々と議論すべきこ
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とはあるのです。市民が脱炭素化に向けた行動変容を起こすことができるためには、どのよ

うな政策やしくみがあるとよいか、ということに特に焦点を当てて会議を運営しています。

例えば、移動に伴う CO2 の排出を減らす、という課題一つを取り上げても、車を電気自動

車などに切り替えることに力を入れるのか、車の利用を減らして公共交通を充実させるの

か、さらに移動自体を減らす都市づくりや働き方の転換などに力を入れるのか。どれも必要

な取り組みなのですが、自分たちのまちでは、どれにとくに力を入れていくのかという判断

が必要です。 

 

質問４ 各国で行われている気候市民会議において、出てくる結論に共通性はありますか。 

回答４ 持続不可能なやり方を一律に押し付けるのではなく、各個人や家庭、地域が選択で

きる選択肢を用意すべきだという結論が、多くの気候市民会議で出されているという印象

を持っています。 

 

質問５ 一般市民への事前の情報提供で特に苦労されている点はありますか。情報提供フ

レームの違いでもインパクトが異なるのではないかと思いました。 

回答５ 参加者への情報提供は一つの大きな課題だと感じています。国のエネルギー政策

にも関わるエネルギーの供給にかかわる問題の情報提供を、いかに十分に、またバランスの

取れた形で行うかについて苦心しました。 
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「ミニ・パブリックス内／外のファシリテーション」 

徳田太郎（法政大学）  

 

 

 

私は、社会人大学院生でありますが、本業はファシリテーターをしております。実践家と理

論家という立場で報告を致します。 

 

本日は、ミニ・パブリックス外のファシリテーションを中心に議論をしたいと思います。 

熟議デモクラシー論では、ミニ・パブリックス以外の場での熟議も念頭に置かれていますが、

ことファシリテーションに関しては、ミニ・パブリックス内の分析にとどまることが多いと

ころに問題があります。そこで、熟議システム論を手掛かりに、問題に切り込んでいきたく

存じます。 

 

ファシリテーションとは、人々の関係や共同行為を支援する、とくに話し合いを支援促進す

るという意味で使われます。Landwehr によれば、議論の仲介者には、議長、モデレーター、

ファシリテーター、メディエーターという４つの役割があるが、熟議では内在的な包摂と多

元的な議論という必要からファシリテーターの役割が求められるとされます。 

 

内在的な包摂の前提として、包摂されるべき人がその場にいることが重要です（外在的包摂

の実現）。また、多元的な議論という観点からは、言説の代表性が議論されていますが、無

作為抽出だけでは、この意味での代表性を確保できない可能性があります。 

 

包摂性と多元性の実現に、ファシリテーターがどのように貢献していけるのでしょうか。フ

ァシリテーターの役割には、舞台上と舞台裏での貢献がありえます。 

 

熟議フォーラムの中だけで、包摂と言説の多元性を実現できるものではありません。マンス

ブリッジは、熟議システムすなわち社会の中の様々な熟議体の間の関連性について目を向
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けています。 

 

これまでの議論をまとめると、熟議の場はミニ・パブリックスに限られない。メンバーも無

作為抽出によるとは限らない。私的領域におけるコミュニケーションや一見すると熟議的

とは見えない場も、システム全体として熟議の質を高めることに寄与することがあります。 

 

 

アイルランドの「婚姻の平等」についての憲法改正の事例を紹介します。 

アイルランドの事例は、ミニ・パブリックスでの熟議が憲法改正をもたらした初めてのケー

スです。 

 

アイルランドの事例では、市民 66 名、国会議員 33 名、議長 1 名のミニ・パブリックスが

実施されました。ファシリテーターがいたことで政治家による議論の支配が抑制されたと

報告されています。 

 

通常、強い意見を持っているアドボカシー団体は、熟議に反するものとして、ミニ・パブリ

ックスから排除されることが多いものです。アイルランドの事例の場合には、アドボカシー

団体からの情報提供の場が与えられました。これをもって、主催者が、包摂性と多元性を確

保していたと評価することもできます。 

 

それ自体は熟議的ではないが、マクロ的には熟議に資する効果を持つような活動がありま

す。例えば、賛否両派からのキャンペーンが挙げられます。アイルランドの国家の隅々で、

酒場で、小さな熟議が行われ、そうして形成された意思が、国家レベルで集約されて、憲法

改正に至った事例ということができます。このようにマクロ的に考えるときには、政治的な

キャンペーンを主導していた人々は、ファシリテーターとして位置付けることもできると

思います。 

 

ただし、こう考えていくとファシリテーターの概念が拡散してしまう問題が生じると思い

ます。これに応えるとすれば、まず、ファシリテーションは複数の人々の関係や共同行為の

支援促進というのが目的で、誘導ではないというのが重要なポイントです。もうひとつは、

包摂的な参加と言説の多元性を促進することがファシリテーションの目的であり、この点

でミニ・パブリックスを超えて、熟議の場を生成していくファシリテーターの在り方を議論

することが可能です。 
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質疑応答 

質問１ ファシリテーションの拡大という議論を頂きましたが、三上先生のご報告の図式

（下図）にあるアドバイザー会議や実行委員会をファシリテーターとして位置付けていく

ことになるでしょうか。 

回答１ 適切な理解かと思います。 

 

 

 

質問２ アイルランドの事例で、ミニ・パブリックスの熟議の状況が国民全体にどの程度、

周知、共有されていたか、についての調査結果はありますか。 

回答２ あります。ただし、アイルランド国民全体に周知されていたというレベルではあり

ません。重要なのは、ミニ・パブリックスに多くの意見が国民から寄せられたというインプ

ットの側面と、ミニ・パブリックスでの作業が国民に報道されるというアウトプットの側面

の両面において、比較的よく浸透していたと評価されているという点です。 

 

質問３ ファシリテーターが熟議の場を不断に生成していくという議論は具体的にはどの

ようなものでしょうか。 

回答３ 政治的争点に関する対話の場である「〇〇カフェ」などの取り組みも、十分熟議の

場の生成と言えると思います。 

 

質問４ アイルランドでは、なぜミニ・パブリックスの存在が憲法改正を促進したのでしょ

うか。 

回答４ いくつか偶然の要素が重なっています。同性婚や妊娠中絶という政治的争点につ

いて、国会議員は自ら判断を下して批判を受けるよりは、市民に判断させる方が政治的にメ

リットがあると考えたと言えます。また、政治学会のリーダーがカナダでの先行事例に関与

しており、それを国内に紹介したといった偶然が重なったと考えています。 

 

質問５ ミニ・パブリックス外のファシリテーションがある閾値を超えるとミニ・パブリッ
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クス内のファシリテーションを阻害することになりませんか。つまり、ファシリテーターが

ミニ・パブリックス外での活動によって例えばアジェンダ設定や論点設定に大きな影響を

与えることがあれば、ミニ・パブリックス内での立場の中立性が担保されなくなりませんか。 

回答５ そういう面があると思います。今後の検討課題としたいと思います。 

 

質問６ 先ほどおっしゃったアイルランドでの調査報告のアクセスを教えていただくこと

はできますか？ 

回答６ 『法学志林』（法政大学法学部紀要）掲載論文（本年 11 月・来年 3 月の 2 号に分

載）で報告の予定です。 
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「抽選制市民院の構想」 

岡﨑晴輝（九州大学）  

 

 

 

本日は、抽選制市民院の構想についてお話しします。具体的には、いま選挙で選ばれて

いる参議院を、抽選（くじ引き）で選ばれる市民院に改組するという構想です。私はもと

もと選挙制度を研究しており、衆議院の選挙制度改革を研究してきましたが、参議院の改

革案としては、選挙制度の改革ではなく、選挙制の廃止と抽選制の導入を提案したいと思

います。 

私もそうなのですが、抽選制議会論者は「選挙制か抽選制か」あるいは「選挙制と抽選

制」という枠組みで議論してきました。しかしこの枠組みでは、任命制、試験制、世襲制

などとの関係を捉えることができません。抽選制をもっと包括的な枠組みのなかで捉える

必要があるのではないかと考えているところです。直近では、日本学術会議問題がありま

した。そうしたなか、抽選制を行政や司法における任命人事の恣意性を克服するために活

用できないかと考えていますが、本日は、議会における抽選制の活用に絞ってお話しした

いと思います。 

さて、2019 年にダーヴィッド・ヴァン・レイブルックの『選挙制を疑う』という本を翻

訳し、大きな反響がありました。この本は抽選制議会論の代表的な文献の一つです。 

抽選制議会論者によれば、選挙制議会では、第 1 に、議員の属性が偏りやすい。たとえ

ば、議員の年齢構成に偏りがあります。裁判員の年齢構成と比較してみてください（スラ

イド、3 頁を参照）。議員の性別も男性に偏っています（もっとも、性別の偏りは選挙制

のままでも解消できないわけではありません）。さらに、議員の 3 分の 1 がいわゆる世襲

議員です。第 2 に、選挙制議会では、議員が自由に熟議・判断することも難しいように思

います。党執行部が候補者の公認権を握っているし、ほとんどの法案では党議拘束がかか
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っているため、党執行部に逆らうことが難しいからです。また、政治献金をしてくれた

人々の顔色をうかがわざるをえないからでもあります。 

 

 

 

こうした選挙制議会の問題を克服するために、選挙制の参議院を抽選制の市民院に改組

し、市民院議員を抽選で選ぶようにしてはどうでしょうか（岡﨑晴輝「選挙制と抽選

制」、『憲法研究』第 5 号、2019 年 11 月、87-96 頁。

http://hdl.handle.net/2324/2557147）。 

これにたいしては「素人に議員が務まるのか」という批判が生じるでしょう。しかし、

私は強調したいのですが、すべての市民は何らかの専門家であり、それゆえ、市民院には

様々な分野の専門家が選出されるはずです。市民院が専門家集団であることは、絶対に見

落としてはいけない点です。とはいえ、抽選制の市民院議員が「政治」の素人であること

も確かです。そこで、市民院の権限を拒否権の発動に限定してはどうでしょうか。市民院

議員は衆議院の審議を聴いて、審議不十分と判断すれば拒否権を発動する。このように権

限を限定すれば、普通の市民にも十分に務まるはずです。 

拒否権を持った抽選制市民院は、政党政治の多数決民主主義にブレーキをかけることが

できます。今の議会は、政府与党／野党という二者構造です。これにたいして裁判は、検

察官／弁護人／裁判官・裁判員という三者構造です。裁判官・裁判員がいて初めて公平な

判決が下せるのです。同じように議会にも公平に判断する第三者が必要なはずですが、い

まの議会では、政府与党が法案を提出し、野党が批判するが、結局は政府与党が多数決で

決定する。そこには、裁判官・裁判員にあたる第三者がいないのです。抽選制市民院を導

入して三者構造を作りだすことで、公平な判断ができるようになるはずです。 

多数決民主主義にブレーキをかけられるようになるだけでなく、目の前にいる市民院議

員を説得しなければ法案が通らないわけですから、衆議院の審議は今よりも分かりやすく

なるでしょう。ということは、市民院議員に選ばれなかった市民にも分かりやすくなるで

しょう。これも、抽選制市民院の大きなメリットです。ちなみに、私自身は裁判員を務め

た経験がありますが、検察側からも弁護側からも裁判員に分かりやすい説明がなされてい

たことが印象に残っています。 

http://hdl.handle.net/2324/2557147
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もう一つ、抽選制市民院の構想にたいしては「仕事と両立できるのか」という批判も生

じるでしょう。たしかに、数年間仕事を離れるのが難しいケースも少なくないことは想像

に難くありません。そこで、すべての年代から選出するのではなく、19〜22 歳世代から

200 名を選出し（ジュニア枠）、61〜64 歳世代から 200 名を選出する（シニア枠）。その

際、ノウハウが伝わりやすくなるように、全部を一斉に入れ替えるのではなく、4 分の 1

ずつ入れ替えるようにする。加えて、このシンポジウムのように、オンライン会議を駆使

する。こうすれば、市民院議員と職業生活は両立可能なのではないでしょうか。 

 しかし、日本国憲法は選挙制議会を前提としており、選挙制参議院を抽選制市民院に改

組するためには憲法を改正することが不可欠です。そこで私は選挙市民審議会において、

選挙制を前提としたまま抽選制を導入する仕組みを考案しました（選挙市民審議会『選

挙・政治制度改革に関する答申──市民を主体とした民主主義の確立に向けて』（公正・

平等な選挙改革にとりくむプロジェクト（選挙市民審議会事務局）、2020 年 1 月）、「3-3 

抽選制議会の可能性」）。 

その一つが併用方式Ⅰ型というもので、棄権票・無効票を活用する仕組みです。たとえ

ば、比例代表選挙において 40％の棄権票・無効票があるとしましょう。いまの日本の選挙

では、この 40％は政党が横取りしているわけです。しかし、この 40％の議員を抽選で選

べば、民意を反映しやすくなるはずです。この併用方式Ⅰ型にたいしては、しかし、「な

ぜ棄権票・無効票を抽選制議員に充てるのか」という疑問が生じるはずです。そこで考案

したのが併用方式 II 型です。投票用紙に「抽選」という選択肢を用意し、その得票率に応

じて抽選制議員を選ぶわけです。こうすれば、憲法を改正しなくても、選挙制のなかで抽

選制を活用することができるようになります（スライド、8 頁を参照）。 

いずれにしても、抽選制を主題限定・期間限定のミニ・パブリックスにとどめずに、議

会にまで拡大していこうというのが私の提案です。意を尽くしませんが、質疑応答で議論

を深めることができればと思います。 
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質疑応答 

質問１ 抽選制で選ばれた議員が党派を作る可能性はありませんか。 

回答１ その危険はゼロではありません。そこで、裁判員と同様に、市民として公平に判

断することを宣誓したり、グループ形成を禁止したりする対策もできると考えます。 

 

質問２ 話し合いをすることにより、民意がゆがめられる可能性はないのでしょうか。 

回答２ 党派化しないように、市民院議員同士の議論は行わずに議員それぞれが熟慮して

その結果を投票する、という選択肢もありえます。その場合でも、市民院議員は衆議院に

おける与野党の議論を聞いているので、完全に独りで考えるというわけではありません。 

 

質問３ 今日、ミニ・パブリックスが、制度に取り込まれる形で実施されるケースが増え

ていますが、ミニ・パブリックスと抽選制議会とを連続的にとらえているのでしょうか。 

回答３ 連続的に捉えてよいと思います。本日の報告では「ミニ・パブリックスから抽選

制議会へ」というタイトルにしましたが、両者は補完しあう関係にあると捉えたほうがよ

いと考えます。 

 

質問４ 抽選制の市民院が議論しないのであれば、世論調査でよいのではないでしょう 

か？世論調査結果の反映を義務付けるのとは違うと思うので、市民院でも議論は必要だと

思うのですが。 

回答４ 世論調査でも構わないのですが、他方で、決定権・拒否権をもたせるためには議

会のような形で制度化した方が良いと考えています。 

 

質問５  抽選の対象がどこまで開かれているのかが気になります。特に、誰が抽選の対

象になるかということにある種の基準を設けるべきなのでしょうか。たとえば、元政治

家、過去に重大犯罪を犯した人といった人たちも、選ばれる可能性があるのでしょうか。 

回答５ 衆議院議員と同じように考えてよいのですが、衆議院議員や元政治家を排除する

ことは必要かもしれません。たとえば、裁判員の抽選対象から裁判官や法律学の教授など

が除外されているように、市民院議員の抽選対象から政治家を除外することは十分にあり

えます。 

 

質問６  拒否権のみとしても抽選制議員は政策に GO を出すという点で大きな力を持つ

ことになります。率直に言って、併用方式Ⅱ型が実現された場合、「抽選」に投票する人

はどのくらいいると考えておられますか？私自身はさまざまな無作為抽出の市民の会議に

関わってきて無作為抽出の市民の方々の熟議・熟慮に信頼を置いていますが、岡崎先生ご

自身は、圧倒的多数のそういう場に接したことのない人々の「くじ引き（無作為）で選ば

れた人々に対する信頼」は高いとお考えでしょうか。 
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回答６ 大学 1 年生のクラスでは、抽選制議会に半分ぐらいが賛成していましたので、投

票する人はそれなりにいるのではないかと思いますが、具体的には分かりません。また、

私自身の裁判員経験では、裁判員が裁判官と対等に議論できていましたので、私はくじ引

きで選ばれた人々は信頼できると判断しています。 

 

質問７ 岡崎先生のご報告では、抽選制市民院のジュニア枠が 19〜22 歳となっておりま

して、18 歳が含まれていないのですが、学業との両立もしくは政治的中立に引っかかる、

という点を考慮されておられるのでしょうか。一方、三上先生がご発表されたさっぽろ気

候市民会議では 16 歳以上の若者も対象になっていまして（実際に参加者もいる）、こう

した年代も市民院で発言できると良いのではと考えたのですが、この点はいかがでしょう

か。また、現段階の市民院の開催頻度（平日、休日の日数・回数）は、どの程度想定され

ておられますでしょうか。 

回答７ 年齢というよりも学年で考えています。そのうえで、18 歳世代はまだ高校生なの

で、学校との両立が難しいと考え、除外しています。（注：開催頻度については未回答で

した。） 

 

質問８ 併用式Ⅱ型に関しては、どのくらいの人が投票するかは、サーベイ実験で確かめ

られそうな気がします。岡﨑先生はそういった実証・実験をやられる予定はありますか。 

回答８ サーベイ実験をすることも必要だと考えます。 
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「一年間の報告（日本、世界）」 

 竹内彩乃（東邦大学） 

 

 

 

本日は、日本ミニ・パブリックス研究フォーラムと DemocracyR&D のこの 1 年間の活動

を紹介いたします。 

 

日本ミニ・パブリックス研究フォーラムの特徴は、理論と実践の両方をカバーする活動で

ある点です。ネットワークを通じて、共同研究や情報交換を行っております。今年度か

ら、２月に 1 回程度のペースで運営員会をオンラインで開催することとなりました。オン

ライン研究会も複数回実施してきました。日本のミニ・パブリックス研究の文献のまとめ

もホームページで行っています。 

 

 

 

日本のミニ・パブリックスの実施例の紹介 前田洋枝（南山大学） 

日本のミニ・パブリックスの実施例についてご紹介いたします。 
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愛知県豊山町、愛媛県伊予市の総合計画へのミニ・パブリックスの導入の事例を紹介しま

す。豊山町では熟議の反復効果、伊予市では政治家と公務員を除外せずに無作為抽出をし

ている点が特徴です。 

 

DemocracyR&D への貢献も行っております。DemocracyR&D は、ミニ・パブリックス研

究・実践にかかわる組織と個人のネットワークです。 

・各国の実践例の紹介であるラーニングコールが頻繁に行われています。ラーニングコー

ルはすべて録画されており、アーカイブで視聴可能です。 

・フォーラムという形で、様々な情報が流れています。 

・関心のあるテーマに応じて、ワーキンググループの活動が行われています。 

・年次総会が毎年実施されています。 

 

 

 

マンチェスター会議 

2020 年のマンチェスターでの DemocracyR&D の年次総会では、ネットワーキングが最大

の目的とされました。ネットワークの意思決定、新メンバーの加入などのガバナンスが話

し合われました。ジェンダーバランスに配慮した参加者決定がなされています。 

 また、DemocracyR&D では、コーディネーション・ワーキンググループが、全体のマ

ネジメントを行っています。今年 10 月からは、コーディネーション・ワーキンググルー

プのメンバーを、無作為抽出で選出するようになりました。 

 

DemocracyR&D のデータベース整備 坂井亮太（中央学院大学） 

2020 年の DemocracyR&D では、ミニ・パブリックスのデータベースの整備が行われまし

た。OECD、ベルリン工科大学からデータベースが提供されています。また、実施者向け

のマニュアルの整備も進みました。DemocracyR&D の中の Toolkit ワーキンググループで

は、マニュアルの収集、オンライン熟議のノウハウの蓄積が行われています。詳しくは、

DemocracyR&D の Forum からアクセスできます。 
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