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This article demonstrates the institutionalization of civic participation for urban development by taking the example 

of Strasbourg, France. Various participation tools include district council, citizen council, foreigner council, urban 

workshops, and project workshops. The local government devises citizen participation tools according to their 

intention of how to modify urban development processes. That is to say, local councilors and public servants use 

these tools to effectively promote their urban plans. This process shows that local democracy is an important base of 

urban development for making cities more open and livable. 
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1章 はじめに 

ストラスブール市は、フランス北東部に位置する人口約27万

人の都市である。ドイツ国境に接し、EU 議会が置かれている。

市街地はユネスコ世界遺産に登録され、クリスマスのマルシェ・

ド・ノエルには、多くの観光客が訪れている。ストラスブール市

のまちづくりと言えば、カトリーヌ・トロットマン氏による路面

電車の復活を思い起こす人もいるであろう。先行研究には、ヴァ

ンソン・藤井由美氏の『ストラスブールのまちづくり』や『フラ

ンスの地方都市にはなぜシャッター通りがないのか』などが挙げ

られるが、本稿は、歩道や自転車道などの公共交通の整備だけで

はなく、公園や広場など居心地の良い公共空間の拡充を実現する

ために、まちづくりにおける市民参加の役割が高まっていること

に注目する。 

本稿では、2017 年 7 月７日のストラスブール市役所のヒアリ

ング調査を基に、都市成長の中で、市民参加の制度的発展が確認

できることを紹介する。本稿の目的は、政策や都市計画を効率的

に進めるためには、市民を合意形成過程に巻き込んでいく必要が

あること、そして、幅広く、丁寧に意見を集めるために多様な参

加の制度が整備されていることを明らかにすることである。 

 

２章 ストラスブール市における市民参加の種類 

２－１ 代表民主主義の修正 

市民参加は、市民にだけ力を与えるのではない。市民を参加

に巧く導くことができれば、議会や行政は、効率的に政策を展開

できる。民主主義の理論では、市民自身が実践的なまちづくりを

推し進めていくと、究極的には直接民主主義へと近づいていくと

考えるが、自治体の規模を考慮しても、市民全員がまちづくりに

参画することは容易ではない。加えて、フランスは日本と同様に、

議会を基にした代表民主主義の国である。フランスで好まれてい

るのは、住民投票などではなく、議会や行政の決定権に直接影響

を与えない市民参加であり、議員や行政が、市民やアソシエーシ

ョンと意見交換を行うコンセルタシオン（Concertation）と呼ば

れるものである。 

これらフランスにおける熟議の姿勢は、まちづくりの進捗状

況を定期的に説明する機会を生み、評価できるものと筆者は考え

る。議員が熟議や近さを掲げる狙いには、市民と日常的に接する

ことで、信頼や信用を獲得したいということが挙げられる。代表

民主主義の危機とは、選挙の投票率が低下してくると、議員の正

当性も揺らいでいくことである。それは同様に、議員は、市民生

活への影響が大きい都市開発などの重要政策を力強く決定でき

なくなることを表している。 

このような意味で、地域民主主義の強化を求めているのは、

まちづくりに関わりたい主体的な市民だけではなく、コンセルタ

シオンによる情報公開、説明、意見交換など、市民を政策決定プ

ロセスに巻き込みたい議員や行政でもあるともいえるのである。 

 

２－２ ストラスブールにおける市民参加の狙い 

ストラスブール市では、ローランド・リス（Roaland Ries）市

長が2008年から地域民主主義の施策を推進し、2014年にはその

見直しも進めている。地域民主主義を強化する狙いとは、第一に、

地域レベルで公共の議論に関わる市民の場を構築すること、第二

に、市民が公共の決定に参加できないという代表民主主義の限界

に対応すること、第三に、政治・行政が、市民の意見を反映する

ことで、現実の民主主義をより参加的なものにすることである。 

ただ、課題として、ストラスブール市には市民参加や参画は

存在しているのだが、都市成長や都市計画においては、市民の意

見がすべて反映されるわけではないということがある。その場合、

市民参加が徒労に終わらないためにも、政治と行政は、まちづく

りへの関心を高める啓発活動を進めながら、都市計画でできるこ

とと、できないことについて、市民に説明責任を果たさなければ

ならなくなっている。ストラスブール市が市民参加で気を付けて

いる点を伺ってみると、行政施策と市民の意見の双方に配慮する
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こと、すなわち、まちづくりにおけるバランス感覚を築くことと

述べていた。続けて、行政が唱える市民参加の目標には、以下の

5点が挙げられていた。第一に、住民のイニシアチブに行政が寄

り添うこと、第二に、市民の意見や提案を尊重すること、第三に、

革新的で、使いやすく、身近な方法で、住民参加の機会を多様化

すること、第四に、議員、エージェント、住民との間で、市民参

加の文化を醸成すること、第五に、都市統治における住民の位置

づけを強化することであった。 

 

２－３ ストラスブール市における市民参加の方法 

 ストラスブール市における市民参加の基点は、地区レベル

で住民が話し合う地区評議会であり、市を10の地区に分けて、

議員、行政、市民との間で話し合いが続けられている。 

その他、外国人評議会、青年評議会、アーバン・ワークショ

ップ、プロジェクト・ワークショップなどがある。アーバン・ワ

ークショップでは、都市整備・都市計画・土地利用などの長期的

なビジョンの形成に努めるが、プロジェクト・ワークショップで

は、住民、議員、行政職員、専門家との間で明確な課題の話し合

いが行われている。 

 

【表－1】ストラスブール市における市民参加の方法 

名称 活動内容 

地区評議会 

（Conseils de Quartier） 

10地区。400人のメンバー。地区の課

題について情報共有、話し合い、提案

を行う。 

住民評議会 

（Conseils Citoyens） 

地区評議会からテーマ別のグループ

を分ける。都市における優先課題を議

論する。260人がメンバー。 

外国人評議会 

（Conseil des Résidents Étrangers） 

テーマごとに 5 つのグループに分け

る。80人がメンバー。 

アーバン・ワークショップ 

（Ateliers urbains） 

住民と専門家が都市ビジョンを策定

する。長期スパンの議論。 

プロジェクト・ワークショップ

（Ateliers de projet） 

明確な課題に対する話し合い。住民、

アソシエーション、議員、専門家によ

る都市に関する協働作業を進める。 

アソシエーションの参加 4000の市民団体が活動。 

市民のイニシアチブ 市民の主体的活動と課題解決を目指

す。 

青年評議会 

（Conseil des Jeunes） 

11歳から15歳までの若者が、20ヶ月

間、欧州や連帯などといった5つのテ

ーマについて、コミッションに分かれ

て活動する。 

 

 上図のようなストラスブール市の市民参加において、地区

評議会と住民評議会は、国の法律によって定められている。地区

評議会は、2002年近隣型民主主義法（Loi n° 2002-276 du 27 février 

2002 relative à la démocratie de proximité）により、また、住民評議

会は、2014年のLamy法（La loi 2014-173 du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine）によって設置が規

定されており、細部やその運用の在り方は、各都市に特徴がある

ようである。 

 

３章 ユニークな市民参加の実践例 

市担当者のヒアリング調査では、市民参加によって都市計画

のプロジェクトが変更された事例が紹介された。 

 

事例１ 河畔整備におけるインターネットによる市民参加 

 

プロジェクト型ワークショップの事例として、河畔整備が紹

介された。船の中にパネルを置いたワークショップには、330名

の参加者が集まった。河畔開発についてインターネットを通じて

市民の意見を集めたところ、約 1 万人が閲覧した（内、1600 人

がアンケートに回答し、170 の提案が持ち込まれた）。河畔開発

マップ上に市民の意見が反映される工夫を行った。 

 

 

【写真-1】インターネット上で市民の意見を閲覧することがで

きる。地区評議会における歩行者・自転車・自動車の共生のワー

クショップにて。（ストラスブール市提供） 

 

事例２ 地区評議会における歩行者・自転車・自動車の共生のワ

ークショップ 

 

地区評議会では、都市開発を巡って歩行者・自転車・自動車

が、いかに共生できるかについて、市民性（civisme）と開発

(aménagement)の二つのチームに分かれて市民が検討した。市民

性のチームは、ストラスブール市民の中には、譲りあい精神の欠

如、車両の急発進、ハンディキャップのある方への配慮不足など

市民自身のマナーが良くないことを直視して、『お馬鹿なことを

しない都市・La ville de《Pas si bête》』という啓発ポスターを作製

した。開発チームは、駐輪場が足りていないこと、自転車道と歩

行者道が近すぎて危険であることへの対策、警察との連携など具

体的な改善策を提示した。ここでの特徴は、行政は情報を提供す

るにしても、市民の自由な発想で地域の課題が解決されることを

期待していることである。市民自身が練り上げた提案には、行政

では言いにくいことや、目の届かなかった解決策が含まれている。 
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【写真-2】中心市街地では市民自身が作成した交通マナー啓発

ポスターが掲示されている。（筆者撮影） 

 

事例3 コンセルタシオンによる都市開発の変化・ブラックスワ

ンの建設 

 

 最後に、コンセルタシオンを通じた都市計画の修正につい

て紹介がなされた。もともと倉庫があった一画に、行政と都市プ

ランナーが、メディアセンター、商業施設、住宅マンションを建

設する計画であったが、そのデザインについては、利用者である

市民の意見を取り入れることになった。大きな変更点としては、

景観の理由から白い超高層タワーを中層の黒い白鳥型のタワー

三棟にしたことである。また、再開発地区に施設を詰め込むので

はなく、グリーンスペースを増やすことで憩いを重視するように

変更された。 

 

 

【写真-3】行政と都市プランナーが作成した河川再開発図 

(ストラスブール市提供) 

 

 

【写真-4】市民が提案したブラックスワンの図 

     （ストラスブール市提供） 

 

 以上の三つの事例をストラスブール市から紹介されたが、

都市計画をデザインするという早い段階から市民参加が組み込

まれることで、円滑にかつ気持ちよく開発を進める意図が感じら

れた。また、強調されたことは、行政職員の専門性やワークショ

ップにおけるファシリテーターの役割は大きく、市民、行政、議

員との間で、話しやすい雰囲気づくりから出発して、緊張関係を

和らげ、信頼の強化からユニークな発想を生み出しているという

ことだった。 

 

４ むすびにかえて 

 ストラスブール市では、地区評議会やワークショップなど、

二層、三層の市民参加が形成されている。注目したいのは、法律

で全国画一的に定められている市民参加の制度があったとして

も、まちづくりの方針として、市民参加を積極的に活用するか否

かは、それぞれのまちの判断だということだ。ストラスブール市

の場合は、まちの景観が大きく変わる都市開発が進んでおり、市

民の声を反映させることで、住みやすいまちづくりを展開してい

るのである。 

本稿では、ストラスブール市における市民参加の制度化につ

いて取り上げたが、次の報告では、地域の社会経済専門家や諸団

体の代表が集まり、まちづくりの意見・提案を行う住民評議会

（Conseils Citoyens）に焦点を当てる。 
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