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第５５９回建設技術講習会（公共事業をめぐる諸課題と建設技術者のあり方） 

～公共事業の説明責任、官民パートナーシップ、技術者倫理等について～ 

公共事業の意志決定プロセスと市民参加（Public Involvement） 
財団法人 計量計画研究所 研究チーフマネージャー 矢嶋宏光 

日時：平成２２年２月１８日（木）１３：００～１４：３０ 

場所：アルファあなぶきホール（小ホール） 高松市玉藻町９－１０ 

講師：財団法人 計量計画研究所 研究チーフマネージャー 矢嶋宏光 

概要: 

・意志決定することと、市民参画の関係について、また、そもそも市民参

画とはどういうものなのか、について話したい。 

・基本は、コミュニケーション。そのコミュニケーションの技法や基本に

ついて説明する。 

・住民参加の部分だけ見ると、手間がかかると見られるが、トータルで見れば早くできる。 

・ＰＩには、市民が決定したり、多数決で決めることを含んでいない。 

・ 終的には行政府が決定するのだが、行政府だけで決めていいのか。パブリックにも関与（インボ

ルブメント）してもらう。 

・代替案の比較もなくて、どうしてこれが良いことがわかるんだ、決まるんだ。司法の世界もそう。 

・本当のニーズを探る。大半の公共事業は「やる、やらない」「とる、とらない」、「Ａルートでやる」

といった、対峙
たいじ

の構図。 

・対峙の構図から → 相手も勝ち、自分も勝つ、ＷＩＮ－ＷＩＮの考え、プラスサムの考えへ。 

・利害には、「実質的利害」「プロセス上の利害」「心理的な利害」がある。 

・コミュニケーションの基本 「聴く」技術 

 

 13:00～14:30 公共事業の意志決定プロセスと市民参加（Public Involvement）         

○財団法人 計量計画研究所 研究チーフマネージャー 矢嶋宏光 

・意志決定することと、市民参画の関係について、また、そもそも市民参画とはどういうものなのか、

について話したい。 

・基本は、コミュニケーション。そのコミュニケーションの技法や基本について説明する。 

 

○例：志田橋架橋プロジェクト（宮城県） 

・古い橋で架け換えが必要。同じ場所には架け換えられない。 

・そこで、各プロセスごと、そのつど住民とやりとりを行った。 

 ・グループディスカッション 

 ・ファシリテーター ← 行政職員ではない 

 ・ワークショップ形式 

・いくつかのルート案から、ある案を選定した。 
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・ 初からどれにしますかとは聞かなかった。どんな必要性や制約条件があるかなどを共に共有して

いった。 

・効果 

①工事開始までにかかる期間を大幅に短縮：詳細設計から工事着手まで、通常４～５年 → 

今回２年以内 

②市民の強い反対や抵抗を回避：立ち入り測量に対する拒否やクレーム、通常は少なくとも

１～２人 → 今回は全く無し 

③市民の強い反対や抵抗を回避：用地交渉の段階になって、地権者の抵抗で用地交渉が進ま

ない用地、通常は買収件数の約３割 → 今回はゼロ スムーズ 

 

○例：東毛広幹道プロジェクト（群馬県） 

・計画線の一方は田畑、一方は住宅地。 

・地域に配った通信。物事を進めるスケジュール、どの段階でみなさんにどう関わってもらうか、ど

んな情報が提供され、なにをみなさんに決めてもらいたいのかを、 初に提示。 

・そもそも、何の為に、何に気をつけて、どんなアウトカムを出していくのか。どんな代替案、比較

案がありうるのか。 

・効果： 

①地元ニーズを踏まえ、都市計画線を２０ｍ南にずらすことで、地権者の理解を得られた。

当初は田んぼの地権者の協力が困難と、宅地側のルートを考えていたが、取り組みを進め

ていく中で、田んぼの地権者の協力が得られることがわかり、宅地への影響も少ないルー

トが選定できた。 

②用地交渉にかかる期間を短縮：通常約２年 → 今回は約８ヶ月 

③市民の強い反対や抵抗を回避：強力な反対者、通常は１～２人 → 今回０人 

④用地交渉にかかる担当者の仕事量を軽減：一斉契約会 通常２～３割の契約 → 今回５

割の方が協力。 

 

○住民参加の部分だけ見ると、手間がかかると見られるが、トータルで見れば早くできる 

・信頼が得られる。こんなにしっかりやってもらえたら、反対する余地がない。 

・依然として全国で紛争が・・・ 

・決め方をちゃんとやれば、プロセスをチャンとやればプラスになっていく。 

 

○古いタイプの計画プロセス 

①技術者が「 良」の案を選ぶ 

②行政が決定する（Ｄｅｃｉｄｅ） 

③そうして初めて市民に説明する（Ａｎｎｏｕｎｃｅ） 
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③反対されると、行政の案を通そうと、防衛する（Ｄｅｆｅｎｄ） 「これこれの指針に基づき、経

済性、安全性から、これがいいんです」 → 自己防衛的／ディフェンシブ 

 

○新しいタイプ ＝ 参加型プロセス 

・ニーズは何か、問題は何か？ 何のためにやるのか、ビジョンは 渋滞は事実だが、それは問題か、

価値観が入る。 

・観光地の渋滞している道路に面したお店からすれば、渋滞することでお客が店に入ってくる。 

 渋滞＝お客 なのだ。 何を解決すべきかの明確化が必要。 

・何のためにやるんですか？ 必要なんですか？ ← 事業仕分け 

・その上でのベストな解決策は何か？  

・問題となる影響は生じないか？ アセス 

・決定する 

 

○国や自治体の取り組み 

・道路審議会建議（Ｈ９） 

・河川法改正（Ｈ９） 

・コミュケーション型行政（Ｈ１１） 

・アカウンタビリティ向上行動指針（Ｈ１１） 

・道路計画合意形成研究会（Ｈ１３） 

・市民参加型道路計画プロセスガイドライン（Ｈ１７） 

・構想段階における住民参加手続きガイドライン（Ｈ２０） 

・自治体による「協働」や「参加」の条例化 

 

○海外ではあたりまえ 

・欧州 

  ・６０年代以降、公共事業の計画プロセスに市民参加を組み込みながら制度を更新。 

  ・ 近では、環境配慮の一環として、ＥＵ全体で制度の見直し。 

・米国 

  ・６０～７０年代の環境問題を契機に参加型へ移行。 

  ・ＰＩ（パブリックインボルブメント）の法制化（交通関係）。 

・アジア 

  ・韓国：全省庁ベースの「葛藤管理法（案）」。 

  ・中国：土地紛争を契機に自治体ベースで検討中。 

・日本は遅れている。 
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○例：９１１ ワールド・トレードセンターの再建方法 

・一同に４千人が会してワークショップ。 

・日本だと、４０人集まるとビビる。技術がないから。 

 

○市民参加のねらい 

・透明で客観的で公正な手続き 

・総合性、倫理性 

・民意の尊重 

  ・両得（ｗｉｎ－ｗｉｎ）指向、プラスサム指向 

  ・ローカルナレッジ 

 

 

・紛争リスクの低減（期間の短縮、コスト縮減） 

・パブリック・サポート 

・より良い計画 

 

○パブリックインボルブメント（ＰＩ） 

・パブリック ＝ 市民 ＋ 企業、ｅｔｃ 

・インボルブメント ＝ 関与 

  → 市民参画、公衆関与、市民参加・・・ 

  → プロセスを表わす。目的（合意形成）ではない。 

  → 紛争解決（ＡＤＲ）とは別の概念。（紛争予防） 

 

○参加のレベル 

・知らせるだけでは参加といえない。 

・情報提供 Ｉｎｆｏｒｍ 

・協議 Ｃｏｎｓｕｌｔ 市民の声を聞きおく、決めるのは行政 

・関与 Ｉｎｖｏｌｖｅ 

・協働 Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｅ 

・権限付与 Ｅｍｐｏｗｅｒ 

・ＰＩには、市民が決定したり、多数決で決めることを含んでいない。 

・ 終的には行政府が決定するのだが、行政府だけで決めていいのか。パブリックにも関与（インボ

ルブメント）してもらう。 
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○参加の範囲 

 誰が参加をすべきなのか 

・多様なステークホルダー（利害関係人）を特定する努力を 

・そのために広範に認知や情報提供を            → 多様なニーズを探し出し 

・ステークホルダーに応じて多様な参加のレベルを設定      反映できる 

 

○参加型プロセスの進め方（基本ステップ） 

①目的・課題の設定（必要性の確認） 

②評価項目の設定・代替案の設定 

③代替案の比較、評価 （ゼロ案を含む） 

④計画案の選定 

・各ステップの内容は、市民参加を通じて共有 

・代替案の比較もなくて、どうしてこれが良いことがわかるんだ、決まるんだ。司法の世界もそう。 

 

○参加型プロセスの進め方（運用例） 

・各ステップをいくつか一緒にやってしまい簡単化する。 

・難しい事業では、各プロセスをさらに細分化することも。 

 

○戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ）の法制化 

 海外では常識、日本は遅れている。 

・個別事業に先立つ「戦略的な意志決定段階」 

  ・個別事業に枠組みを与える上位計画を対象 

  ・事業の位置、規模又は施設の配置、構造等の検討段階 

・複数案を対象に比較評価 

・公衆関与 

・関係地方公共団体及び環境省の関与 
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２．基本姿勢とスキル 

 

 あるところに姉妹がいて、オレンジを取り合った。 

 お母さんが解決に取り組んだ。 

案１：半分こ   ← 要求の半分しか応えられない 

案２：じゃんけん ← 勝者と同時に敗者を生む 

 

 聡明なお母さんは、 

 （姉に）本当は何がほしいの？ 

 （姉） 皮を使って、オレンジケーキを作りたい。 

 

 （妹に）本当は何がほしいの 

 （妹） 実を使ってオレンジジュースを作りたいの 

 

案３：実は妹、皮は姉に 

 

・本当のニーズを探る。 

・大半の公共事業は「やる、やらない」「とる、とらない」、「Ａルートでやる」といった、対峙
たいじ

の構

図。 

 

○対峙の構図から 

・マインドの問題・・・相手も勝ち、自分も勝つ、ＷＩＮ－ＷＩＮの考えに行き着かない。 

・対策、案といったソリューションから、ニーズ、理由、意義へ。 

・共通の問題、協働の場へ。 

 

○意見のとらえ方、聞き方 「意見」とは・・・ 

・反対することの理由は？ 担当者の顔が気に入らないから反対、イケメンなので賛成。 

・その反対の理由に目を向けることが大切。 

 

○利害・関心／ｉｎｔｅｒｅｓｔｓとは 

・実質的な利害・関心／Substantive Interests 

  ・環境影響、洪水危険度、用地買収、ｅｔｃ 

・プロセス上の利害・関心／Procedural Interests 

  ・進め方、決め方、体制、ｅｔｃ 

・心理的な利害・関心／Psychological Interests 

  ・信頼、尊重、憎悪、ｅｔｃ 
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○これまでのマスコミ報道から 反対の原因は 

・「寝耳に水」と地元反対 

・住民無視の計画だ       ← 進め方、心理的な面に対する反発 

・重なる心労、対応に不信 

 

○氷山 

・住民の主張は、一部しか見えていない。 

・見えない、背後にある利害・本音（インタレスト）が、解決への糸口。 

・この本音をどう聞き出すか・・・ 

 

○コミュニケーションの基本 

・話すこと → 従来型の住民対応 

・聴くこと → ＰＩでのコミュニケーション 

 

○「聴く」技術 

・「あなたはこんな風に思っているの」と、聴く。 

 

電車に乗っていたら、おねえちゃんと弟が乗ってきた。 

弟：１＋３なら４だよね。２＋２も４だよね。 初の４とあとの４はどう違うの？ 

姉：今日は学校で何かあったの？ 

 

姉は、こんな質問をしなければならなくなった弟の気持ちを感じ取った。 

 

○人を攻めるときは二人称 

・「おまえは何で聞かないんだ！」 「これこれで聞かない！」と、ディフェンスに入る 

・これを一人称で言うとしたら 

 「私はあなたに話を聞いて欲しいんだけど・・・」 

・さらにそれを他者が表現すると 

 「あなたは彼に話を聞いて欲しいんですね！？」 

 

○ファシリテーター 

・中立的立場から議論を整理 

・サッカーの審判のよう 自分はボールを蹴らない、時間管理はする、ルールを守らせる。 
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○Ｒｅｆｒａｍｉｎｇ 再構築 

・水が半分しか残っていない。 

・水が半分も残っている。 

 

○再構築 

・建設的・肯定的・ポジティブな言い換え 

        ↓ 

①「＿＿＿＿してほしいのですね」 

②「＿＿＿＿が大切だということですね」 

③「＿＿＿＿を懸念しているということですね」 

 

○利害・関係はどう反映されるのか 

・従来型：勝者と敗者を生む → いつか敵をとってやろう 

・ＰＩ型：制約条件のなかで、双方が満足できる方法はありませんか → 両者のニーズが満たされ

る 

 

○プラスサム思考の互恵的志向 

・目が二個になると倍見えるのではなく、立体観がわかるという、さらに新しい効果、影響が生まれ

る。 

・１＋１は、５にも１０にもなる。 

 

○事例 

・数十万件の反対意見がでるような地域で、ＰＩを行った結果、公告縦覧への意見は２０件しか出て

こなかった。 

・ショッピングセンターでパネル展示、オープンハウス 

・河川についてワークショップ 

・現地を歩き、課題認識や意識を共有化 → 現場も知らないのに、ワーワー言うだけの人には効果

的 

 

○ＰＩの組み込み方 

・共有化:「専門家」と「市民」が各ステップ、情報を共有し、共に進めていく → 「ひとつの案」 

・二重化／対立構造：「専門家と行政」の取り組みと、「市民」だけの取り組みが二重化し、対立の構

造 → 「行政案」vs「市民案」 
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○ガイディング クエスチョン 

 やっぱり 大雨が降っても安心して暮らしたい。 ← 市民の思い 

 かといって 治水工事で破壊されるのはイヤ。守りたい。 ← 環境派の思い 

 しかも 今の生活スタイルは大きく変えたくない。 ← 河川敷の利用者の思い 

 とは言え 整備の財源は限られているから有効に使わないと。 ← 行政の思い 

 

 これらを同時に満たすためには、どの程度の治水安全度を目指し、どんな考え方で整備を進めれ

ばよいでしょうか？ ← 全員に問題を投げかけ、共有してもらう 

 

・トレードオフ関係にある多様なニーズをひとつの同じ質問に包含させ、多様な立場のステークホル

ダーを同じテーブルに着かせる。 

 

－ 以上 － 

 

 


