
 

 
 

循環する政治社会 
 

～参加・議論・評価の民主主義へ～ 
 
 
 

 
 
 
 

政治グループ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年３月１９日 
 
 

第３回 ジュニア・アカデメイア 政策提言発表会 
 

主催 日本アカデメイア 
 
 
 
 
 



2 

目次 

 

第1章 求める社会像 
1-1. 日本社会の将来 

1-2. 私たちが求める社会 

1-3.「私たち自身で主体的に創っていける社会」に必要なこと 

 

第2章 問題意識 
2-1．「対話」の喪失 

2-2．政治と市民の距離 

 2-2-1．政治に関わる手段の不足 

 2-2-2．世論と議会での議論の乖離 

 2-2-3．政治家への不信 

  
第3章 提言 
3-1．システムの提言 

   3-1-1. モデルの概観 

   3-1-2．議題の設定 

   3-1-3．参加者の選出 

   3-1-4．議論の実施と政策の決定 

   3-1-5．政策の実施 

   3-1-6．政策の評価 

3-2. システムを用いた具体例 

3-3. システムの効果 

 

第4章 結論 
 

付図 
 

参考文献 
 

参加者名簿 
 
  



3 

第1章 求める社会像 
 
 私たちは、「私たち自身で主体的に創っていける社会」を希求する。なぜなら、将来の

日本では、①人口減少・少子高齢化を背景にした個人の能力の最大限の発揮、②個人の多

様化の進展を背景にした他者への配慮、③労働中心の価値観変容を背景にした主体的な政

治参加、これら3つが求められると考えるからである。 

 そして、こうした社会の実現のためには、ⅰ）様々な他者との「対話」と、ⅱ）「対

話」の結果を実行に移すシステムが求められると考えている。 

 

1-1.日本社会の将来 

私たちは、将来の日本では、①個人の能力の最大限の発揮、②他者への配慮、③主体的

な政治参加、の3つが求められると考えている。その理由は、今後日本社会は人口減少・

少子高齢化、グローバル化の更なる進展、労働中心の生き方の変化という3つの大きな変

化を経験することになるからである。以下、これらの変化を考えてみたい。 

 

 第1に、人口減少である。約20年後の2040年、日本の人口は1億1000万人程度になると言

われている。そして約30年後の2050年には、1億人を切って9900万人程度になる1。人口減

少だけでなく、少子高齢化は今よりさらに進行する。20年後を待たずとも、およそ15年後

の2035年には、国民の3人に1人が高齢者になる。 

 

 第2に、グローバル化の更なる進展による一人ひとりの抱える価値観の多様化が挙げら

れる。ヒト・モノ・カネ・情報の国境を越えた移動が活発化している。将来はさらにグロ

ーバル化が進展し、当然日本もそれと無縁ではない。一つの例を挙げれば、国の間で人の

行き来が増えるということは、日本人が人生のひと時を外国で過ごし、また、日本での外

国人の滞在も増えることを意味する。在外邦人・在留外国人の数の増加傾向は今後も続く

ことが予測される。 

 実際、海外で暮らす日本人の数は、2016年の統計によれば約133万人であり、2015年と

比較すると1年間で約2万人の増加である2。他方、日本における中長期の在留外国人は、2

017年の統計によれば約247万人であり3、2016年と比較すると１年間で約16万人の増加で

ある4。 

 

 第3に、将来の日本では、現代のような労働を中心とした生き方が変わると考えられ

る。現在私たちの多くは、月曜から金曜まで毎日、朝から夕方、遅い人は夜まで残業をし

て働いている。日本人は働きすぎだと言われることも多く、過労死も社会問題になってい

る。要するに、現在の日本人は、労働を中心とした生活を送っていると言える。 

 しかし、将来の日本では、こうした労働中心の価値観は転換されると考える。先にも書

いた通り、日本では高齢化が進行し、また、今後も平均寿命が延び続けることが予測され

                            
1 国立社会保障・人口問題研究所による予測。高齢化に関するデータも同様、(www.ipss.go.jp/pp-zenkoku

/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp)。 
2 2016年10月1日時点では、在留邦人総数（3か月未満の短期滞在者を除外）は133万8,477人である。前年比

では2万1,399人の増加である。（外務省 2016） 
3 2017年6月末時点では、在留外国人総数（中長期在留者・特別永住者）は2,471,458人である。（法務省 

2017）。 
4 2016年6月末時点では、在留外国人総数（中長期在留者・特別永住者）は2,307,388人である。（法務省 

2016）。 
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る。「人生100年時代」になり元気で健康な高齢者が増えたとしても、100歳まで働き続け

る人はごく少ないだろうし、多くの人はもっと早く現役を退くだろう。また、AIによる労

働の自動化が進み、10～20年後には日本の労働人口の約49％がAIによって代替可能になる

との試算が出ている5。AIによって代替される職業が出てくる一方、新しく生まれる職業

もあるだろうから一概には言えないが、労働の総量が減少する可能性は大いにある。つま

り将来の日本では、労働中心の生活が見直され、人それぞれが多様な生き方を模索するこ

とになるだろう。実際に、若者の中には、すでに労働を中心とした価値観は変化しつつあ

り6、労働以外の価値観への移行はすでに始まっているのである。 

 

1-2.私たちが求める社会 

 私たちは、このような将来日本が直面する状況を戦略的に捉え、「私たち自身で主体的

に創っていける社会」を求めたい。この社会においては、将来の日本において求められる

①個人の能力を最大限に発揮し、②他者のことを配慮し、③主体的に政治に参加すること

ができるからである。以下、より詳しく検討していきたい。 

 

①個人の能力を最大限に発揮する 

 将来の日本には、個人が社会の創造に主体的に参加する環境が必要だと考える。 

 将来、人口の減少が見込まれており、その結果、日本経済が停滞する可能性がある7。

そのため将来の日本を不安視する人は多く、私たち自身も不安に感じてしまう。 

 しかし裏を返せば、それは私たち一人一人が、自分の能力を発揮して社会に関わる重要

性が高まるということでもある。人口（量）が減っていくのであれば、それだけ私たちの

能力（質）が問われる。つまり、量で勝負できないのならば、質で勝負する日本の姿を私

たちは描きたい。私たちは、そのためのシステムを提案する。 

  

②他者をより意識した社会 

  

 将来の日本は、他者に配慮することができる社会である必要がある。 

 グローバル化の進展により人の移動が活発化するということは、外国人をはじめ多様な

価値観を持つ人の間の距離が縮まることを意味する。将来の日本は、個人やライフスタイ

ルの多様化がさらに進むと考えられるため、それに見合った制度や政治のあり方が求めら

れる。 

他方で、現在様々なマイノリティにあたる人たちが、声を上げるようになった。制度の

改善や、社会で暮らすうえでの環境を整備するよう求める彼らの存在が、社会的にも目立

つようになってきた。例えば、性的少数者を挙げることができる。LGBTという言葉は、少

し前なら知らない人も多かったが、今ではほとんどの人が耳にしたことがあるだろう。彼

らは、社会における性的少数者の権利を主張して、様々な活動を展開している。将来の日

本は、様々なマイノリティの権利や主張を尊重していく必要がある。 

                            
5 野村総合研究所による推計、（https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx）。 
6 新入社員 1,882 人を対象に日本生産性本部と日本経済青年協議会が実施したアンケートの結果、(http:/

/activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001510/attached.pdf)。「デートの約束があった時、残業を命

じられたら、あなたはどうしますか」という質問で、「デートをやめて仕事をする」と答えた人の割合は平

成２７年度から平成２９年度まで、80.8％→76.9％→71.0％と年々減少しており、反対に「ことわってデー

トをする」と答えた人の割合は19.0％→22.6％→28.7％と年々増加している。 
7 「少子高齢化やそれに伴う人口減少は、我が国経済の供給面と需要面の双方にマイナスの影響を与え、我

が国の中長期的な経済成長を阻害する可能性がある」（総務省 2015）。 
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 もっと言えば、現在一人一人の日本人が多様化している。情報化が進展しSNSが普及し 

たことで、私たちはフェイスブックやツイッターを通して自分自身の考えを世間に発信で

きるようになった。 

 このように個人が多様なあり方を自由に表現できるようになった現状と、それがさらに

進行する将来の日本を踏まえ、わたしたちは次のステージを目指したい。多様な個人が見

えるようになり、多様な「違い」も認識できるようになった今、他者との違いを配慮し合

える日本社会であるべきだと考える。自分とは違う他者を拒絶するのではなく、自分のこ

とのように考えられる社会であってほしいと考えている。 

 

③主体的な政治参加 

 今までは、私たちが社会に関わる手段は主に労働であり、労働が生活の中心であった人

も多かった。しかし、現在ではそのような労働を中心とした生き方が見直されている傾向

にあり、今後もそれが続いていけば、労働以外の活動に費やす時間が増えるだろう。それ

らの活動には、芸術や学問などの文化活動や地域社会への参加、家族と時間を過ごすな

ど、人それぞれ多様なものが考えられる。私たちはそうした様々な活動の一環として、

「主体的な政治参加」があってもいいだろうと考える。 

 このような政治参加は、ただ単に、労働以外の時間を埋める活動ということではない。

多様な生き方を包摂する社会は、多様な価値観が反映されたものでなくてはならないた

め、そうした社会を実現するためには人々が主体的に社会の創造に関わる必要がある。私

たちは、そうした創造に関わることのできるシステムを提案したい。 

 

 以上の3点が、「私たち自身で主体的に創っていける社会」を求める理由である。この

社会においては、①個人の能力を最大限に発揮でき、②他者のことをより意識し、③主体

的に政治に参加することができるのである。 

 

1-3.「私たち自身で主体的に創っていける社会」に必要なこと 

 それでは、「私たち自身で主体的に創っていける社会」を創るためには何が必要だろう

か。私たちは、2つ重要なことがあると考える。以下、それぞれ説明したい。 

  

ⅰ）「対話」の必要 

 私たち自身で社会を創るには、他者の境遇を知り、多様な価値観との対話が必要であ

る。しかし、今の日本には対話が欠けている。私たちは、対話を実現できる場を創ってい

きたい。 

 こうした対話を通じて、私たちは、他者の意見にも耳を傾け、共感できればそれを取り

入れる柔軟性を身につけることができる。30年後の日本社会では、私たち自身が自分の考

えや利益に固執せず、多様な生き方を認めて包摂できる社会を築くことが求められる。多

様な人の存在を認識することが新たなアイデアを生み出し、社会と政治の原動力になると

私たちは考える。 

  

ⅱ）「対話」の結果を実行に移す必要 

 対話の内容は、それが実行できなければ意味がない。人が自分の生き方を自ら自由に選

択できる社会を皆で創るという政治の原点をここで改めて確認し、政治の刷新を実現する

には、今まで以上に政治家・市民・行政の協働が必要となる。皆で議論したことを、行政

まで巻き込んだ政策へと結び付けていくために、従来の政治システムに市民による積極的

な参加を取り入れる政治のあり方を提案したい。



6 

第2章 問題意識 
 

 私たちは、今の日本の社会では「私たち自身で主体的に創っていける社会」を実現する

ことができないと考える。なぜなら、今の日本社会は大きく二つの問題を抱えているから

である。 

 一つ目は、市民同士による「対話」が欠けていることである。意見の違う他者と積極的

に議論することがなく、議論の場も生まれていない。場合によっては他者との対話を自ら

拒否してしまうこともある。二つ目は、政治と市民との距離が遠く、政治に疎外感を感じ

る人が多いことである。現在、私たちは選挙における投票を通じて政治に参加している

が、政治は本来選挙で終わらない。むしろ選挙によって政治家が選出されてからが政治の

始まりであるはずなのに、それ以降の議会での討論や決定のあり方に納得していない人が

多い。こうしたことは、政治家への不信感にもつながっている。 

 このような問題を日本社会が抱えている限りは、私たち自身で議論し、私たち自身で社

会を創っていくという将来を描くことはできない。もう少し詳しく、以下考えていきた

い。 

 

2-1．「対話」の喪失 
 

 今の日本社会には、大きな声を出して何かを伝えようとしている人がたくさんいる。自

分たちがおかしいと思うことに声を上げ、署名活動をしている人がいる。デモ行進をし

て、政府の政策に反対を表明する人もいる。しかし、こういう人たちの活動に、私たちは

関心を向けてきただろうか。問題は彼らの主張が正しいかどうかとか、主張に共感できる

かということではない。自分と異なる考えを持つ人に、耳を貸さなくなったことだと考え

ている。 

 

 私たちは、ここ数十年で急速に発展した情報化社会がこうした傾向を速めていると考え

る。1980、90年代に日本に導入されたインターネットはあっという間に日本全国に普及

し、今ではどこにいても瞬時に海外のメディアからの情報を得ることが可能になっただけ

でなく、SNSによって誰もが自由に情報を発信できるようになった。 

 ところが、インターネットがもたらしたのは便利さだけではない。私たちは無限の情報

をどこにいても手早く手に入れられるという情報化社会の恩恵を日々受けている一方で、

氾濫する情報の中から自分たちに心地の良い情報にしか目を向けなくなっている。 

 また、インターネットを使って提供されるSNSや検索エンジンなどのサービスは、ユー

ザーの検索・閲覧履歴を分析して個人ごとの趣向や関心の高そうな情報を予測し、表示す

るようになっている。こうしたプログラムも、私たちが心地の良い情報の中に閉じこもる

ことに拍車を掛けてしまっている。 

 こうして、自分とは意見の異なる他者に目を向けることが減ってしまったと私たちは考

える。 

 

 他者と対話をせず、自分とは異なる考え方からも遠ざかってしまっている状況では、積

極的に議論する場も生まれてこない。現在の日本社会は、自分と異なる意見に触れる機会

も、他者と会話する場も、失いつつある。そして、こうした傾向は、現在の日本社会の分

断につながっていると考える。この問題への対応がなされないままでいると、今以上の情

報化がすすむ30年後の日本社会では、他者同士の溝はさらに拡大していくことだろう。自

分の意見に固執するのではなく、他者の意見にも積極的に触れ、健全に議論ができる場が
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必要とされているのである。 

 

 

2-2．政治と市民の距離 
 

 前項の議論の欠如に続く二つ目の問題として、政治と市民との距離の問題を採り上げ

る。具体的には、政治に参加する手段の不足、世論と議会での議論の乖離、政治家への不

信という３つの問題である。 

 

2-2-1. 政治に参加する手段の不足 

 

 私たちは、現在、政治参加の方法として、いくつかの手段を有している。選挙における

投票によってだけではなく、インターネットやSNSを通じて政治的な意見を発信すること

もできるし、デモを組織して運動することもできる。また、政治家や役所へ陳情を送るこ

とも可能である。 

 

 しかし、これらの手段では私たちの政治参加は十分に為されないと考える。選挙に関し

て言えば、第一に、選挙以外の時は政治家に多くのことを任せるしかない。選挙を通じて

私たちは確実に意見を届けることができるとはいえ、それだけでは決して十分だとはいえ

ない。第二に、価値観の多様化している現在においては、選挙で選ばれた議員にすべての

利益を代表してもらうには限界がある。私たちは選挙の時、候補者や政党の考え全てに賛

成して投票することは少ない。それに、私たちが重要だと考えている議題の全てが、選挙

の争点になっていることも稀である。政治家に投票するだけでは、私たちの考えの多くを

政治に届けることはできない。 

 

 選挙以外の方法によって意見を述べたとしても、それが確実に議題として取り上げられ

る保証はないのが現状である。ネット上に意見を掲載しても、共感されず注目されなけれ

ば無数の情報の中に埋もれるだけである。デモ行進をしても、世間や政治家から関心も持

たれず無視されてしまえばそこで終わってしまう。陳情を送っても、それを取り上げなけ

ればならないという規定もない。 

 

 

2-2-2. 世論と議会での議論の乖離 

 

 政治参加への手段が十分でないだけではなく、国民が議論してほしいと望んでいること

と、議会において実際に議論されたことが乖離してしまうことがある。問題は、乖離その

ものというよりも、その乖離に納得していないことである。その政策がなぜ、どのような

プロセスを経て決まったのかが不透明なため、結果だけを見て納得できないことが多い。

ここでは、再生可能エネルギー導入の例と、待機児童問題の例を参考に、私たちが議会で

の議論に納得してない現状を考えてみたい。 

 

①再生可能エネルギー導入の例 

 現在、国民の多くは再生可能エネルギーの導入に高い関心を持っている。実際に「日本

で使うエネルギー源として適切なもの」というアンケート調査を実施した結果、国民の多

くが太陽光や水力、風力といった再生可能エネルギーを支持しているというデータがある
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（図１）。私たちも、それまで主力であった化石燃料や原子力に替わり、再生可能エネル

ギーの導入には賛成している。 

 ところが、現在の日本におけるエネルギーの発電比率を見てみると、再生可能エネルギ

ーの占める割合はわずか7.8％に留まり、石油や石炭を使用する火力発電の占める割合は

８割を超えている8。現状では、再生可能エネルギーの導入は極めて低い水準である。ま

た、政府が発表している2030年度までに達成を目標とするエネルギー源の内訳を見てみて

も9、再生可能エネルギーが占める割合は、全体の約25％に留まる見込みである。 

 私たちはこのような議会での議論の結果には納得できない。その理由は、議会で十分な

時間をかけて議論されていないからかもしれないし、議論されているとしても私たちの目

に届いていないからかもしれない。あるいは、なぜこうした結果になったのかについて納

得いく説明を受けていないからかもしれない。しかし、現在議会で行われている議論が、

どこか私たちと関係のない遠いところで行われている感覚を抱いている。 

 

図１10 

 

 

 

②待機児童問題の例 

 一昨年、「保育園落ちた日本死ね！！！」11というタイトルの匿名のブログ記事が話題

となった。この記事は2016年2月15日に匿名で投稿され、フェイスブックで紹介されると

「いいね！」は4万6千件を超え、同じ趣旨の投稿が相次いだ12。このブログ記事は、2016

年2月29日に衆議院予算委員会において、民主党（当時）の山尾志桜里衆議院議員により

国会でも取り上げられた13。 

 しかし、政府は待機児童の解消に直ちに動かなかった。この問題に賛同した人の多くが

望んでいたことは待機児童の解消であったはずなのに、政府与党は、2017年の総選挙で

                            
8 資源エネルギー庁『2030年エネルギーミックス必達のための対策 ～省エネ、再エネ等～』、2017年、 

http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/022/pdf/022_006.pdf。 
9 資源エネルギー庁、上述。 
10 国立研究開発法人 国立環境研究所、『環境意識に関する世論調査報告書 2016』、  （https://www.n

ies.go.jp/whatsnew/2016/jqjm10000008nl7t-att/jqjm10000008noea.pdf）2016年、より作成。  
11はてな匿名ダイアリー、『保育園落ちた日本死ね！！！』、2016年、  https://anond.hatelabo.jp/20

160215171759。 
12朝日新聞2016年03月04日夕刊10面。 
13国会議事録「第190回国会衆議院予算委員会第19号2016年2月19日」、http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/

KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=17016&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=10&DOC_ID=6870&DPA

GE=1&DTOTAL=3&DPOS=3&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=17261。 

http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/022/pdf/022_006.pdf
https://www.nies.go.jp/whatsnew/2016/jqjm10000008nl7t-att/jqjm10000008noea.pdf
https://www.nies.go.jp/whatsnew/2016/jqjm10000008nl7t-att/jqjm10000008noea.pdf
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=17016&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=10&DOC_ID=6870&DPAGE=1&DTOTAL=3&DPOS=3&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=17261
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=17016&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=10&DOC_ID=6870&DPAGE=1&DTOTAL=3&DPOS=3&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=17261
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=17016&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=10&DOC_ID=6870&DPAGE=1&DTOTAL=3&DPOS=3&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=17261
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は、待機児童の解消より優先する形で幼児教育の無償化を打ち出したのである14。これに

は、「無償化よりまずは待機児童解消を」、「さらなる格差を生む可能性がある」といっ

た批判の声が上がった15。国会で議題に上っても、国民の納得いく形での議論がなされな

かったと言える。 

 

 国民の意見と議会での議論とに隔たりがあり、私たちはその結果には納得できていな

い。ここで注意してほしいのは、私たちは議会の出した結論が間違っていると考えている

わけではない。政府は、再生可能エネルギーの導入や、保育園増設のためのコストを考慮

し、国民の望む政策を採らなかったのだと言えるかもしれない。しかし、議会での議論の

結果がなぜそうなったのかについて納得できておらず、政治が私たちとかけ離れて行われ

ている感覚を抱いてしまい、政府の採る政策に国民の不満が残ってしまうのである。 

 

 

2-2-3. 政治家への不信 

 

 現在、国民の間で政治家に対する不信が広がっている。汚職や国会の場などでの不適切

なヤジ、失言といった政治家の不祥事が数多く報道されている。こうした政治家のスキャ

ンダルにより、そして、政治参加の手段の不足や議会での議論の結果に納得できずに政治

に対して距離を感じてしまっていることとも重なることによって、人々は政治家への信用

を失い、政治に対する無力感を抱くようになっている。 

 

 世界に目を向けてみると、ポピュリズム政党が大きく躍進している。彼らは既存の政治

家・エリートは自分たちの利益しか考えておらず、市民を代表していないと主張すること

で、大きな支持を集めている。こうした現象は決して日本とも無関係ではない。政治家へ

の不信や政治に対する無力感の先には、日本も諸外国が経験しているものと同じ道を辿る

かもしれない。 

 

 以上のように、選挙をはじめとする現行の政治参加の手段では限界があることに加え、

国民の望む政策内容が議会において十分に議論されていないこともある。それだけでな

く、政治と私たちとの距離が遠いという感覚は、既存の政治や政治家への不信感にもつな

がることになる。現在のような政治参加の手段や議会での議論が30年後も変わらず続くこ

とになれば、将来の日本社会が直面することは、国民のさらなる政治家への不信、そして

政治に対する諦めだろう。こうした未来へと至らないためには、市民が自ら選択して議論

し、考えた政策が、実際に政策の中身に反映されるような政治プロセスが必要である。 

 
  

                            
14自民党、2017年総選挙での公約、「2020年度までに、3歳から5歳までのすべての子供たちの幼稚園・保育

園の費用を無償化します。0歳から2歳児についても、所得の低い世帯に対して無償化します。待機児童解消

を達成するため、「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度までに、32万人分の保育の受け皿整備を進め

ます。」自由民主党衆議院選公約2017、2017年、https://www.jimin.jp/election/results/sen_shu48/poli

tical_promise/。 
15朝日新聞2017年10月8日朝刊29面。朝日新聞2017年10月10日夕刊16面。読売新聞2017年12月29日朝刊23

面。 
 

https://www.jimin.jp/election/results/sen_shu48/political_promise/%E3%80%82
https://www.jimin.jp/election/results/sen_shu48/political_promise/%E3%80%82
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第3章 提言 
 

3-1．システムの提言 
 
3-1-1モデルの概観 
 

 私たちは、前章における問題意識をもとに、「市民が政治に参加し社会を動かしていく

ためのシステム」を提案したい。そのシステムは5つのプロセスがある。（付図） 

 

(1)インターネット上のツール「輿論ボックス」で意見を集約し議題を決定する。 

(2)議論への参加者を無作為抽出により選出する。 

(3)「市民議会」で議論を行い、報告書を議会に提出し、議会で政策を決定する。 

(4)決定した政策を実施する。 

(5)実施された政策を評価する。 

 

評価を経れば、その政策の課題が見つかることになる。そのため、評価で発見した課題

に修正を施して、再び政策を実行する必要が出てくる。こうして議論→実行→評価のサイ

クルを繰り返すたびに政策がより良いものとなり、「循環する政治社会」が実現されるこ

とになる。 

以下、システムの各段階を詳しく見ていきたい。 

 

3-1-2．議題の設定 
 
 私たちは、それぞれが社会に対して何かしらの問題意識を抱えている。地球温暖化を懸

念し「再生可能エネルギーをもっと日本に導入したい」と考えている人もいれば、「もっ

と子供たちが遊べる広場があればいいのに」と考えている小学生の子どもを持つ保護者も

いるだろう。しかし、そうしたそれぞれが抱える議題を市民がすべて議論することは、残

念ながらできない。よって、数ある議題の中から、議論すべき議題を選び出さなければな

らない。 

 様々な市民の意見を集約し議論すべき議題を決める作業に、私たちは、インターネット

上に「輿論ボックス」をつくることを提案したい。「輿論ボックス」とは分かりやすく言

えば議題設定のための意見集約に特化したSNSのようなものである。これは、システム全

体を運営するために設置される事務局が管理する。 

 

 

①意見の投稿 

 まず、市民全体で議論したい話題を抱える人たちは、「輿論ボックス」にその議題と、

議論したい理由を投稿する。そうすると、投稿された議題とその理由は、プラットフォー

ム上に公開され、誰もが閲覧できるようになる。そして、公開されたそれぞれの議題に対

して、人々は「重要」ボタンを押して意思表示をする。この「重要」ボタンは、提案者の

意見への賛否は問わず、議論するべきだと考える意思表示となる。 

 

②意見の集約 

 しかし私たちは、単純に「重要」ボタンが多い話題を議題として取り上げるのでは不十

分であり、発信者とその賛成者の文化社会的背景や立場も考慮できるシステムが望ましい
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と考える。というのも、単純な多数決で議題を決めてしまうと、本当に議論すべき議題を

見落としてしまう可能性があるからである。それはどういうことか。 

 社会には、様々な形でマイノリティが存在する。例えば、地域における外国人や、障害

者である。子どもだって、大人に比べれば人数が少ないのでマイノリティに当たると言っ

てよい。こうした人たちに関係する議題は、たとえ議論すべき重要な議題であっても、単

純な多数決であると見落とされる可能性がある。多くの人にとっては、自分とは関係がな

いものとして関心を持ちづらいからである。よって、こうした特定の「カテゴリー」に属

する人たちの意見を尊重することが必要である。 

 

③議題の決定 

 「輿論ボックス」の、①「重要」ボタンの獲得数と、②そのボタンを誰が押したのか

（すなわち、どの「カテゴリー」の人が押したのか）の情報を総合的に判断して、重要度

の高いものが最終的に議題となる。地方の場合は自治体ごとに四半期に1回、国政の場合

は半年に1回、1つの議題が決定される。 

 人間がどの議題を議論するべきかを判断しようとしても、単純な「重要」ボタンの獲得

数だけでは判断できないし、「カテゴリー」にもいろいろな類型がある。これを機械的に

処理して集計することによって、人間の無意識な先入観による議題操作を防ぐことができ

る。正確に議論すべき課題を特定し、確実に議題とすることができる。 

 

Q1.なぜ「輿論ボックス」と名付けたのか。なぜ「輿論」は「世論」ではないのか。 

 

A1.私たちは、「世論」ではなく「輿論」という言葉を採用することにした。なぜな

ら、「世論」が「国民感情」や「情緒的な共感」を意味するのに対し、「輿論」は「公

的な意見」や「理性的」対話による合意という性格が強いからである 16 。 

市民の意見を集約するこのプラットフォームを「輿論ボックス」と名付けた理由は、後

に説明する「市民議会」への参加を通じて市民が対話を行うことによって、意見が一時

の感情に流されることなく理性的なものに変わることが期待されるからである。 

 

Q2.表に出てこない「カテゴリー」については、「輿論ボックス」においてどのように

扱われるのか？例えば、性的マイノリティの権利について議論したい場合、自分が性的

マイノリティであることを隠して生きている人がいる可能性もある。そうした人の意見

を拾うことはできないのではないか。 

 

A2.当人が知られたくないと思っていることまで、登録する必要はない。ただし、自分

のセクシャリティを公表してもよいという人はいるだろう。そういう人たちのために、

自分自身で新たに「カテゴリー」を「輿論ボックス」に登録することができるようにな

っている。 

 

 

3-1-3．参加者の選出 
 

 どの議題を議論するか決まったら、「市民議会」が召集され、市民主体で議論がなされ

る。  

                            
16 佐藤（2006）。 
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 「市民議会」には議論に参加する資格を有する者が参加する。国政の場合は選挙権を有

する全国民の中から、地方自治体の場合は住んでいる市民、その自治体に通勤・通学する

者、その自治体に密接な関係を有する永住外国人の中から、無作為抽出によって選ばれた

市民が参加する。 

 

 抽出方法は、まず市民の中から一定数が無作為に抽出される。選ばれた市民にはオンラ

イン上で説明と面談が行われ、議論される議題の説明や、議論に誠実に参加する意思の確

認などがなされる。やむを得ない事情がある場合は参加を辞退することが可能である。そ

の後さらに抽選で、定員の人数まで絞り込まれることになる。 

 以上の過程を経て、「市民議会」の参加者が決定される。これは裁判員制度における裁

判員の選出の仕組みを一部改変し、応用したものである。 

 

 「市民議会」参加者の定員は、地方自治体の場合は各自治体の議員数を基準にして決め

る。国政の場合には、200人程度を考えている。これは、国民の代表性の観点から必要と

される人数である。 

 

Q3.なぜ無作為抽出で選出するのか。議論に参加したい人を呼べばいいのではないか。 

 

A3.議論の場に自薦で来た人の意見を政治的な決定として採用すると、その人が地域の人

の代表者としてみなせるのかという代表制の問題が生じてしまう。また自薦の場合、議題

内容に強い関心を持つ人の中には自分の意見に固執し、態度が硬直的になってしまう人も

いる。こうした代表制の観点と、理性的な議論確保の観点から、無作為抽出で選出するこ

とにした。 

 

Q4.無作為抽出で選ばれた人は、本当に熱心に議論に参加するのか？選ばれた人がちゃん

と議論しなければ、システム自体が成り立たなくなるのではないか？ 

 

A4.日本には、無作為抽出された人が議論を行う制度として、すでに裁判員制度がある。

裁判員に選ばれた人が熱心に議論に参加している事実は、現に存在する。私たちは選ばれ

た市民として責任を持ち、真剣に議論を行うことができるのである。 

 

図２  裁判員裁判で「充実した評議ができたか」についてのアンケート結果17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
17最高裁判所『裁判員等経験者に対するアンケート 調査結果報告書（平成２８年度）』、平成29年3月htt

p://www.saibanin.courts.go.jp/vcms_lf/h28-a-1.pdf、48頁より筆者作成。 
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3-1-4．議論の実施と政策の決定 
 

 議論への参加者が決まれば、議論の開始である。 

 議論を経て政策が決定されるまでには、さらに細かく分けて以下の4つのプロセスを踏

むことになる。①「市民議会」における議論、②市民と国会・地方議員との合議、③報告

書の作成、④報告書の議会への提出と決定、である。 

 以下、詳しく見ていく。 

 

①「市民議会」における議論 

 選出された市民は、まず始めに市民だけが「市民議会」において議論を行う。ここでは

それぞれの市民が自分自身の問題として責任を持って議論に参加する。 

 

 議論は全てインターネットを使い、オンライン上で行うことを想定している。そうすれ

ば、参加者は自宅に居ながら、あるいは他の仕事をしながらでも「市民議会」に参加する

ことができる。インターネット端末を持っていない人や、使い方が分からない人でも参加

できるように、インターネット端末を利用できるスペースやインストラクターなどを備え

ておく必要がある。 

 

 議論に際しては、参加者全員に公平な発言の機会が確保されるようにファシリテーター

が議論を調整する。また、「輿論ボックス」で収集した情報や専門家の意見などが、参加

者の要望も踏まえつつ公正に提供される。情報提供やファシリテーションを管理し、「市

民議会」を運営する事務局は政治的中立性が求められるため、議会や行政から独立した機

関として設置される。 

 

 また、議論の提案者や、議題に対して強い関心を持ち議会で発言する機会を持ちたいと

いう市民は、公聴会という形で「市民議会」で発言できる。市民の代表制や理性的な議論

の確保のために議論の参加者は無作為抽出という形をとったが（既述）、議題に関心を持

つ人は主体的に意見を述べられる場所は確保すべきだと考えるため、公聴会という場で発

言を認めることにした。 

 

 「市民議会」は、ある人が抱えていた問題意識が、議論に参加する全員の問題意識とし

て共有される場である。普通に暮らしている限り何ら接点を持つことのない人たちが出会

い、お互いの問題関心を知り、それについて市民的対話と議論が積み重ねられる場として

の役割を果たす。こうした問題意識の伝播や熱心な議論を通して、自分が地域や国に関わ

っているという実感が持たれることになる。 

 

 議論を尽くした後、国会・地方議会において議員と合議をするために、その議会に提出

する法案・条例案をまとめる必要がある。市民の話し合いを基に、議院法制局が「市民議

会提出法案」として法案をまとめ上げる。これを「市民議会」の議決にかけ、過半数の賛

成が得られれば議会に提出することになる。 

 

②市民と国会・地方議員の合議 

 次に、市民の話し合いを踏まえ、市民と国会・地方議会の議員が合議する。国会・地方

議会の委員会において、市民と議員が議論を行う。その理由は、個別の具体的な政策につ

いては委員会における議論が中心になっていることもあり、各委員会での合議の方が、政
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策の中身をより深く議論ができるだろうと考えるからである。 

 

 第2章で述べた通り、今日の日本には政治家に対して不信感を持つ人がたくさんいる。

私たちは、この合議の過程が、そうした不信感の解消につながることを期待している。市

民と議論するために、議員は責任をもって議論に参加する自覚が芽生える。自分の意見を

市民に伝えるために、積極的に知識を蓄え、納得してもらえるような説明をしようと努力

するようになるだろう。一方で市民も、実際の政治家はどのようなことを考えているのか

を知り、議員の本当の姿を知る機会になる。こうした相乗効果が、議論の質を向上させた

り、政治家と市民の距離が近くなったりすることにつながることになる。 

 

③報告書の作成 

 合議によって、市民が議論したことを具体的な政策に落とし込む道筋を掴んだところ

で、政策案の報告書を作成する。どのような政策の実施が必要かまたは必要でないか、ま

たそれぞれの理由と必要な場合は政策の大枠――目標や数値、期限など――をそれぞれ採

決し、報告書に書く項目を決めていく。採決は市民と議員にそれぞれ5割ずつの権限が与

えられる。 

 

 私たちは、それぞれの市民が議論した結果を、最大限に尊重する必要があると考える。

しかし他方で、市民の賛成・反対だけで決定がなされるのも、議決の正統性の観点から不

十分だとも考える。そこで、たとえ市民全員が賛成したとしても、最低一人は議員が賛成

しないと、その政策が採用されない仕組みとすることにした。それが、市民と議員の権限

を五分五分に配分するということである。これは、裁判員制度における、裁判官の賛成が

最低一人でもいないと判決を下せないルールと似たものだと考えると分かりやすいだろ

う。 

 

 報告書案が完成したら、最後に全員による投票で報告書として決定される。この投票で

も、市民と議員に5割ずつの議決権が与えられる部分は変わらない。 

 採決された報告書は、法案とともに本会議へと提出される。 

 

 

Q5. なぜ、議会に市民議員を呼ぶ必要があるのか？ 

 

A5. 第1に、議会での議論の活性化が期待される。第2に、プロセスに参加することに

よって政治とそのプロセスへの理解を深め、自分がその一部に関われたことによる政治

的有効性感覚の向上が期待される。実際、裁判員裁判との類比で、国会に市民議員が招

待され議論に参加することを考えてみると、この制度によりかなりの効果が期待され

る。平成28年度の裁判員等経験者6208人への参加する前と後の意識調査の集計結果は以

下のとおりである。 
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図３ 裁判員等経験者への意識調査18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 選ばれる前に、裁判員制度への参加に前向きだった人は、「積極的にやってみたい」

「やってみたい」をあわせて31.7％に留まっていたのに対し、参加後の感想は、「非常

に良い経験と感じた」「良い経験と感じた」は合わせて95.4％にのぼる。このように、

参加の前と後では、裁判員裁判への認識は大きく変わっているのである。 

 政治過程においてもこのような制度を導入することで、我々を取り囲む政治制度への

理解が深まり、また、自らが「政治を動かしている」という実体験も得られる。さらに

は、委員会や議会での議論に加わることによって、自分の意見が変わったり、他者の意

見に耳を傾ける機会が生まれることになる。 

 

Q6.なぜ市民は議会の委員会での議決に参加しないのか。 

 

A6.話し合いに参加した人に議会での議決の1票を持たせるためには、その人が市民を代

表するという正統性が高い水準で要求される。無作為抽出で選び議論の参加者の代表の

正統性は確保するようにしたが、それでも議会の議決に参加するには不十分なところは

残る。そのため、委員会の議決に市民は参加することはできないと考えた。しかし、報

告書という形で本会議に提出することで、市民が話し合った内容は本会議での議論やそ

の後の採決に反映されるようにした。 

 

 

④報告書の議会への提出と決定 

 本会議に提出された法案は、通常の議会の審議に掛けられ、条例や法律となる。報告書

には、議会は報告書に書かれた通りの政策を決定しなければならないというような拘束力

はない。 

 しかし、議員が報告書を無視したりその内容に反する決定をしたりすることは市民の話

し合いを覆すことになり、議員自身が政治的なコストを負うことになる。また報告書の作

成段階に議員も参加していることから、多くの議員の考えが合議の結果と違っているとい

うこともあまりないだろう。そのため、委員会や本会議での採決に参加者が参加できない

としても、報告書という形で一定以上の影響力を持つと考えられる。 

 

 

                            
18  最高裁判所『裁判員等経験者に対するアンケート 調査結果報告書（平成２８年度）』、平成29年3月ht

tp://www.saibanin.courts.go.jp/vcms_lf/h28-a-1.pdf、47頁、49頁より筆者作成。 
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3-1-5．政策の実施 
 
 議会が条例・法律案を可決し、政策が決定されれば、政策実行のプロセスに移る。実行

の内容は政策ごとに異なるため、ここでは詳しく書くことは控えるが、「主体的に社会を

創っていく」という観点から、政策によっては、市民が参加して実行することができれば

良いだろう。 

 

3-1-6．政策の評価 
 

  私たち自身が決めた政策は、私たち自身で評価をしたい。たとえ私たちの手によって

決定し、実行された政策であったとしても、やりっぱなしになってしまったのでは意味が

ない。市民自身が、政策がきちんと効果を上げているのかを判断し、十分な効果が見られ

ないとすれば、その理由を主体的に考えることが大切である。政策の評価を市民自らが行

うことによって、次の政策をより良いものとすることができる。 

 

 政策の評価が行われるのは、政策が実際に実行に移され、評価をするに足りるまでの期

間を経てからである。政策評価は、実行された政策を議論したメンバーと、担当の行政職

員が協働して実施する。自分たちで決定した政策を、自分たち自身で評価することが、そ

の政策に責任を持つことであると考えるからだ。 

 

 政策を評価するためには、そのための材料が必要である。一つは、「輿論ボックス」に

おいて収集された一般市民からの評価を材料にする。政策を実行してよかったのかどう

か、政策のどの部分が評価されどの部分に課題があったのか、などの意見が寄せられ集約

される。それに加えて、一般市民に意識調査を行うことでより多くの市民の意見も集め

る。政策によっては、評価者が自ら関係者へのヒアリングを行うなど、主体的に行動して

情報を収集することも必要である。既存の行政評価をより開かれたものにするために、そ

れに市民が行政からの説明を受けながら、行政がこれまで蓄積してきた行政評価のノウハ

ウを市民参加の評価にも活かす形で、議論に積極的に参加して、次の政策に繋げていくと

いう作業が重要である。 

 

こうした材料をもとに、私たち自身で政策の評価を行い、最終的な報告をまとめる。政

策が修正を要するとの判断をすれば、それを今後の政策に取り入れることになる。政策の

中止などの大きな変更が必要との判断がなされた場合は、また一から私たち自身で議論を

始める。こうして、政策が市民によって絶えず循環し、そのたびにブラッシュアップされ

ることで、私たちが望む「循環する政治社会」が実現するのである。 

 

 

3-2. システムを用いた具体例 
 
 私たちのシステムを使うと、議題はどのような流れをたどるのか。消費増税を例に用い

て考えたい。 

 まず、誰かが消費増税の是非について議論したいということを、「輿論ボックス」に入

力する。そしてそれに賛同する多くの人が「重要」ボタンを押し、他の議題に比べて議論

すべき重要性が高いと判断されれば、議論すべき議題として消費増税の是非が採用される
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ことになる。それは、「重要」ボタンを押された数や、どのようなカテゴリーの人が「重

要」ボタンを押しているのかを総合的に判断して決められることになる。 

 議論に呼ぶ人は無作為抽出で選ばれる。その手続きについては、議題の内容によって変

わるものではないため繰り返さないが、国会の委員会での議論に参加すべき２００人が選

出されることになる。 

 彼らは事務局が提供する情報をもとに、ファシリテーターの進行に沿って「市民議会」

で議論をする。例えば、具体的に何％に引き上げるか、軽減税率を導入するか、導入する

としたらどのような形でするのか、いつ消費増税するのかといった内容を議論することに

なるだろう。そして議論を経ると、議院法制局の手助けも借りながら法案という形でまと

められ、「市民議会」で議決がとられる。過半数100人以上の賛成を得て「市民議会」を

通過すれば、「市民議会提出法案」として国会に法案として提出される。 

 国会に消費増税法案が提出されれば、衆議院の財務金融委員会（消費増税について議論

を所管する委員会）において、所属議員と市民との合議が行われる。委員会での法案の採

決に市民は加わることはできないが、委員会に所属する議員と市民は話し合いを基に報告

書を作成し、それを本会議に提出する。 

 消費増税といった「痛みを伴う」政策こそ、国民の参加を通した議論に適している。増

税は個人の金銭的な負担が増えることを意味するために、個人が自分の利益や短期的な視

点に囚われていては先延ばしにすることが多い。しかし議論の際に充分な情報をもとに他

者と議論をすることで、長期的な視野で現実的な思考をするようになるし、自分のことだ

けでなく公共的な視点で物を考えるようになる。そうすれば、自己の負担を伴うような政

策も採用される可能性は大きくなるのである。 

 本会議における議論と採決を経て消費増税法案が通れば、消費増税が実施されることに

なる。数年といった充分な期間を経たのち、消費増税の結果を評価することになる。その

際も市民が参加し、行政のデータ等を基に評価を行う。その評価によっては、例えば消費

増税による大きな問題が生じているとの評価になれば、また一から政策を見直す「市民議

会」を組織するかもしれない。そこまで大きな問題でなければ、なにか改善策を提案する

といった形になるだろう。 

 こうして、消費増税をめぐる議論の循環ができることに生まれることになる。 

 

 

3-3. システムの効果 
 
 私たちは、現在の社会に対して第２章で述べたような問題意識を抱えている。私たちが

提言するシステムによって、こうした問題は緩和されていくと考える。システムを導入す

ることでどのような効果があると考えられるのか、第２章で述べた問題意識に沿う形で以

下説明したい。 

  

①対話の場ができる 

 私たちの現状に対する問題意識には、対話の「喪失」があった。本システムでは、「市

民議会」での政策立案・決定過程における議論と政策評価過程における議論が、多様な市

民の対話の場になる。 

 それでは、対話をすることのメリットとは何なのだろうか。まず、対話を通して普段は

あまり意識することのない「他者」を意識することができるようになる。議論の場には年

齢や職業などの異なる多様な人たちが参加するため、議論するにあたっては普段あまり関

わりを持たない人と話すことになる。こうした対話を通して、私たちは他者の境遇を知
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り、自分自身の利益や関心にだけ目を向けることに固執するのではなく、同じ社会に生き

る「他者」のことも考えて政策を議論するようになるだろう。 

また、私たちは公共的な事柄について関心を持ち、長期的な視点を持ってより現実的な

判断をできるようになる。日常生活では日々の仕事や学校に追われており、公共的な議題

に関心を持つことはあまりないという人も、実は少なくないだろう。しかし、私たちが自

分で国・地域の政策を考えるということになれば、公共的な事柄に目を向けるようにな

る。そして議論のために情報を与えられ、他の人の意見を聞けば、国や地域の問題をより

身近に理解するようになる。そのため私たちが提案するシステムは、例えば「痛みを伴う

改革」といった、自分の目先の利益を考えると負担を強いられるが、長期的な視点で考え

れば必要だといえる政策を議論するのに有効である。 

実際に市民が理性的に議論をすることができるのかといった疑問もあるだろう。結局は

自分の意見を声高に叫ぶだけで他の人には耳を貸さない人がいるのではないか、誰か少数

の人の意見に流されてしまうだけの人が多いのではないかといった疑いの目は、私たちが

提案するような市民の討議を通じた民主主義に対してよく向けられてきた。しかし実際の

市民討議ではそうならなかった事例も多く報告されている。日本における討論型世論調査

と呼ばれる取り組みにおいては、議論の場で市民一人一人が発言をして、他者の意見を参

考にしながら議論したと多くの参加者が認識している19。 

また私たちは、市民による理性的な議論を担保するために制度的な工夫を行った。ま

ず、議論に参加する人を無作為抽出で選出することにしたのは、自薦の場合、議題内容に

強い関心を持つ人の中には自分の意見に固執して態度が硬直的になってしまう人もいるか

らである20。そしてファシリテーターを設置することで、発言者の偏りが生まれないよう

にした。このように条件を整えることで、市民による理性的な議論が生まれやすいように

している。 

 

②政治と市民の距離が近くなる 

 私たちは、政治と市民の距離が遠くなっていることを問題意識として持っていた。私た

ちの提案するシステムによって、この問題が解消されることを期待する。 

 まず、私たちは「輿論ボックス」を用いることで、私たち自身が討論したいことを議会

のアジェンダに乗せることができるようになる。議会で本当に議論してほしいことが議論

されていないといった不満は、これで緩和することができると考える。「市民議会」で市

民が実際に政治的な議論を行うことで政治と市民の距離が縮まるのはもちろんだが、実際

に市民と政治家が議会で議論を行うことは、政治家への不信感の解消や政治家の質の向上

にもつながるだろう。先述したように、市民と議論するために政治家は積極的に知識を蓄

えようとするし、市民に納得してもらえるような説明をしようと努めると考えられるから

だ。市民の側も政治家の本当の姿を知り、議論を通して相手を理解しようとすることで、

政治家に対する認識も変わっていくだろう。議会での討議が報告書としてまとめられるこ

とで、議論の可視化にもつながる。 

 また、こうした政治参加を通して、市民は自分たちが社会を動かす当事者であり、自分

たちで政治を動かしているのだという感覚を得ることができる。政治家がどこか遠くで政

策を決定しているという感覚は持たれなくなり、責任をもって自分たちで社会を動かして

いく自覚や責任感も芽生える。一方で市民も、実際の政治家はどのようなことを考えてい

                            
19  慶應義塾大学DP研究会『「市民1000人調査、200人討論」 調査報告書』より。（http://keiodp.sfc.ke

io.ac.jp/wp-content/uploads/fujisawa1/6-report.pdf） 
20 討論型世論調査の考案者であるJ・フィシュキンは、参加者の無作為抽出により集団分極化のリスクを回

避できると主張している。坂野（2012）。 

http://keiodp.sfc.keio.ac.jp/wp-content/uploads/fujisawa1/6-report.pdf
http://keiodp.sfc.keio.ac.jp/wp-content/uploads/fujisawa1/6-report.pdf
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るのかを知り、議員の本当の姿を知る機会になる。こうした相乗効果が、議論の質を向上

させたり、政治家と市民の距離が近くなったりすることにつながることになる。 

 

 
  



20 

第４章 結論 
 
 このシステムが実現すれば①個人の能力の最大限の発揮、②他者への配慮、③主体的な

政治参加が達成でき、その結果「私たち自身で主体的に創っていける社会」を実現できる

と私たちは考える。どのように、私たちの考えたシステムがその3つを達成するのかを以

下で説明する。 

 

①個人の能力の最大限の発揮 

「輿論ボックス」を創って個人が意見を表明する機会が生まれれば、個人が重要だと思

っているのに埋もれていた声を可視化してすくい上げることができる。たった一人の意見

であっても、その問題意識が多くの人の共感を得ることができれば、その議題を議会で議

論するところまで持っていくことができる。また、市民の中にも優れたアイデアを持って

いる人はたくさんいるだろう。「市民議会」や国会での議論を通して個人はそうしたアイ

デアを表明することができるし、他者との議論を通してそうしたアイデアをより良いもの

へ変えていくことができる。そもそも政策を議論・実行・評価することは、個々人の主体

的な参加がなされなければできない。それぞれの個人の能力を発揮することが求められる

し、個人の能力を発揮できる場所が「市民議会」であると私たちは考える。 

 

②他者への配慮 

「市民議会」で意見の異なる他者と議論をすることによって、今まで自分のほしい情報

や意見にしか耳を傾けて来なかったような人であっても、他者と議論する機会が生まれ

る。自分とは意見が異なるという理由で他者に耳を貸さなかったような人が、「市民議

会」で他者と議論をする必要が生まれれば、そうした議論を通じて他者の境遇に思いを寄

せ、配慮するように変わることが期待できる。 

それだけでなく、今後その権利を尊重していく必要があるマイノリティの人たちや、今

後も日本で増えていくであろう外国人と議論したり、彼らについての議題を議論すること

によって、たとえ自分がそうした境遇になくても彼らへ関心を寄せることができるように

なるし、多様な価値観を持つ人との距離も縮まるだろう。 

 

③主体的な政治参加 

現在のところ、私たちが政治に関わる手段は限られている。また、政治に関心のない人

であれば、政治や社会について考えることはほとんど無いかもしれない。しかしこのシス

テムができることで、誰もが政治に対して意見を表明することができるようになり、関心

のなかった人でも「市民議会」の参加者に選ばれることで、政治や社会について考えるよ

うになる可能性が生まれる。  

将来は労働中心の価値観が変容し、多様な生き方をする人々が出てくると述べた。多様

な生き方をする人々がそれぞれの見地から政治に参加し社会の創造に関わることで、多様

な価値観を包摂した社会にすることができる。  
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付図 
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