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[要 旨 ]
近年 、ICT(InfOmation and CoIImunication Technology)を 利 用 した新 しい民主主義 の形態 で あ る
eデ モ クラシー に注 目が集 まってい る。eデ モ クラシーの 中で も特 に、 日本 の各地方 自治体 で展 開 さ
れて い る市民 直接 参加型 の政治 の試 み (市 民直接参加型 eデ モ クラシ ー)に 大 きな期 待 が 寄 せ られ て
い る。そ こで 、本稿 では 、国内 にお け る eデ モ クラシ ー の事例 を取 り上 げ、そ の動 向 を探 つた上 で 、
現状 の議 会 との 関係 を中心 に eデ モ クラシ ー の可能性 と限界 につい て考察 してゆ くこ ととす る。
第 1章 で は、
本稿 でテ ー マ と して取 り上 げ た市民直接参加型 eデ モ クラシ ー とは何 か とい う こ とを
ま とめ 、第 2章 で は、地方 自治 に どの よ うな形 で eデ モ クラシー を取 り入れてゆ くべ きか を、行 政職
員 と現役議 員 に対 す るイ ン タ ビュ ー調査 を行 う こ とによって 明 らか に して い る。第 3章 で は、事例研
究 の結果 か ら、今現在 cデ モ クラシ ー に よって何 が 実現 で き、何 が実 現 で きないの か を明 らか に して
い る。そ して 第 4章 で は、今後 eデ モ クラシ ーが どの よ うな形 になって ゆ くこ とが 望 ま しい か を考 察
し、本論文 を閉 じて い る。
[Sullllllary]

In recent years,attention has gathered for e―

democracy which is the fonm ofthe new democracy using ICT

(InfOmatiOn and Commumcation Technology).It has a great hope for tte trial(CitiZen direct participation type
e― democracy)of

the citizen direct participation type politics developed in each local self¨

governing body in

Japan.Then,in tts paper,suppose thatthe possibility and the hmit of e―democracy are considered focusing on
a relation with the present Parlialnent after taking up the example of domestic e‐
democracy and exPloring the
trend.

h Chapter l,it suIIIIIlanZed what the citizen direct participation type e denlocracy taken up as a theIIle in this

paper is.h Chapter 2,it clanfles by conducting inteⅣ

iew investigation of as opposed to an adIInmstrative
ofFlcer and an acive assemblyman in what foml e democracy should be taken in to local autonomy.h Chapter
3,■ om the result of a case study,now,it shows clearly what present e democracy can realize what and cannot be

realized.And in Chapter 4,it considered it desirable for e democracy to become whatfom fronl now on,and this
paper is closed.

第

1章 口は じめ に

行形 で進化 中の概念 であるか らである。また、
民
主主義 の理念 自体 が普遍的 な理念 でない とい う
こ とも、定義が確立 されてい ない理由のひとつ
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1.eデ モクラシーの定義

eデ モ クラシー、日本語では電子民主主義 と呼

と言えるだろ う。 このように、定義 が定 まって
いない eデ モ クラシーであるが、本論文 では新

ころがない ものである。それに伴 い、eデ モ クラ

開伊知郎他著『eデ モ クラシー とい う地域戦略』
文献1の 定義 を用 い、「eデ モ クラシー とは IcT

シー とい う言葉 の定義 も確 立 されてい るとは言

(hforlnttion and Colllmunication Technology)を

いがたい。なぜ なら、eデ モ クラシーは、現在進

利用 した政策立案 。決定 。執行過程へ の市民参

ばれるこの概念 は、実 に多義的であ つて捉 えど

地方 自治 にお ける cデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

画」 と広 く捉えることとする。
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2.eデ モクラシー の具体例

eデ モクラシーの定義 について確認 したとこ
ろで、eデ モ クラシー とは具体的にはどのよう
なものであ るのか確認 してゆ くこととす る。
「IcTを 利用 した政治・行政への市民参画」とし
て考 えられる eデ モクラシーには、「インター
「議員や首長選
ネットを利用 した選挙運動」や、
「インターネット上での
出における電子投票」、
議員・行政・市民間の討議、その政策への反映」
などさまざまな取 り組みがある文献2。 数多 くある

図 1
従来の民意の届きかた (eデ モクラシー登場前の地方
自治)

「インターネット上で
。デモクラシーの中でも、
の議員・行政 。市民間の討議、その政策への反
映」とい う、市民直接参加型のeデ モクラシーに

ラシー を導入す る こ とは、従 来型 の民意 の反映

注目が集 まっている。そこで、本稿では市民直
接参加型 eデ モクラシーに焦点 を当て、 どのよ

ういった形 で eデ モ クラシー を適用 してゆけば

うな形で eデ モクラシーを取 り入れてゆくべ き
か、eデ モクラシーが有効 に機能するにはどの

られる。ひとつ は、住民 と議会 との間 に eデ モ
クラシー を適用す る方法、そ して もうひとつ は

ようにしてい くべ きかの 2点 を明 らかにするこ

住民 と行政 との 間 に eデ モ クラシー を適用す る

ととする。

方法 であ る。

を補完す る意味 で有効 に機能す る と考 え られる。

それでは、地方 自治 の図式 の どの部分 に、 ど
よいのだろ うか。それには 2通 りの方法が考 え

第 2章 口eデ モクラシーの実際
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1.住 民 と議 会 間 へ の eデ モ ク ラ シ ー
適 用 の可能 性

住民 と議会 との間 にeデ モ クラシー を適用 し、

地方自治は首長 を代表 とする「行政」、議員の
集合体である「議会」、そ して私たち「住民」の

住民 と議員 との間 にチヤネル を開 くことで、 よ

三者で成 り立 っている。そして、間接民主主義
を採用 している日本の地方自治では、住民の民
意を行政に届ける方法 。住民が政治 に参加する

り多 くの、 よ り直接的な民意 の反映が可能 にな

方法 は、選挙 における投票 に限定されてお り、
「選挙 と選挙の間は十分に民意が反映されない」

ると考 えられる。具体的 には、議会が電子会議
室や電子掲示板 を開設 し、そ こに多 くの議員が
参加 して、イ ンターネ ット上で住民 と議員 の意
見交換ができるようにするといったものである。

とい う問題点 を抱えているといえる。国政 と異
なり、
地方自治では行政の代表である首長 を、
住
い
ぶことがで
と
で
の
で
きる
、
選
う点
民 直接選挙
政治に住民の意思が反映されやす くなっている
ものの、やは り選挙 における投票 とい う手段 に
「選挙 と選挙の間は十分に
限定されているため、
い
民意が反映されな 」 とい う状況 に変わ りはな
い。その状況 を表 しているのが図 1で ある。
図 1の ような状況にある地方自治 に eデ モク

<住 民 と議会間の eデ モ クラシーの利点 >
①

民意 の流 れが正 しいルー トである
議員 は地域住民 の利益 を自治体行政 に反映 さ

せるために、住民 の声 を汲 み取 つて きた。 しか
し、議員個人で動 ける範囲 には限度 があ り、実
際 に議員 と接触 で きる人 も限 られてい るとい え
る。そ こで、住民 と議会 との間 に eデ モ クラシー
を適用す る ことによつて、 これまで よ りも多 く
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の、そ して幅広 い層 の住民 から意見 を集 めるこ
とがで きると考 えられる。 また、住民 の意見 を

結果 をもた らす か もしれない。
また、議員 の活動 を住民が注視す るようにな

議員が汲 み取 り、行政 に投げか けるとい う民意

り、その結果、議員 にとって も自身の活動 によ

の流 れが、正 しいルー トであることか らも、有

い緊張感 が生 まれ、議会が活性化す るとも考 え

効 に機能す る可能性が高 い と言 える。

られる。

多 くの議員 の参加 によ り、多 くの意見が拾

②

<導 入 の可能性 >

われる
従来型 の議員が直接住民 の意見 を聞 くとい う

以上の ような利点 か ら、住民 と議会 の間へ の

方法 では、住民 としては議員個人に対 して しか

cデ モ クラシー適用 は有効 に機能す ると予想 さ

意見 を投げかける こ とがで きなか った。 このこ

れた。 しか し、い くら利点があ った として もそ

とは、意見 を聞いた議員がその問題 を取 り上 げ
なければ政策 として取 り上 げられない とい うこ

れが現実 に導入 されなければ意味がない。そ こ
で、現役 の議員にイ ンタビュー を行 ない注 住民

とを意味 していた。そ こで、住民 と議会 との間

と議員間へ の eデ モ クラシー導入の可能性 につ

に多数議員 の参加す る eデ モ クラシー を設ける

いて伺 った。その結果、議会運営 による電子会

ことによって、多 くの議員 に対 して意見 を投げ

議室 の開設 は、非常 に難 しい問題があ るとい う

かけることが可能 とな り、その意見が取 り上 げ

ことが明 らか となった。以下 にその詳細 を記す
が、 このこ とを通 じて議会 の特殊性 。議会 の情

られる可能性が高 くなると予想 される。
また、24時 間 365日 いつで も意見が言える こ

3、

報化 が進 まない理由が浮 き彫 りとなった。

とや、面 と向かって話す よ りも気軽 に意見 を言
える こともメ リッ トとして挙げ られるだろ う。

a.議 会 の特殊性

このこ とは議員 にとって も、 よ り多 くの意見 を

議会 は、きわめて特殊な組織 であ ると言える。

集 めることがで きるとい う点で大 きなメ リット

それは、議会が個人の議員 の集合体 であ るとい

となると考 えられる。

うことに由来 してい る。そもそ も議員 とい うも

③

議会活性化 につ ながる

のは、一人ひと りに選出エ リアや選出母体があ

地方議会議員選挙 は住民が地方 自治 に参加す

り、それ らの代表 として選出されてきてい るの

るための主な手段 であ るにもかかわ らず、その
投票率 は年 々下が りつづ けてい る注 この原因

である。議会 とはそのようにして選出されて き

についてはさまざまなことが考 えられているが、

かを導入 しようとす る場合、すべ ての議員 の総

1。

た個人 の集合体 であるため、議会全体 として何

「地方議会が何 をやってい るのかわか らない」と

意が必要 となって くるのだ。行政の情報化 のよ

い うことか らくる、政治へ の無関心 もその原因
の一つ と考 えられてい る注2。

うに、 トップダウンで情報化 を行 な うとい うこ

そ こで、住民 と議会 との間 に多数議員 の参加

とがで きないのだ。議会 は住民 の意思 によって
しか変 われないのだ。

す る eデ モ クラシー を導入 し、住民 と議員 とが

また、議会が個人 の議員 の集合体 である とい

意見交換 をす ることによって、議員が どの よう

うことを考 えると、議会全体 として住民 の意見

な ことを考 えてい るのか、議会 ではどのような

を聞 くとい う行為 は違和感 のあることなのであ

こ とが議題 として取 り上 げ られてい るのか とい

る。住民 の意見 は個人個人 の議員が、その活動

うことが、住民 の 目に見 えるようになる と考 え

において集 めるべ きものであ って、議会全体 と

られるのだ。
住民が議員 の活動 を知 ることは、
議

して集 める ものではないのであ る。 さらに、突

会 に関心 を持 つ きっかけとな りうる。そ して、
議

き詰 めてい えば、議員 は 自分 の選出エ リアや選

会 に関心 を持 つこ とで、投票率が上がるとい う

出母体 の意見交換や意思確認 を行 なって さえい

地方 自治 にお け る cデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

ればよ く、そのような意見収集 の仕組み はすで

<住 民 と行 政 間の eデ モ クラシーの利 点 >

に作 られてい ると考 えられる。

①

よ り直接的 な民意 の反映が可能
日本 の地方 自治 において、施策 を具体的 に立

b.代 議制民主主義 にお ける民意 について

案 して い るのは圧倒 的 に行政 で ある。議員 に

代議制民主主義 の下での民意 は、選挙 にお け

よって施策 を提案す る仕組 み もあるが、実際 に

る投 票 とい う行 為 に よって集 め られ て い る。
よって、議員 を誰 にす るか、首長 を誰 にするか

は議員側 に施策 を立 案す るの に十 分 なス タッ
フ・設備 がそろえられない など、 システム面 で

を選ぶ投票行動 自体 が民意 を反映す る手段 であ

の不備が指摘注4さ れ、議員か らの施策立案 とい

るし、投票 に参加 してい る時点です でに住民 は

うものはほとんどない に等 しい。
そ こで、住民 と行政 との間 に eデ モ クラシー

参加 してい るとい えるのである。

を設けることによって、住民 の意見が施策立案

c.住 民 の政治に対す る意識 について

をしてい る行政 に直接届 くこ とにな り、 よ り直

た とえ議会 として、電子会議室 の ような eデ

接的 な民意 の反映が可能 になると考 えられる。

モ クラシー を導入 した として も、住民 がそれを

中立的な立場 で意見 の取 り入れが可能

②

望む意識がなければ有効 に機能 しない と考 えら

先 に述べ たように、議会が個人の議員 の集合

れる。 日本 の民主主義 とい うものは、昔か らい

体 であ るとい うことは、厳密 に言 えば議員 は住

つ も トップダウ ンの一方通行 で住民 を引っ張 っ

民全体 の代表 とは言 えない。一方、行政 は不特

て くるものであ った。そ ういった意識 を、 ここ
へ きて急 に市民参画 だ、eデ モ クラシ ー だ と

定一般多数 の意見 を募集す る ことがで き、多 く
の人 の意見 を反映 した施策 を立案 で きる可能性

いって参画で きるようになった として も、住民

を持 つている。よって、住民 と行政 との間 にeデ

の意識 はついていけない可能性があ る。

モクラシー を導入す ることによって、特定エ リ

以上のようなこ とか ら、議会全体 として住民

アや、特定分野 に偏 る ことな く、中立的な立場

と議会 との間 に eデ モ クラシー を導入す ること

で意見 を取 り入れ、それ ら意見 を施策 に反映 さ

は難 しい とい うこと言えるのではないだろ うか。

せてゆ くことが可能 となると考 えられる。

議会 とい う ものは、それぞれ異なった背景 を背
負 った議員個人の集 ま りであるため、会派別 。
議

③導入が決 まると一気 に進む

員個人で住民 の意見 を募集す る eデ モ クラシー

首長 を トップとした組織 となってい る。つ ま り、

を導入す ることは実現可能であ るとして も、議

組織 として eデ モ クラシー を導入 しようとい う

会全体 として eデ モ クラシー を導入す る ことは

動 きが決 まると、一気 に トップダウンで導入が

難 しい と考 えられる。

決 まると考 えられる。住民 と行政 との間の eデ
モクラシーは、導入が決 まると一気 に進 むとい
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2.住 民 と行 政 間 へ の eデ モ ク ラ シ ー

適 用 の 可 能性
地方 自治へ の cデ モ クラシー適用 の もうひと

行政 は、
議会 のような個人 の集合体 ではな く、

うメリットがある。

<問 題点 >

つの方法 として、住民 と行政 の間 に eデ モ クラ

以上の ような利点が考 えられる一方 で、問題

シー を適用 す る方法 がある。行政 と住民 の間 に

点 も考 えられる。それは、従来 の地方 自治 のシ

eデ モ クラシー を適用す ることによ り、行政 に
対 して首長選挙以外 の民意 のルー トがで き、住

ス テムか ら考 えると、正 しい民意 の流れではな
い とい うことである注5。

民 と行政 とのつ なが りが強化 されるとい える。

住民 と行政 との間 に eデ モ クラシー を設ける
ことによって、住民 の意見が直接行政に届 くよ
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うになった。 このことにより、議員の中抜 き現
象 とい うものが起 こっているのである。 (図 2)

■ 本 来 の 民 意 の 届 き方

■ ̀eデ モ クラシー 'の 民
意 の 届 き方

また、施策立案の流れも、住民 と行政が意見交
換 をするようにな り、その中で生まれたものを
行政が議会 に提案 し、それを行政が引き受ける
とい う流れになっているのである。施策立案の
流れが逆ルー トになっているのである。 (図 3)
これらのことから、住民 と行政 との間に eデ
モクラシーを導入 した場合、その運営上、さま
ざまなことが懸念 される。それは、以下の2点

図

2

議員の中抜き現象

■本来の施策立案

■ ̀eデ モクラシー 'に よる
施策立案

である。
醸 畑

<住 民行政間 eデ モクラシー導入 における懸案
事項 >
① 住民 。行政ルー ト経由の民意 と議員ルー ト
の民意で乖離・衝突が起 きるのでは ?
② 今後、議員の中抜 き現象が進めば議会の廃

図

3

施策立案の流れが逆ルー ト

止 とな り、住民 と行政の直接民主制 となる
のではないか ?
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3.事 例研究 1 神奈川県大和市

シー を導入 してい る行政 の現場 では、 このこと

『どこでも コミ ュニティ』
事例研究の 1つ めに神奈川県大和市の「どこ
でもコミュニティ」注6を 取 り上げる。
「どこでも

についてどの ように考 えているのか、 どのよう

コミュニティ」とは、2000年 1月 1日 に開設 し

な状 況 で あ るのか とい うことを確 かめるべ く、

た電子会議室ポー タルサイ トのことで、 その中

訪問調査 を行 なった。訪問調査 は、神奈川県大

パ
には、
子育 て支援 について話 し合 う会議室や、

和市 の「 どこで もコ ミュニテイ」 と神奈川県藤

ソ コンの使 い方 につい て話 し合 う会議室 な ど、

沢市 の「市民電子会議室」 の 2ケ 所 に対 して行

さまざまな会議室が 開設 されてい る。それぞれ

なった。

の会議室 では、市民同士や市民 と行政職員 との

そ こで、実際 に市民直接参加型

eデ モ クラ

今回、 この 2つ の事例 を取 り上げた理 由 とし

意見交換が行 なわれてい る。 い くつかあ る電子

て、 どちらも議論 の内容 を実際 の施策立案 に生

「まちづ くり会議室」な どの市主
会議室 の うち、

かす仕組みを整えてお り、住民 の意見 を実際 の

催 の会議室 では、行政職員 と市民が市政 につい

施策立案 に生か してい るとい うことが挙 げ られ

て議論 を行 ない、それ ら意見 を行政が汲 み取 っ

る。また、この 2つ の事例 は他 の 自治体 と比べ 、

て市政に反映 させてい る。

その取 り組 みが早 く、参加者数 も多 いこ とか ら、

1.概要

実例 に基づい たよ り具体的 な話 を聞 くことがで

2‐ 3‐

きると考 え、調査 を行 な うこととした。

神奈川県大和市 は、神奈川県 のほぼ中央に位
置す る人口約22万 人の市 である。横浜市 の西 に
隣接 してお り、横浜 か らは 1■m、 東京都心か ら
は約4蝕 mに 位置 してい る。市内 には 3つ の鉄道
が走 り、横浜へ は 30分 で、東京都心 には 1時 間

地方 自治 にお ける eデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

弱で行けるという立地のため、都市のベ ッドタ
ウンとなっている。
昼間は通勤や通学のため、
市
外 に出る人が非常 に多 く、夜間人口が昼間人口
の 2倍 であることが特徴である。
[大 和市基本 デ ー タ]注

7

を超える市民が就労や就学のために市外 に出て
いる。そのため、平 日の昼間に行政が説明会な
どを行 なって も、参加できる市民は限 られ、集
まる意見 も少 ない とい う事情があった。さらに、
大和市 に昔から住 む住民 と、新 しく越 してきた
住民 との交流が少 なく、地域のコミュニテイが

帯数 :90,222世帯 (2003年 12月 1日 現在 )

崩壊寸前 であ ったとい うことも設立 の背景 と
なっている。
「 どこで もコミュニテイ」を通 じて、

面積 :27.06hA2

24時 間いつでも行政に参加できる環境が必要で

人口 :219,331人 (2003年 12月 1日 現在 )世

「どこで もコミュニティ」は大和市の情報化ヘ

あったとい うこと、さらに昼間は市内にいない
人も地域のコミュニテイに参加できる環境が必

の取 り組みの一環 として始められた。そして、
大
和市がインターネ ットなどの情報技術 を利用す

要であったとい うことが背景の一つ として挙げ
られるのである。

るようになったのは、大和市の一職員である小

② 大和市が進める情報化政策の中で必要とさ

小林氏 は、イ
林隆氏の影響 によるものが大 きい。
ンターネットが注目され始めた 1994年 当時、ア

2001年 に大和市 で行 なわれた 講習会 に参加

メリカの 自治体の情報が日を追 うごとに発信 さ

「大
した市民 を対象 に行 なったア「ンケー ト注9で 、

れていることを知 り、大和市 においても行政の

和市 の情報化 に期待す ること」 とい う設間 に対

情報 を発信 してゆくことを考 え、所属 していた
都市計画課のホームページを開設 した。そして、

「市民 の声 を行政 に反映す る こと」とい う回
し、
答 が他 の どの回答 よ りも多 かったのである。2

このとき大和市の
「都市計画マス タープラン」を
策定する担当 となったことから、策定 にあたつ

「施設
「行政 の情報 を公 開す る こと」、
位以下 は、
予約や住民票 の発行 など行政サ ー ビス を便利 に

てホームページで情報 を発信 し、市民から意見
をもらう取 り組みを始めた。 この取 り組みから

す ること」 と続 き、 この結果 は過去 3回 行 なわ

大和市 におけるICTを 利用 した市民参加が始 ま
ることとなる。インタビュー調査 を行 なった大

政 の情報化 に対 し、市民 の意見 を集 め、それを

和市職員の方の話では、 このとき集 まった意見
の数は地域説明会などのオフライン上で意見募
集 を行 なった場合の 10倍 以上であったとい う。
この結果、インターネ ットが市民参加の有効 な
ツールとして使 えるとい う認識が広 ま り、のち
に電子会議室の設置へ とつながつたのである。
ここで、
「どこで もコミュニテイ」設立の背景

れていた

れた調査 で も変 わらなか った とい う。市民 は行
行政 に反映 させてい く場 を求めていたのである。
この よ うな背景 を受 け、「 どこで も コ ミュ ニ
テイ」 は設立 された。
ここでひとつ疑間が残 る。それは、なぜ電子
会議室 とい う形式 であ ったのか とい うことであ
る。 これに対 し、大和市職員 の小林氏 は「市民
のニーズ に柔軟 に対応するには、クローズ ドな
メールでの コ ミュニケーシ ョンではな く、 オー

につい て整理 してお く。「 どこで もコ ミュニ
テイ」設立の背景 として、『 どこでもコミュニ

プ ンな電子会議室 での コ ミュニケー シ ョンが必
要 であ つた」 と述べ てい る。注Ю

テイ市民会議検討結果報告書』注8で は、以下の
2つ が挙げ られている。

また、筆者がイ ンタビュー を行 なった大和市
の職員 の方 も、
「意見が どのように変化 していっ

① 大和市独 自の事情
概要で述べたように、
大和市ではその立地上、

たかを示す ために電子会議室 の仕組 みが必 要で
あ つた」 と回答 してい る。市民 と行政 とのオー

都市のベ ッドタウンとなつてお り、昼間に半数

プンな場 での コ ミュニケー シ ョンを実現す るた

太田洋平 。松王政浩・八重樫純樹

術

め に、電子会議室 とい う形式 を採用 したのであ

られる主な意見 は次の2つ である。ひとつは行
政サービスの不行 き届 きを知 らせるもの、もう
ひとつは行政からの提案に対する意見である。

る。
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「どこで もコミュニティ」を通 じて行政 に寄せ

2. 運営状況

「 どこで もコ ミュニ ティ」 の最新 の利用状況

前者 はいわゆる苦情のようなもので、例えば
「道路 に穴があいている」といったものとか、
「側

を、表 1に 示 した。

溝のふたがない」 などといったものである。
表 1:「 どこでもコミュニティ」利用状況注]]

後者 は、
都市計画や条例 の策定過程 において、
行政の提案する案 に対 して市民が意見 をすると
いったものである。

登録者数 :3,326名
:市 民 1,938名 、行政職員 1,376名 、そ

こう して寄せ られた意見 は行政職員 の手に

の他 12名 )(2003年 11月 現在 )lヶ 月の発

よって汲み取 られ、間接的に施策に反映される
ようになっている。その仕組みを支 えているの

(内 訳

言閲覧回数 :市 民 7,068回 、行政職員 373回
(2003年 11月 )開 設 か らの累計発言数 :5,500

以上 (2000年 1月 〜 2003年 11月

)

が、多 くの行政職員の参加である。
「 どこで もコ
ミュニティ」が、他の自治体の電子会議室 と比
較 して特徴的であるのは、行政職員が積極的に

「 どこで もコ ミュニティ」の運営母体 は、大和
市役所企画部情報政策課 である。つ ま り行政が

「ど
参加 をしている点である。2003年 11月 現在、
ニ
コ
こでも ミュ ティ」には全部で3,326人 の登録

会議室 のユーザ ー登録 。管理、システムの改善、

があるが、その うちの1,376人 は市職員の登録で

新 たな コ ミュニティ (会 議室)の 開設 などの運

ある。 これは大和市役所の職員ほぼ全員の登録

営 を行 なっているので ある。それ らを模式的 に

であり、 このことによって市民からの意見に対
して迅速かつ、的確な対応ができるようになっ

表 したものが、図 4で ある。

ている。
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3.住 民・ 行政間 eデ モクラシー導入に
おける懸案事項について

ここか らは、当初 の訪問調査 の 目的であ る、2
つ の懸案事項 についてまとめる。以下に、大和
市職員 の方 とのインタビュー注りの模様 を記す。

図 4:「どこでもコミュニティ」のイメージ図
「 どこで もコ ミュニティ」全体 を
図 4の 中で、

懸案事項の① については、大和市ではそのよ
うな問題は起きていないということが明らかに
なった。その理由として、以下の 2つ が考えら
れた。

黒 い丸 で囲 つた部分 とす ると、市民直接参加型e
デモ クラシー にあたる、
「 まちづ くり会議室」な

① 市民の意見を聞いた行政は、議会の意向も

ど市主催 の会議室 は、
斜線部分 であるとい える。
「 どこで もコ ミュニティ」は行政が運営 を行 なっ

汲 み取 りつつ施策 を立案 してゆ くため
行政 は、市民 の意見 をそのまま施策 としてい

てお り、行政が市民 の意見 を聞 く会議室 のテー

るわけではな く、その立案過程 にお いて、議会

マ設定 も行政が行 なってい る。そのため、斜線

の意向 も汲 み取 りつつ施策 を立案 してい る。そ

部分 は行政寄 りに位置づ けてい る。

のため、議会 と真 っ向か ら衝突す るような施策

地方 自治 にお け る eデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

は作 られず、行政側 もわざわざ議会 と対立する
ような施策を提言するような事 はしないのであ
る。
② 市民側からの主体的な施策立案が起 こって
きていないため
「どこで もコミュニテイ」に寄せられる市民の
意見 は、行政側の提案 に対 して意見を言 うもの
が多 く、市民の意見 としてまとまった施策の提
案 にはなっていない。その結果、市民の意見 と
議会の意見 とい う構図は成立せず、議会 との判
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4.影 響・成果

「どこでもコミュニティ」の
訪間調査 の結果、
設置は市民・行政双方 にさまざまな影響・成果
をもたらしていることが明 らかになった。
① 行政への影響・成果
「どこでもコミュニティ」がもたらした影響の
ひとつに、行政職員の、
「責任 を持 って仕事 をす
る」 とい う意識が向上 しているということが挙
「どこでもコミュニティ」では、市民
げられる。

断が分かれてしまうような深刻な事態には至 ら
ないのである。

の意見 とそれに対する行政の対応が常 にオープ

以上のような理由から、大和市では市民直接
参加型 eデ モクラシーの民意 と議会の民意 とが

が多 くの人の目に付 くようになつた。 このこと
から、行政職員の責任 を持 って仕事 をするとい

乖離するようなことは、今現在起 きていないこ

う意識を向上させる影響 をもたらしている。

ンになっているため、市民に対する行政の対応

とが明 らかになった。
一方、懸案事項の② については、まず、
「どこ

の意見 とは異なった年齢層の意見が集まってお

で もコミュニティ」設立に対する議会の反応 に

り、幅広い層の市民の意見を反映 した政策が立

ついて質問をした。その結果、
「どこで もコミュ
ニテイ」設立に関して、大和市議会からの反発

案で きるようになっている。
② 市民への影響・成果

といつた反応 はまった く見受け られなかったと
い う。
「どこでもコミュニテイ」設立にあたり、

市民 に対 しての影響 としては「 どこで もコ
ミュニテイ」 に参加す ることで、地域のコミュ

議会の議決が必要であったわけで もなく、構想

ニテイのこと、自治のことを考 え始めるきっか
け とな り、市民が行政に参加する意識が向上 し

段階で議員の意見が入 るようなこともなかった
のである。さらに、
「どこでもコミュニティ」の

また、従来の市民説明会 を通 じて集 まる市民

ていることが挙げ られる。

ような市民直接参加型 eデ モクラシーによって、
議員が 自身の存在意義がなくなるといったよう

「どこで もコミュニティ」を通 じて、新
また、
たなコミュニティが生まれてきている。
「 どこで

な危機感 を抱いている様子 も見受け られなかっ
たとい っ。

もコミュニティ」 がなければ出会 うことの な
かつた人 同士が出会 い、「 どこで もコ ミュニ

一方、行政 として直接民主制に対 してどのよ
うな意識 をもっているのか質問 をしたところ、

テイ」が人と人 とをつなぐッールとして作用 し
「どこでもコミュ
始めているのだ。このことは、

行政の立場から見ても市民直接参加型 eデ モク
ラシーによって、議会が廃止 とな り、住民 と行

ニテイ」の設立目的である、
「市民の仲間作 りの
場 を形成する」とい うことを実現 してお り、
「ど

政の直接民主制化 となることは考 えられていな
かった。
「どこで もコミュニティ」はあくまで行

こで もコミュニテイ」が有効 に作用 しているこ
とを証明しているといえる。

政が市民の意見を聞 くツールとして開設 したも
のであって、現状の議会制度 を否定するもので
はない とい うことであった。

24.事 例研究 2

神奈川県藤沢市 『市

民電子会議室』
事例研究の 2つ めに神奈川県藤沢市の「市民
電子会議室」注Bを 取 り上げる。
「市民電子会議

太田洋平 。松王政浩 ・八重樫純樹

金子郁容研究室 と藤沢市産業振興財団、そ して

市民の意識 も高い とい う背景があり、情報化 に
対 して積極的 に取 り組 んできた実績があった。

藤沢市 との共同実験 として開始 し、2001年 4月

「市民電子会議室」 は
そのような背景 のもと、

「市民電子会議室」は、大
に本格稼動 してい る。
きく分けて 2つ のエ リアに分かれてお り、市民

1996年 3月 に策定 された「藤沢市地域情報化基

室」は 1997年 2月 、慶應義塾大学総合政策学部

の主催す る「市民エ リア」 と市役所 の主催す る
「市
「市役所 エ リア」に分 かれてい る。この うち、
役所 エ リア」 では、市民運営委員会が設定 した
一定 のテーマ に基づいて、市民 と行 政 との意見

「藤沢市地域
本計画」の一環 として始められた。
「市
情報化基本計画」ではその基本理念 として、
民参加のまちづ くり」(市 民参加機会の促進や地
域 コミュニテイの形成)と い うものを掲げてお
り、その理念を具現化 したものが「市民電子会

「市役所 エ リア」で取 り
交換 が行 なわれてい る。
まとめ られた意見 は、 まとめて市へ の正式 な提

議室」だったのである。
「市民電子会議室」の開設 にあたつては、慶應

言書 として提出 され、
市政 に反映 されてい る。こ

義塾大学 SFCの 金子郁容教授、及び金子研究室
の影響 を強 く受けているといえる。
「市民電子会

のことか ら、
「市民電子会議室」も市民直接参加

議室」 は金子郁容研究室 との共同実験 か らス
ター トしてお り、藤沢市 に慶應義塾大学 SFCが

型 eデ モ クラシーである といえる。

2d司 .概 要
神奈川県藤沢市 は、大和市同様、神奈川県 の

「市民電子会議室」は誕生 していなかっ
なければ
たといっても過言ではないほどである。
ここで、
「市民電子会議室」設立の背景 につい

ほぼ中央 に位置す る人口約 39万 人の市 であ る。
大和市 の南、横浜市 の西に隣接 してお り、東京

て整理 してお く。
「市民電子会議室」設立の背景

都心 か らは約50kmに 位置 してい る。市内 にはJR

として、以下の 3点 が考 えられる。

東海道線 をは じめ、私鉄 や横浜市営地下鉄が乗

① 藤沢市地域情報化計画の策定

り入 れるなど、交通 の便 は非常 によい。特徴的

1996年 3月 に策定 された「藤沢市地域情報化

であるのは、市内 に日本大学、湘南工科大学、慶

基本計画」では、基本理念 として「地域情報化
により、市民参加のまちづ くりを推進 し、市民

應義塾大学 SFCttИ 、湘南国際女子短期大学 の 4
大学が設置 されてお り、学園文化都市 として発
展 してい ることであ る。

生活の向上、市民文化の育成、産業の活性化 を
はかる」 ことが掲げ られてお り、その動 きの中
で電子会議室 とい う場が必要であつたとい うこ

[藤 沢市基本 デ ー タ]注

とが挙げ られる。
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人口 :391,342人 (2003年 12月 1日 現在 )
世帯数 :158,229世 帯 (2003年 12月

1日

② ボランティアネットワークなど、地域の情
報化 に対 す る必 要性 の高 ま り

現在 )

1995年 1月 に発 生 した阪神淡路大震災 の教訓

面積 :69.51km2

か ら、 ボ ラ ンテ イアネ ッ トワー クな ど地域 の情

藤沢市 は、 もともと他 の 自治体 と比べ て情報
化へ の取 り組 みが早 い 自治体 であった。昭和 30
年代 か ら税金や住民 関連 の記録 を電 子化す る
「行 政内部 の情報化」に取 り組 んで きた とい う歴

報化 の重要性 が 明 らか となった。地域 の情報化
に よつて、市民 の コ ミュニ テ ィ形成 をすす め る
必 要性 が高 まって きた ので あ る。

③

イ ンターネ ットの急速 な普及

用環境 などについて先端的 な教育 と研究 を実践

行政 として、イ ンターネ ッ トの技術 は情報 を
提供す るだけでな く、意見交換 をするツール と

す る慶應義塾大学 SFCや 、民間の研究機関な ど

して有効 であ るとい う認識 があ つた。そのよう

が立地 してい ることなどか ら、情報化 に対す る

な中、イ ンターネ ットが急速 に普及 した ことが

史がある。また、市内 にはイ ンターネ ッ トの利

地方 自治 における eデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

「市民電子会議室」の設立へ とつ
追 い風 とな り、

それでは「市民電子会議室」 は、なぜ市民運
営委員会 によって運営 される ことになったのだ

なが ったのである。

ろ うか。筆者がイ ンタビュー を行 なった藤沢市

242.運 営状況

の職員 の方 によると、藤沢市 では、
「市民電子会

「市民電子会議室」の最新 の利用状況 は以下 の

議室」 を市民運営委員会 によって運営す ること
「市民電
を当初 か ら考 えていた とい う。それは、

通 りであ る。

子会議室」 が共生 的 自治、つ ま り市民 が主体的
表 2:「 市民電子会議室」の利用状況注16

に 自治 に関わつてゆ くとい う考 え方 に基づいて
設立 された ものであること、そ して、行政主導

登録者数 :2,498人 (20И 年 1月 1日 現在)累 計
発言数 :市 役所 エ リア16,750件 市民 エ リ

の会議運営 を避けたい とい う思 いか ら導 かれた
ものであ る。行政が会議 の進行 。運営 をす ると、

ア41,291件 (1997年 2月 〜2003年 11月 )
1ケ 月のアクセス件数 :市 役所 エ リア2,41

行政が主導す る形 にな り、議論 の方向 を行政寄

件

市民 エ リア9,628件 (2003年 11月

)

りに取 つていって しま うことにな りかねない。
こ ういった ことを避 けるため、「市民電子 会議
室」 は市民 の手 で運営 されてい るのであ る。

「市民電子会議室」の運営 において特徴的であ

「市民電子会議室」に寄せ られる市民 の主な意

るのは、その中核 を担 っているのが市民公募 に

見 は次 の 2つ であ る。 ひとつ は、行政 に対す る

よる運営委員 であ るとい うことだ。大和市 の運

意見提案、 もうひとつ は行政 か らの提案 に対す

営母体 が行政であ つたの に対 し、藤沢市 の運営

る意見 であ る。前者 は、市民 自 らが行政 に対 し

母体 は、市民 による運営委員会 なのである。そ

て提案す るものであ る。電子会議室内でや りと

れ らを模式的に表 した ものが図 5で ある。

りされた意見 は、市民運営委員会 によつて取 り
まとめ られ、
「市政へ の提案書」として行政 に提
出 し、市政 に反映 されてい る。後者 は、基本計
画 や総合計画 の策定過程 において、行政 の提案
す るものに対 して市民が意見するといった もの
である。 これ ら意見 も市民運営委員会 によつて
取 りまとめ られ、市政 に反映 されてい る。 これ
「市政へ の提案」は合計 5回 行 なわれてい
まで、
る (2003年 ■ 月現在 )。 また、行政 の さまざま

図 5:「 市民電子会議室」のイメージ図

な計画 の策定 に対 しての意見 の取 りまとめは合
計 9回 行 なわれてい る (2003年 11月 現在 )注 r。

この図の中で、
「市民電子会議室」全体 を黒 い

以上 のように提言書 としてまとめ られる意見

丸 で囲 つた部分 とす ると、市民直接参加型eデ モ
クラシー にあたる市役所 エ リアの電子会議室 は

以外 にも、個 々の意見 について行政が汲 み取 る

「市民電子会議室」は
斜線部分 であ るとい える。

民電子会議室」 に寄せ られる市民 の意見 を、市

市民 が運営 を行 なってお り、行政が市民 の意見

民運営委員会が取 りまとめて行政 に提案 し、そ

を聞 く「市役所 エ リアの会議室」 のテーマ設定

れを受けた行 政が取捨選択 を して施策 に反映 さ

は、行政 ではな く市民運営委員会が行 なってい

せてい る。
「市民電子会議室」において行政がす

る。そのため、斜線部分 は大和市 とは異 な り、市

べ きことは、
「市政へ の提言書」に対す る回答 を

民寄 りに位置づ けてい る。

し、市民 の意見 を汲 み取 ってい くことと、藤沢

こともしてい る。 このように、藤沢市 では「市

太田洋平・松王政浩・八重樫純樹

市が持 つている情報 を積極的に提供 してゆくこ
とであるといえる。

ほど極端 な意見提案 とい うものは出てこない よ
うになっている。 これらの理由から、議会 との

2‐4‐ 3.住 民 0行 政間 eデ モクラシー導入に

判断が分かれてしまうような事態 には至 ってい
ないのである。つま り、大和市の調査 から予想

おける懸案事項について
次 に住民・行政ルー ト経由の民意 と、
議員ルー
トの民意で乖離・衝突が起 きているのではない
かとい う問題 についてみてゆ く。すでに触れた
「市民電子会議室」は市民公募の運営委
ように、
員によつて運営されている。さらに、市民の意
見の反映方法 も、市民運営委員会が「市政への
提言書」 として取 りまとめ、まとまった形で行
「市民電
政へ提出している。このような点から、
子会議室」では市民の意見 と、議会の意向 とが
異なって しまう可能性が高い と考 えられた。 こ
の点 について、
藤沢市職員の方にインタビュー注

された、まとまった意見提案の有無が民意の乖
離の原因 となるとい うことはな く、重要なのは
意見提案の内容であるとい うことができる。
以上のような理由から、藤沢市 においても大
和市同様、市民直接参加型 eデ モクラシーの民
意 と議会の民意 とが乖離するようなことは、今
現在起 きていないことが明らかになった。
一方懸案事項の② について、大和市 と同様、
「市民電子会議室」
設立に対する議会の反応につ
いて伺 った。その結果、藤沢市 においても議会
からの反発 といった反応 はまった く見受けられ
「市民電子会議室」
なかったとい う。
大和市同様、

Bを 行 なったので、以下にその模様 を記す。

設立にあたり、議会の議決が必要であつたわけ

懸案事項の① について尋ねたところ、過去 に
両者の判断が乖離するとい う問題 は起 きていな

でもな く、構想段階で議員の意見が入 るような
こともなかったのである。議員が市民直接参加

い とい うことであった。その理由として、以下

型 eデ モクラシーに対 して危機感 を抱いている

の 2点 が考 えられる。

ような様子 は見受けられず、おおむね前向 きに

① 市民の意見 を聞いた行政は、議会の意向も
汲み取 りつつ施策 を立案 してゆくため

「市民電子
受け入れられたのだとい う。それは、
会議室」 は行政に対する意見提案機能 と位置づ

藤沢市でも大和市同様、行政は市民の意見を
そのまま施策 としているわけではなく、その立

けていること、また、行政への意見提案手段 は
「市民電子会議室」だけではない とい うこと、そ

案過程 において議会の意向も汲み取 りつつ施策

してインターネットを使 った藤沢市の電子会議

を立案 してゆくため、現実 には極端 に意見が乖
離するとい うことは起 こらないのである。つま

室 は評価 を得ていること、市民が参加 していろ
いろな議論 を行 なうことに反対 はできに くいこ

り、一度行政 とい うフイルターをかけているこ

一方で、
となどが理由 として挙げ られるとい う。

とで、民意の衝突 は起 こらない ような仕組みに
なっているのだ。
② 「市政への提案」の内容
「市民電子会議室」では、
「どこで もコミュニ
テイ」とは異なり、
「市政への提案」としてまと
まった形の施策の提案が行 なわれている。 しか
し、その「市政への提案」の内容 として、行政
の基本的な方向性 を左右するようなきわめて重
い提案 は出てきていないのだとい う。また、
「市

「市民電子会議室」によつて議員がい らなくなる
と発言する議員 も中にはいるが、反対 とい うわ
けではな く、そのようになるのは自分たちが引
退 した後の話だとい う認識をもっているようで
ある。
さらに、行政 として直接民主制に対 してどの
ような意識をもっているのか質問をしたところ、
藤沢市 において も市民直接参加型 eデ モ クラ

政への提案」 も、 さまざまな人が意見を出した

シーによって、議会が廃止 とな り、住民 と行政
の直接民主制化 となることは想定 されてい な

中でまとまって出て くるものであるため、それ

かった。なぜなら「市民電子会議室」 は物事の

地方 自治 にお ける eデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

会が政策決定 に際 して、市民 の意見 を取 り入れ

「市民電子
題解決のすべてを任せて きていたが、
こと
により、行政へのお任
会議室」 を開設 した

る場 であるか らだ。 さらに、直接民主制 とい う

せ意識が徐 々に減 って きて、地域のことは地域

ものを、すべ ての市民 が意見交換 をし、その上

で考 えるとい う意識が生まれ始めている。開設

で意思決定 を行 なうことであると仮定 して、将
来、技術 的 にその よ うな直接民 主制が可能 に

当初 は、行政に対する注文や苦情 などが多かっ
たが、年月が経つにつれ、極端 な注文や苦情 な

なった として も、それを市民が望 まなければ直

どの発言があると、周 りの市民が別の考 え方 を

接民主制 にはならないのではないか とい う回答

示す ようになるなど、行政ばか りに頼 るのでは

を得 た。

なく、自分 たちでできることは自分たちで解決
しようとす る動 きが出てきているとい う。

是非 を決 める意思決定 の場 ではな く、首長や議

244.影 響 。成果
訪問調査 の結果、市民直接参加型 eデ モ クラ
シーは、藤沢市 において も大和市 と同 じような

第 3章 .eデ モクラシーの限界 と今
後の展望

影響 ・ 成果 を もた らして い る ことが 明 らか に
なった。

① 行政への影響 。成果

2章 により、行政 と住民 との間にeデ モクラ
シーを適用す ることは有効であるとい うことが

「市民電子会議
藤沢市の場合 も大和市同様、

証明されたが、事例調査 の結果、当初の設立目

室」の設置 によって、行政職員の意識が変化 し
てきたとい う。
「市民電子会議室」が設置される

的、目指す方向に達するところまでには至って
いない とい うことが明 らかになった。そこで、3

以前 は、回答が出るまでに 2、 3週 間かかつてい
た り、はっきりとしない回答が出された りして

章ではそれら2つ の事例が目指す方向性 を確認
した上で、現段階でどのようなことが実現でき

いたのだが、
「市民電子会議室」とい うみんなが
見ている公 の場ができたことによって、積極的

ているのか、 どのようなことが実現できていな

な情報提供や説明責任 とい う意味で行政職員の
意識が変化 してきているとい う。もちろん、こ

いのかを確認することとする。
3‐

1.そ れぞれの電子会議室 が 目指す方向

の意識変化 は「市民電子会議室」のみの影響で
はな く、地方分権の流れやインターネ ットの急

<神 奈川県大和市「 どこでもコミュニテイ」 >

速な普及など、さまざまな社会的な流れも影響
していると考 えられるが、その要因の一つであ

とつに、
「実際の政策形成 における市民の意見反
の
映 場 として機能 させること」 を掲げている注

ることは間違いない といえる。
また、2時 間、365日 、いつで も行政 に対 して

り。しかし、調査 の結果、少 しずつその 目的を達
成 しているものの、十分 に達成 しているとはい

意見が言えるようになったことで、普段行政 に
対 して意見を言う機会がほとんどない年齢層の

いがたい状況 とい うことが明 らかになった。
「 どこで もコミュニテイ」が
神奈川県大和市の

意見 を集 めることがで きていることも行政 に
とっては大 きな成果であろう。

目指す方向は、2002年 3月 に策定 された大和市
「ど
情報都市マネジメン トプラン注ηによると、

② 市民への影響・成果

こで もコミュニテイ」や地域の コミュニテイで、
多 くの市民が議論 を行 ない、そ こへ行政職員や

「どこで もコミュニテイ」はその設立目的のひ

市 同様 、市民 の意識が変化 して い る こ とが挙 げ

議員 も参加 し、その中から政策の立案に至 る仕
組みをつ くりあげてゆ くことであるとしている。

られ る。 これ まで市民 は行 政 に対 し、地域 の課

現状の「どこで もコミュニテイ」 は、目指す方

市民 に対 して の影響 としては、 こち らも大和

太田洋平 。松王政浩・八重樫純樹

向へ の過渡期 であ って、市民 の間 に少 しずつ地

2,500人 ほど注22で ぁる。市民 と行政 とが協働 し

域 のことは地域 で考 えるとい う意識 が根付 き始

て施策 を遂行す る共生 的自治 をす るには、 もっ

めてい る段 階なので あ る。「 どこで もコ ミュニ

と多 くの人が参加す る必要があ るだろ う。また、

ティ」を通 じて、市民 の意識が変 わ りつつ あ り、
新 たな公共 とい うものが作 られてい るとい える

市民 の参加者 だけでな く、
民間企業や NPOな ど
さまざまな立場 の人 。団体 が参加 して、それぞ

だろ う。

れの立場 か ら議論 をしてゆ くことも必要 となっ

「 どこで もコ ミュニテイ」は、市民運
さらに、

て くるだろ う。

営組織へ の移管 を検討 してい る最中である。現

また、一方 で共生 的自治 の達成 には、市民参

在 は行政が運営 してい るが、将来的 には市民運

加 に対す る市民 の意識 も変 わってゆ く必要があ

営組織 に移管 し、市民主体 の運営 に移行 しよう

る。 このことに対 し、藤沢市職員 の方 は、市民

としてい る。NPOと してや ってい くには活動資

参加 や コ ミュニテイによる課題解決 には、参加

金の問題 など、 さまざまな課題があるが、平成

者 自身の 自立や主体性が必要で、何 に対 して も

18年 以 降 は市民運営組織 による運営 を目指 して

:何
!で
は物事 は
行政 にやってもらう で も要求型
解決 で きない と述べ てい る。

準備 が進んでい る。
それ らを考慮 した上で、「 どこで もコ ミュニ

「市民電子会議室」によって徐 々 に市民参加 に

テイ」 の将来像 を考 えてみると、以下 の図の よ

対す る市民 の意識が変 わってきてい るが、今後

うになると予想 される。

はよ リー層 の意識 の改革が求め られるだろ う。
これらの ことを考慮 した上で、
「市民電子会議
室」 の将来像 を考 えてみると、以下 の図のよう
になると予想 される。

図 6:「 どこでもコミュニティ」将来像
市民運営組織 に移管 される ことで、 これまで
行政寄 りに位置づ け られていた電子会議室が住
民寄 りに移 って くると考 えられる。 また、参加
者が増 え、行政職員 だけでな く、議員 もが参加
す る ことによつて、その範囲 は拡大 してゆ くと
考 えられるのだ。

図 7:「 市民電子会議室」の将来像
参加者が増 えるこ とで、外側 の黒 い丸 の部分
であ る「市民電子会議室」全体 が拡大 し、それ
に伴 って、内側 の市役所 エ リア会議室 も拡大 し

<神 奈川県藤沢市 「市民電子会議室」 >

て くると予想 されるのである。「市民電子会議

「市民電子会議室」はその設置 目的 として、
「共

室」全体 が拡大 し、行政 だけでな く議会 の領域

生 的 自治 の構築」 と「 ネッ トワー ク上の コ ミュ
ニテイ」の形成 を掲げていた注2。 調査 の結果、ま

をも巻 き込んでゆ くと考 えられる。地方 自治 を
構成す る、住民・行政 。議会 の三者すべ てに影

とまった形 での「市政へ の提言」 の提 出、行政
か らの提案 に対す る意見、及 びそれ らの政策ヘ

響 を及 ぼ してゆ くだろ う。
「 どこで もコ ミュニテイ」 と「市民電子
以上、

の反映カンテなわれていることが明 らか となった。

会議室」の 目指すべ き方向 を確認 したところで、

しか し、現状 の参加者 は39万 市民 の うちの約

両者 を比較 してみて気付 くことがある。それ は、

地方 自治 にお け る eデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

両者の 目指すべ き将来像が非常 によく似 た もの

ことを認めてお り、
「市民のコミュニティの中で

になっているとい うことである。2つ の電子会

の意見交換があり、その一部が行政 との意見交
換であると考 えている」 と話 していた。 eデ モ

議室 において、その始 まりは異なった もので
あった ものの、最終的に目指すべ き方向は非常
によく似 たものになっているとい うことがみて
とれるのである。
3‐

クラシーを通 じて、行政 と住民、そ して住民同
士 による情報 の共有が進 んだ結果、新 たな コ
ミュニティが生まれ始めている。普段の生活の

2.現 状 の eデ モクラシー によつて実

中では、決 して出会うことのなかった人同士が
eデ モクラシーを通 じて出会い、そして地域の

現 できたこと・ 実現 できなか つた

問題 を共有 し、解決策を探 ろうと動 き始めてい

こと

るのである。

ラ シ ー に よって 実 現 で きた こ と、 eデ モ ク ラ

③ 行政 と住民が地域の課題 について熟慮する
ことができるようになった

シーで は実現 で きなか った こ とを整理 してみた

これまで行政 は、地域 にお ける課題 をすべ て

ここで あ らためて、市民 直接 参加型 eデ モ ク

い と思 う。

行政 の中だけで解決 しようとし、行政 の情報 も

<市 民直接参加型 eデ モクラシーによって実現

公開 して こなかった。それに伴 い、住民 の方 も

できたこと>

行政 に任せた ままで、すべ ての問題 を行政 に押

① 選挙 とは別の手段で民意を収集できるよう

し付 けていた。 しか し、eデ モ クラシー によつ

になった

て、行政 は住民 と地域 の課題 を共有す るように

これは、eデ モ クラシーが もた らした最大 の

な り、住民 もその課題 について熟慮す ることが

効果 である とい える。 これまで、住民が 自治 に

で きるようになって きてい る。地域 でで きる こ

参加す る主 な方法 としては、選挙 とい う方法 し

とは地域 で解決 してい く動 きが出始 めてい る。

か持 ち得 なか った。行政が住民 の側 に赴 き、地
域説明会 などを行 なって も、参加 で きる人は限

<市 民直接参加型 eデ モ クラシーでは実現 で き

られ、行政 に対 して意見 を言 う人 も限 られてい

なか ったこと>

た。 しか し、eデ モ クラシー によって、24時 間

実現 で きなか ったことは、 さらに 2つ に分類

365日 行政 に対 して意見 を言 うことがで きるよ

す るこ とがで きる。ひとつ は今現在実現 で きて

うになったことで、地域説明会には参加 で きな

い ないが、将来実現す る可能性がある こと、 も

かった人の意見 を集 め るこ とがで きるように

うひとつ は今現在実現 で きてお らず、将来 も実

なったのであ る。

現す る可能性がないこ との 2つ である。

②

行政 と住民、住民同士 による情報 の共有が
進 んだ

eデ モ クラシーは、住民 の行政参加 とい うこ
とだけが 目的ではな く、住民 の新 たな コ ミュニ

a。

今現在実現 で きていないが、将来実現す る

可能性 のある こと
①

多 くの市民 の意見集約 となる
現状 の市民直接参加型 eデ モ クラシーで集 め

テイの形成 とい うことも目的であ った。 さらに
言 えば、住民 の コ ミュニテイ形成 とい う目的の

られた意見 は、数多 くい る市民 の うち、一部 の

方が、住民参加 とい う目的 よ りも大 きい とい え

市民 の意見集約 であるとい える。それ と比較 し、

る。なぜ なら、住民 の行政参加、つ ま り、住民

議員 は市民 か ら直接投票 を受け、それ ら多 くの

と行政 の コ ミュニティは、ネ ッ トワー ク上の コ
ミュニティの一部 であるか らである。実際、イ

人の付託 を受けて出て きている存在 であるため、
現状 では議員 の意向のほ うがはるかに強 い とい

ンタビュー を行 なった藤沢市 の職員 の方 もその

える。eデ モ クラシー に寄せ られる意見 は市民
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べ きものではあるが、一方 で議員 の意見 もきわ

かなければならない。
eデ モクラシーは数多 くある市民参加 ツール

めて重 い もの なのであ る。将来的 に、参加者が

の一 ツールに過 ぎず、eデ モ クラシーを市民参

増 え、eデ モ クラシー に寄せ られる意見が増 え、
多 くの市民 の意見集約 となれば、その重み も変

加のすべてとしてはならないのである。たとえ、
将来的に参加者が増 えていつたとしても、市民

化 して くるであろ う。

参加の一ツールとい う位置づけは変化 しないで

の意見 であ ることに間違 いはな く、尊重 される

②

意見収集 だけでな く、あ る部分 においては

あろう。

政策 の決定 に直接 関わる

② 電子会議室 という手段の限界

現状 の市民直接参加型 eデ モ クラシーは、あ
くまで も行政や議会が政策立案 。決定 をす る際

電子会議室 自体 にも限界 がある。小林隆氏 に

に、市民 の意見 を収集す るために設置 された も

よると、電子会議室 の限界 には、次 の 2点 が挙
げ られるとい う文献3。 ひとっ は、文字媒体 として

ので あ る。市民 の意見 を集 めるものであ って、

の限界 であ る。文字 による意見交換 は、情報 の

けっ して 自治体 の施策 を決定す るためのツール

伝達 や収集 においては、その役割 を十分 に発揮

ではないのだ。集 めた意見 を施策 に移すか どう

す るが、議論 の結果 として解決策 を得 るなどの

かの意思決定 を行 なうのは、現状 の 自治 システ

情報 の生産 に対す る効果 とい うものは得 られに

ムでは議会 の役割 となってい る。将来的 に、電

くい場合 があるとい う。電子会議室 での議論 は、

子投票 などの技術 を用 いて意思決定 を行 な うよ
うにす れば、市民直接参加型 eデ モクラシーは

往 々 にして話がわ き道に逸れて しまうことが多

意見収集 としてのツールだけでな く、政策 の内

議論館

容 によってはその決定 に直接関わるようなツー

その結果、当初 のテーマ に対す る具体的 な解決

ル にもな りうる。

策の提案 に至 らない とい う結果 になつて しまう。

く、一度議論 が逸れて しまうと、当初 の話題 で

L化 す ることがな くなって しまうのだ。

この ような ことか ら、文字媒体 を中心 とす る電

b.今 現在実現で きてお らず、将来 も実現する

子会議室 では、情報 の生産 に対す る効果が得 ら

可能性 の ないこと

れに くい とい う限界 がある。

①

eデ モ クラシーだけでは市民参加 とならな

もうひとつの限界 は、
議論 の対象が不明確 で、
論理 の方向性 を持 たない会議室 か らは、新 しい

電子会議室 の ような市民直接参加型 eデ モ ク

論理 の構 築 や、 具体性 あ る改善方法 の提 案 と

ラ シー は、市民 が行 政 に参加す る上 で有効 な

いったことは起 こ りに くい とい う点 である。 こ

ツールで ある とい うことは明 らか となったが 、

れは、例 えば行政計画の ような具体的テーマが

行政へ の市民参加 は eデ モ クラシーだけで完璧
であ るとは言 えない。 いわゆるデジタルデバ イ

あ り、そ こへ の市民参加 とい う形 であれば議論
が進 むが、具体的テーマがないこ とに対 しては、

ドの問題 で、今後 イ ンターネッ トの普及率が さ
らに上昇 した として も、すべ ての人がイ ンター

議論が起 こ りに くい とい うことであ る。

ネットにアクセスで きるわけではないのである。

よると、文字媒体 だ けの意見交換 は人の感情、

よって、eデ モ クラシー に寄せ られる意見 だけ

ニ ュア ンス を表現 しきれず に、意見交換 がギク

が市民 の意見 ではないのだ。手紙や FAXに よる

シャク して しまうことがあるとい う。

また、イ ンタビュー を行 なった須藤俊明氏 に

これ ら電子会議室 の限界 は、技術面 であ る程

意見提案、そ して従来 の地域説明会、各種審議
会や委員会へ の市民参加 など、オ ンライ ン 。オ

度 カバーで きる部分 もあるが、技術面 だけでは

フライ ンの両方でで きる限 りの市民参加 の方法

どうにもならない部分 を含 んでい る。さらに、
現

を用意 し、誰 もが市民参加 で きる ようにしてお

実社会 との連携がなければ内容 の充実化、議論

地方 自治 にお け る eデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

も指摘で きる。
電子会議室での交流だけでは、
市
ー
モ
eデ
クラシ
が目
民直接参加型
指す将来像 に

これはまさに「市民直接参加型 eデ モクラシー
によって実現できたこと」の③で挙げたことそ
のものであり、市民はeデ モクラシーに参加す

はならないのである。

ることによって、地域 の課題 について熟慮す る

の活性化 とい うことにつながらない とい うこと

ようにな り、 自身の地域 にお ける役割 などを考
3‐

3.現 状の eデ モクラシー の位置 づ け

え始 めてい るとい うことであ った。 よって、市

以上のように eデ モ クラシー によって実現 で
きた こと、実現 で きてい ない 。実現 で きないこ

民直接参加型 eデ モ クラシーは (2)の役割 をも

とを見 てきた上で、今現在 の市民直接参加型eデ
モ クラシーの位置づ けをしてみたい。

以上 のことよ り、大和市や藤沢市 における市

大和市 と藤沢市 にお ける調査 の結果 か ら、市

果 た してい るとい える。
民直接参加型 eデ モ クラシーは政治参加 の役割
として挙 げ られる 2つ の事柄 を満 た してお り、

民直接参加型 eデ モ クラシーは選挙 にお ける投

市民直接参加型 eデ モ クラシーは政治参加 の一

票や、選挙活動、地域活動な どと並 ぶ政治参加

手段 であ るとい うことがで きよう。

の一ツール とな りえると考 えられる。蒲島郁夫

政治参加 の手段 には、い くつかの種類 がある。
献6内 にお
s。 ヴァーバ らは『政治参加 と平等』文

氏 によると、政治参加 とは「政府 の政策決定 に
影響 を与 えるべ く意図 された一般市民 の活動 で
ある」と定義 される文献4。 蒲島氏 は国政 を想定 し

いて、政治参加 の手段 は「活動 が及 ぼす影響力

て「政府 の政策決定 に…」と定義 してい るが、こ

のタイプ」、「参加 の帰結 が及 ぼす範囲」 などの
違 い によって 5つ の グループに分類 で きる こと

の部分 を「地方 自治体 の政策決定 に…」 と置 き

を示 した。 ここでは便宜上 、その 5つ の グルー

換 えれば、大和市 と藤沢市 における市民直接参
加型 eデ モ クラシーは政治参加 の一手段 であ る

プをそれぞれ I型 〜 V型 と定義す ることとす る。
それ らグルー プの特徴 を比較 し、まとめた もの

と言 えるだろ う。その根拠 として、 これ ら市民

が表 3で ある。表 3の 「活動 の型」 の中に、V

直接参加型 eデ モ クラシーは政治参加が もつ役

型 は含 まれてい ない。v型 に該当す る活動 の例

割 を満 た してい るとい うことが挙 げ られる。

は「暴力」 であ り、その内容 はクーデターや暗

蒲島郁夫氏 は、政治参加 の役割 として以下 の
2点 を挙 げている文献5。

殺、革命 などである。それ らはかな り特殊 な政

(1)政 府 の行動 と市民 の選好 の矛盾 を穏 やかに

い ないのである。

正す働 きをする (政 府 の コン トロール)

治参加手段 であ るため、 この表 の中 に含 まれて
それで は、市民直接参加型eデ モ クラシーはこ

(2)市 民教育 の場 としての働 きをする
まず (1)に ついてだが、
「市民直接参加型 e

れ ら活動 の型 の うち、 どの型 に位置づ けられ る

デモクラシーによって実現で きたこと」の① に

が、 この うちの圧力は、多 くの参加者 の意見 と

あるように、市民の選好 を行政に伝達すること
によって、行政の決定 をコン トロールす る働 き

して出てきた場合 は、 自治体 に対 して大 きな圧

のであろ うか。まず、
「影響力 の型」についてだ

力 を与 える ことが予想 されるため、「 さまざま」

をもっていた。さらに、調査の結果、市民の意
見 を受けた行政は、議会の意見 と照 らし合わせ

個人 の政治的選好 をス トレー トに伝達 で きると

て調整 をしてお り、議会の存在 を軽視すること

い う点 において、
「多 い」とい うことがで きるだ

なく、市民の選好 と地方自治体の行動 を穏やか

ろ う。次 に、
「効果 の及ぶ範囲」については、市

に正す働 きをしていることが分かった。よって、
市民直接参加型 eデ モクラシーは (1)の 役割 を

民直接参加型 eデ モ クラシーは市政 に関する意

果たしているといえる。次 に (2)に ついてだが、

重 された場合、活動 した本人 だけでな く、地域

であ ると考 えられる。また、情報量 については、

見 を提案す るものであ り、提案 された意見が尊
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「効
全体 にその影響が及ぶ ものである。よって、
果の及ぶ範囲」は「集合的」であるといえる。隊寸

民電子会議室」 が 目指す共生 的自治 の主 旨はま

立」 については、場合 によっては他の参加者 と
「場
意見の対立が起 こることも予想されるため、

以上の ことをまとめる意味 で、S。 ヴァーバ ら

「要求 される自発性」である
合 による」となる。
が、市民直接参加型 eデ モ クラシーは自宅にい

さにこの特徴 と一致 してい る。
の表中に市民直接参加型 eデ モ クラシー を表現
してみる。 (表

4)市 民直接参加型 eデ モ クラ

シーは、活動 の型 としてはⅢ型 と同等 であるた
め、
基本的にはⅢ型 の もつ特徴 と変 わらないが、

ながら参加ができ、いつでも参加ができるとい
う点で時間的制約 も少 ないため、参加 コス トが

「影響力 の型」と「要求 される 自発性」において

非常 に少 ない という特徴がある。 このため、参

従来 の政治参加手段 よ り優 れてい るとい うこと

加者 に対 して多 くの自発性や積極性 を要求 しな
い。よって、
「要求 される自発性」は「ご くわず

がわかる。

か」 とい うことができるだろう。最後 に「他人
との協同」であるが、ある問題 については他の

第 4章 今後の eデ モクラシー に
関する考察

参加者 と協力 して意見 を述べ ることも考 えられ
以上 のように見 てきて、今後市民直接参加型e

るため、
「場合による」 とした。
これらの特徴 を総合的に判断 した結果、市民
地域活動などのⅢ
直接参加型eデ モクラシーは、
型に位置づ けられると考 えられよう。I〜 V型
のどの型 にも該当 しない とい う可能性 も否定で

デモ クラシーはどのような姿 になってゆ くのが
望 ましいのであろうか。調査 結果 をもとに、今
後予想 される市民直接参加型 eデ モ クラシーの
あ り方 を探 ってみることとす る。

きないが、内容面から見ても、 Ⅲ型は「地域の

調査 の結果、住民 と行政間 に導入 されてい る

問題の解決のために、他の人 と共同 して政治活
動 を行 なう」 とい う特徴 をもってお り、市民直

市民直接参加型eデ モ クラシーは、現状 では議会

接参加型 eデ モクラシーはこの特徴 を満たして
いるため、Ⅲ型に位置づけられるといえる。
「市

eデ モ クラシー経由の民意 と議員 の民意 とを行

表
活動 の型
I型
Ⅱ型
Ⅲ 型
Ⅳ 型

活動 の例

システムを否定す ることにはつ なが っておらず、
政側が調整 し、衝突 が起 きない ようにしてい る

3:政 治活動の諸次元と活動の例螂 7
影響力 の型

効果の及ぶ範囲

圧力は強いが、情報
集合的
量 は少 ない
選 牟 栖 期 t仮 祟 仏 釈 、 曖 個 圧力 は強 く、情報量
集合的
はさまざま
献金)
地 域 価 期 k住 民 理 期 、 日 圧力 の程度 はさまざ
集合 的
治 ・ 町内会 での活動 )
ま、情報量 は多 い
選挙 (首 長・議員選挙 )

公戦者 との破 HJltl国 人 の促 圧力 は弱 い が、情 報
固別 的
宜 のために公職者 と接触 ) 量 は多 い

対立

要求される自発性 他人との協同

あり

わずか

わずか

あ り

少 ない

場合 に よる

場合 による 場合 に よる
多い

な し

場合 による
わずか

型 eデ モクラシーを含む)
表 4:政 治活動の諸次元 と活動の例 (市 民直接参カロ

I型
Ⅱ型

Ⅲ 型

Ⅳ 型

活動 の例
選挙 (首 長・議員選挙 )

影響力 の型

エ
ユ

活動 の型

効果の及ぶ範囲

圧力は強いが、情報
集合的
量 は少 ない

選李 枯動 (夜 崇依頼 、政 治 圧力 は強 く、情報量
集合 的
献金)
は さまざま
地 取 摘 剛 t征 民 運 副 、 日 圧力 の程度 はさまざ

ま、情報量 は多 い 集合的
治 ・ 町内会 での活動 )
市民直接参加型eデ モ クラ 圧力 の程度 はさまざ
集合的

ン ー

ま、情報量 は多 い

公俄者 との接触 t個 人の4史
宜 のために公職者 と接触)

lL刀 は弱 い が 、̀晴 諏
固別 的
量 は多 い

要求される自発性 他人との協同

あ り

わずか

わずか

あ り

少 ない

場合 に よる

場合 による 場合 に よる

場合 による

場合 による ご くわずか

場合 に よる

な し

多い

わずか

地方 自治 にお ける cデ モ クラシーの可能性 と限界 一代議制民主主義 との関係 を中心 に―

ことが明 らかになった。それは、住民行政間eデ

よって、直接民主制 とすることはその設立意義

モ クラシー には意思決定権 を持 たせ てお らず、

に反することになってしまうという理由である。

あ くまで意見収集 としての機能 を持 たせ るのみ
であ ったか らである。 よって、現行 のシステム

④ 市民がそれを望むかどうか
さまざまな理由を述べてきたが、最終的には

の中で意思決定権 を持 っている議員 の存在 を否

直接民主制を行 なう側の市民がそれを望むかど

定す ることにはならない し、意思決定権 を持 つ

うかにかかって くるであろう。現在の地方自治

議員 とい う存在 が地 方 自治 の運営上、必 要 と

の仕事 は、多岐 にわたる上に専門的知識が要求

なっていたのである。

されるため、別の仕事 をもちながら片手間に参

将来的 に市民直接参加型 eデ モ クラシー に議
会 の ような意思決定権 を持 たせ るべ きか否 かの
議論 が出て くるか もしれない。その最 たるもの
が、eデ モ クラシー による直接民主制化、それに
伴 う議会 の廃止 とい えるだろ う。 しか し、筆者

加する程度ではできることではない。市民が常
に政治 に対 して関心 を持 ちつづけることは、そ
れを職業 としない限り難 しい と考 えられる。ま
た、具体的テーマがないことに対 しては議論が

は eデ モ クラシー による直接民主制 は実現不可

起 こりに くい という電子会議室の特徴から、現
在 の議会が扱 っているすべての議案 をeデ モク

能であ り、 また実現すべ きでない と考 える。そ

ラシーで対処できるとは考 えに くい。 このよう

の理由 として、以下 の 4点 が挙 げ られる。

なことから、果たして市民が直接民主制を望む

① 市民直接参加型 eデ モクラシーは市民の政
治参加の一 ツールに過 ぎず、すべての市民が参

のかどうか疑間であるという理由である。

加することは不可能であること
現状のeデ モクラシーは数多 くある市民の政

直接民主制は実現 されないだろうと考 える。 こ
れに対 し、議会の廃止 まではいかな くとも、議

治参加手法の一ツールに過 ぎず、その参加者は

会 を通さずに市民の意見をそのまま施策 にする

多 くの市民の一部 とい う状況であった。たとえ
将来、eデ モクラシーの参加者が増 え、大 きな影

ことが想定され うるのではないか、
それゆえ、
部
分的にでも直接民主制が実現 されるのだとい う

響力 をもつ ようになったとしても、地域の住民
すべてがeデ モクラシーに参加す ることは不可

意見 もあろう。例えば、市民直接参加型eデ モク
ラシーで議論された意見を集約 し、その是非をe

能であるといえる。 このような状況で、政策が

デモクラシー上で問い、一定の賛同が得 られれ

決定 されてゆくことが果たして民主主義 といえ
るのかどうか疑間であるとい う理由である。

ばその意見を自治体の施策 として実行 に移され

② 合意形成までの時間
たとえすべ ての人が参加 して話 し合いをする

民の意見 は、議会を通さずにそのまま自治体の
意思 として実行 されることになる。

ことができたとしても、その中から合意 を図つ
て一定の結論 を出してゆ くには膨大な時間がか

しかしこのような場合 においても、
筆者 はeデ

以上の理由から、
筆者はeデ モクラシーによる

るようにす るといった場合である。この場合、
市

モクラシーに意思決定権 を持 たせるべ きではな

かることが予想 され、すべてをeデ モクラシーで
まかなおうとすると、行政サービスが滞 って し

い と考 える。筆者は先 ほど「市民直接参加型eデ

まう可能性があるとい う理由である。また、そ

[現 在実現できていないが、将来実現する可能性

もそも合意形成が可能であるのかどうかも疑問

のあること]の ② において、意思決定機能を設け

である。

る可能性 を示唆 したが、個人的な見解 としては
それでも意思決定権を持 たせるべ きではない と

③

eデ モクラシーの当初の目的

モクラシーでは実現できなかったこと」の うち、

そもそもeデ モクラシーは、
「代議制民主主義

考 える。なぜなら、現状のeデ モクラシーは調査

を補完す る」 ものとして誕生 したものである。

結果から分かるように、参加者数の面や、その

太田洋平・松王政浩・八重樫純樹

意見内容 の面から見 て、意思決定機能 を持 たせ

「代議制民主主義 を覆す ことには
備 えてい るが、

るのに十分 ではない とい うこ とが い えるか らで

「選挙
ならない」とい う結論 に至 った。つ まり、

ある。 さらに、将来的に参加者数が増 え、その

と選挙 の間 は十分 に民意が反映 されない」 とい

意見内容が充実 して きた として も、別の視点か

う問題 は、代議制民主主義 を覆す ことによつて

らの意見 を取 り入れ、熟慮する余地 を残す意味
で も、意思決定機能 を持 たせ るべ きではない と

解決す るのではな く、代議制民主主義 を補 うこ
とで解決 されるべ きだと考 えるのである。

考 える。よって、eデ モ クラシー を通 じて賛同が

この考 えに基づ けば、今後 の eデ モ クラシー

得 られた意見 をそのまま自治体 の施策 とす るの

は、新 たな 自治 の枠組 みや制度 を設ける ことな

一旦行政 な り議会な りが受け取 り、そ
ではな く、

く、現状 のままで よい と捉 えられるが、政治参

れ ら意見 を尊重 しつつ最終的 には議会が判断 を

加手法 としてよ り大 きな影響力 をもたせるには、

下すべ きである。

そ して代議制民 主主義 をよ り活性化す るには、

この よ うに考 えるの も、筆者 は eデ モ クラ
シーが持 つ直接民主制 の可能性 よ りも、 む しろ

現状 のままでは不十分 である とい える。そ こで、
将来 の eデ モ クラシー像 を考察 してみた。その

eデ モ クラシーが持 つ政治参加手法 としての、

図が下の図 8で ある。

市民意識向上 とい う役割、そ してその結果 とし
ての代議制民主主義 の強化 とい う可能性 にこそ
その意義があ ると考 えてい るか らである。政治
参加手段 として、多 くのツールがあることは望
ましい と考 えるが、それが代議制民主主義 を覆
す新 たな民主主義 となるか どうか とい うことは
別問題 であると考 える。
この点か ら言 えば、筆者 は政治学者 の R.ダ ー
ルの考 えを支持 したい。蒲島郁夫著『政治参加』
によると、R.ダ ールは「代議制民主主義 を現実
的で理想的な政治形態 と考 えてい る ものの、市
民 の役割 を定期的選挙へ参加す ることだけ には

上のビ
殊ζttrSttT峯 る
望ま
「 どこで もコ ミュニ
しい eデ モ クラシーの姿 は、

限定 してい ない」 とい う文献 そ して、 R。 ダー

テイ」 や「市民電子会議室」 の将来像 と同 じも

ルは選挙 と選挙 の間 における利益集団や市民参
加 の活動 も効率的 な民 主主義 の運営 にとって重

のである。市民運営組織に よって運営 され、そ
の場 に住民 。行政 。議会 (議 員個人 としての参

要であ ると考 えてい る。筆者 は、eデ モ クラシー

加)と い う地方 自治 を構成す る三者が参加 して

とい う政治参加が、R。 ダールの考 える選挙 と選

ゆ く姿が理想的であると考 える。政治参加手法

挙 の間 にお ける市民 の政治参加 の手段 として重

としてよ り大 きな影響力 をもたせるには、代議

要な役割 を果 たせ ると考 える。それは、3‑3で 見

制民主主義 をより活性化す るには、従来 よ りも

たように eデ モ クラシー には これまでの政治参

多 くの市民 の参加 が必要であ り、議員 の参加 も

加手法 では至 らなか った部分 を補 う働 きを持 っ

望 まれて くるであろ う。

3。

てい るか らである。eデ モ クラシーは、市民が政

しか し、議員 に対す る調査 か ら分 かるように

治 に疑間 を持 った とき、いつで も気軽 に参加す

議員 に参加 を強制する ことはで きない。議員 は

ることがで きる とい う重要 な働 きを持 っている。

それぞれの支援母体 を代表 して選出されてい る

このように考 えて きた結果、筆者 は、eデ モ ク

わけであ り、すべ ては議員個人の判断 に委ね ら

ラシーは「代議制民主主義 を補完す る役割」 を

れることになるか らだ。議員 の参加 を促す ため

地方 自治 にお ける cデ モクラシーの可能性 と限界 一代議制民 主主義 との関係 を中心 に―

にも、eデ モ クラシーヘ の住民 の参加 を増や し、

体 の43%、「市町村議会が何 をやってい るのか

その影響力 を強 めてゆ くことが必要 となって く

よ くわか らない」 と答 えた人が、全体 の 38%

るであ ろ う。eデ モ クラシーの規模 が大 きくな

存在 してい ることがわかる。 さらに、同 じ調

り、その影響力が強 くなれば、eデ モ クラシーは

査 で「
、市区町村 の政治行政 に関す る情報 の不

政治参加手法 としてよ り大 きな意味 を持 つ よう

充足率」 についての調査 では、地域 の議員 の

にな り、議員 もその動向 を無視 で きな くなって

活動 に関す る情報が最 も不十分であるとの結

くる。 この ような状態 となった とき、住民行政
間のeデ モ クラシーは、結果的 に導入が難 しか つ

果が出てい る。なお、調査 の概要 はNrデ ー
タシス テ ム科学研 究所 ホ ー ムペ ー ジ内 の 、

た住民 と議会間のeデ モ クラシー と同 じ効果、さ

(

らには行政 も参加す ることで、それ以上 の効果

記載 されてい る。

が得 られる こととなるだろ う。
こういった eデ モ クラシーが実現 した社会 で
は、住民・行政 。議員 だけでな く、NPOや 民間
企 業 をも含 め 、 さまざまな立 場 の人が 一体 と

)に

注 3 イ ンタビューは2003年 11月 5日 に筆者が
静岡県議会議員 の大田京子氏 に行 なった もの
である
注 4 大森爾著 『新版

分権改革 と地方議会』、

なって地域 の課題 に取 り組 んでゆ くことが予想

ぎようせ い、2002年 によると、地方議会が「立

される。住民 も、議員 を選んだら選 びっばな し、

法機関

行政 には抵抗 ・要求す るとい うお任せの姿勢 で

してい ない とい う批半Jが あ るとい うことを紹

(ロ

ーメイカー)」 としての役割 を果 た

はな く、議員 の活動 に目を向け、行政 と協働 し

介 してお り、そ うい った批判 は、議員 の意識

て、 自分 たちでで きる ことは 自分 たちです ると

や能力不足 に問題 もあるが、
「議会事務局」が

い う自立型の動 きになってゆ くだろ う。また、
議

補佐 で きる体制 となってい ない としている も

員 の活動 に目を向けるようになることで、議員

のが多 い と紹介 してい る。議会事務局 はその

と住民 との間 に緊張感 が生 まれ、議員 にとって

仕事量 の割 に職員数が少な く、政策調査活動

はこれまで以上に住民 の民意 を汲 み取 らなけれ

には到底手が 回 らないのが実情 とい う。

ばならな くなって くるだろ う。 この ような動 き

注 5 電子会議室 を開設 している神奈川県大和市

となったとき、 まさに代議制民主主義 が活性化

の職員 であ る小林氏 も、
「 みんなで作 ろ う便利

したとい えるのではないだろ うか。

な電子政府 E― gov Lcaders'Net」 (塁 摯ョ

現状 の eデ モ クラシーはまだまだ発展段階で
ある。本論文 では、2つ の事例調査 か ら引 き出さ
れた将来像 を示 したが、それ らの形 に近づ くこ
とで初 めて eデ モ クラシーが代議制民 主主義 を
補完 で きたといえるのではないだろ うか。

WWW・ 舅雲Vleaders.n菫 )対 談記録内でこの点 を

"逆 ルー トになってい る "と 指摘 してい る
注 6「 どこで もコ ミュニティ」
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注 7「 大和市ホームページ」

[注 ]
注 1 財団法人明るい選挙推進協会 ホームページ
(コ 堕堕塾Шttm型 量理製区覇μ量二重山ユ
)に あ
る統一地方選挙投票率 のグラフは右肩下 り。

色堕塾理里亘単響四菫丞皿磐鯉頸口)掲 載情報
を引用
注 8「 どこでもコミュニティ市民会議検討結果

に行 なった、
「eデ モ クラシーに関す る全 国個

報告書 〜ハー ドからハー トヘ〜」 は「どこ
でもコミュニティ」 を活性化させるために発
足 した「どこで もコミュニテイ市民会議」の

人調査」によると、
「都道府県議会が何 をや っ

活動報告書で、訪問調査時に大和市から配布

てい るのか よ くわか らない」 と答 えた人が全

された資料である

注2

N田 デー タシステム科学研究所が 2001年
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注
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「インターネットを利用 した市民電子会議室の
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index.hm)内 の「大和市の情報化のあゆみ」掲

〜
dens地 鮭山ュ山m墜 迦堕)に は、
「開かれた市
政を基本 とした『共生的自治の構築』、及び

載情報 を引用
注 10「 みんなで作 ろう便利 な電子政府 E… gov
Lcadersi Net」
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注 22 2003年 12月 1日 現在の藤沢市の人口は
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注 H 「どこでもコミュニティ」
(lIELEL」

L生
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