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〔研究ノート〕

フランス都市政策優先地区における

「市民評議会（conseil citoyen）」制度の創設 1

中　野　裕　二

 1．はじめに

 2．市民評議会創設の背景と経緯

 3．市民評議会の概要

 4．市民評議会の課題

 5．おわりに

1．はじめに

　西欧先進諸国は、その植民地主義の歴史的経緯から、また二度の世界大

戦による人口欠損を補うために、さらには高度経済成長期の労働力不足を

補うために、外国人労働者や移民を受け入れてきた。こうした社会では出

自・文化・宗教などの違いを持つ人びととともに多文化共生社会を実現す

ることが共通の課題となっている。

　本稿が対象とするフランスも例外ではない。フランスは 1974年の外国

人労働者の新規受け入れの停止まで積極的に外国人労働者を受け入れ、停

止の数年後からは定住外国人の家族の受け入れも容認してきた。1980年

代半ば以降、こうした移民およびその家族、さらには移民出自のフランス

1 本稿は JSPS 科研費 15H05187（研究課題名「EU 都市部の衰退地区における「ソー

シャル・ミックス」の社会学的研究」、研究代表者：森千香子・一橋大学大学

院法学研究科准教授）に基づく研究成果の一部である。
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人の統合が政策課題となっていく 2。1989年秋のいわゆる「イスラームの

スカーフ事件」を契機として、首相直属の統合高等審議会（Haut Conseil à 

l’intégration）が設置され、移民の統合のあるべき形が議論される。「フラン

ス的統合」として語られている内容を統合高等審議会の報告書を通して見

てみると、2000年代半ば以降、「統合」を「公的空間への参加」と定義し、

移民に対してフランス共和国の市民としてふさわしい価値観を身につける

ことと参加が強調されるようになるという変化を読み取ることができる 3。

　他方で、移民の政治的な過小代表や参加の低さも指摘されている。また、

フランスでは政治的シティズンシップと国籍を結びつけているため、EU

域外外国人の参政権は地方レベルでも認められていない。定住外国人への

地方参政権の付与が大統領選挙の際の公約にかかげられることはあるもの

の、選挙終了後は実現に向けた動きも起こされないことが続いている。こ

うした制度的障壁が移民の参加の阻害要因であるとも考えられる。

　このように、移民に対して参加が求められる一方で、参政権については

制度的な変化は見られない。移民や外国人の公的生活への参加は、多文化

共生社会の実現に向けて促進されるべき 1つの大きな課題であると言え

る。こうした課題認識のもと、左翼市政にあるコミューン（基礎自治体）で

は、市議会の諮問機関という形で EU 域外外国人のための特別な市政参加

制度を設置するところもある 4。ただし、市政参加制度の設置は、市長の

2 第 2次世界大戦以降のフランスの移民政策の変遷や統合政策については、参照、

宮島喬編『移民の社会的統合と排除　問われるフランス的平等』東京大学出版

会、2009年。

3 「フランス的統合」や統合高等審議会の言説変化については、参照、中野裕二

『フランス国家とマイノリティ　共生の共和制モデル』国際書院、1996年、中

野裕二「共生の理念から排除の道具へ―「フランス的統合」の変化の意味する

もの―」中野裕二ほか編著『排外主義を問いなおす　フランスにおける排除・

差別・参加』勁草書房、2015年、15-40頁。

4 参照、中野裕二「ストラスブール市「外国人住民評議会」－地方参政権に代

わる仕組みを求めて」『移民の社会的統合と排除－フランスの現状及び課題を

中心に』平成 20-22年度科学研究費補助金（基盤研究（A）海外学術調査）研究

成果報告書（研究課題番号 20252008）研究代表者・宮島喬、2011年、37-53頁、
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イニシアチブに負うところが大きく、市政の政権交代によって廃止される

場合もあり、制度的に不安定であるという問題がある。また、2014年 1

月現在、人口 4万人以上のコミューン（177自治体）に絞って見たとき、EU

域外外国人のための常設型の市政参加制度を設置しているのは 16自治体

にすぎず、設置は人口約 6万人以上のコミューンに限定されていた 5。

　外国人の特別な参加制度とは別に、地域民主主義の実現のために社会

党政権下で制度化された常設型住民合議機関である「住区評議会（conseil 

de quariter）」を通した移民・外国人の参加も考えられる 6。住区評議会は、

2002年の近隣民主主義法 7  によって、人口 8万人以上のコミューンに設

置が義務づけられた。コミューンをいくつかの近隣住区（quartiers）に分け、

生活に身近な住区の事柄についての住民参加を促進するための制度であ

る。実際、住区評議会の構成メンバーの要件を「有権者」ではなく「住民」

としている場合や、市民団体（アソシエーション）代表者をメンバーとする

場合もあり、こうした場合、国籍は要件とされない。ただし、実際にはメ

ンバーの選出方法として無作為抽出を用いる際に、そのもととなる住民リ

ストとして有権者名簿を使用することが多く、その場合は外国人が排除さ

れることになる。

　以上のように、参政権の制約の下でコミューンレベルでの取り組みや住

 中野裕二「フランスにおける外国人住民市政参加制度の現状」『駒澤法学』14
巻 3号、2015年、68-47頁。

5 中野・前掲論文、2015年、65-63頁。

6 筆者は、移民・外国人の公的決定への参加の観点から住区評議会制度等につい

て論じたことがある。参照、中野裕二「フランスにおける外国人市民の市政参

加制度の一側面」『フランスの移民問題の現状及び社会統合政策上の課題に関

する調査研究』平成 20-22年度科学研究費補助金（基盤研究（A）海外学術調査）

研究成果中間報告書（研究課題番号 20252008）研究代表者・宮島喬、2009年、

5-14頁。また、住区評議会については、中田晋自による優れた著作がある。参

照、中田晋自『フランス地域民主主義の政治論―分権・参加・アソシアシオン

―』御茶の水書房、2005年、中田晋自『市民社会を鍛える政治の模索―フラ

ンスの「近隣民主主義」と住区評議会制―』御茶の水書房、2015年。

7 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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民合議機関の枠内での参加は可能なものの、安定的な制度の下で公的生活

の決定への移民・外国人の参加を確保することが課題となっていた。

　こうしたなか、2014年の「都市と都市的結束のためのプログラム法」8

（以下、「2014年法」という）で、「市民評議会（conseil citoyen）」という新たな

参加制度が創設された。この市民評議会は、都市政策（politique de la ville）

優先地区に設置が義務づけられるものであり、都市政策優先地区という点

から見て移民・外国人に大きく関わることが考えられる。そこで本稿では、

市民評議会制度創設の背景と経緯、制度概要、そして不十分ながらも運用

実態と課題を検討することで、移民・外国人の公的決定への参加という観

点から制度創設の意義を探ることを目的とする。

2．市民評議会創設の背景と経緯

（1）背景

　市民評議会を創設した 2014年法は、「都市と都市的結束」という名称か

ら分かるとおり、住民参加や地域民主主義に直接関係する法律ではなく、

都市政策に関する法律であった。そこでまず、都市政策と住民参加がどの

ように関係するかという点から、市民評議会創設の背景を明らかにしたい。

　表 1に示したとおり 9、1950年代には都市への人口集中に対処するため

8 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
9 表 1の作成とこの項の記述にあたっては、主に以下を参照した。森千香子『排

除と抵抗の郊外　フランス〈移民〉集住地域の形成と変容』東京大学出版会、

2016年、檜谷美恵子「大規模団地問題と住宅政策―フランスにおける “ 都市

政策 ” の射程と課題」『住宅問題研究』15巻 3号、1999年、65-75頁、寺尾仁「フ

ランスの 1980年代における不良住宅地区修復・改善計画の評価」『早稲田法学』

74巻 3号、1999年、493-514頁、川野英二「フランス福祉国家の再編と都市政

策―現代的貧困にかんする比較社会学的試み―」『都市政策研究』2号、2008
年、アブデルアフィド・アムシュ「受益者とともに公共活動を作り出せるか？

―1970年代以降のフランスにおける都市政策と文化発展を事例として―」『中

央大学社会学研究所年報』13号、2008年、145-159頁、鈴木隆「フランスの都

市政策：その総合性と予算構造」『フランス文化研究』42号、2011年、1-31頁。
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表 1　都市政策関連年表

年代 出来事 備考
1950年代以降 国家主導での HLM（適正家賃住宅）の

大量建設

1970年代半ば 大規模団地地区の社会問題化

1981年 マンゲット団地の事件

ZEP（教育優先地域）制度創設

地区社会開発審議会（CNDSQ）設置

「夏期予防作戦」

1983年 デュブドゥ報告書『共にまちを作りな

おす』

強調点：①物的施策と社会的施策の一

体的実施、②住民主体、③コミューン

主導の事業

地区社会開発（DSQ）事業の本格開始

1984年 ペース報告 デュブドゥ報告の強調点①～③に④国

家の国民連帯保障義務を追加

1984～ 1988年 国家・地域圏計画契約 DSQ 事業を統合

1987年 レヴィ報告 自治体を国家主導の政策のパートナー

と位置づけ

1988年 都市問題省庁間連絡事務所設置

都市審議会（CNV）設置

CNDSQ に代替

首相の諮問機関

3つの委員枠：議員枠、経済アクター・

アソシエーション枠、学識枠

1990年 ヴォーランヴランの暴動

都市省設置

1991年 都市大規模プロジェクトの開始

都市の指針法律

1994年 初の「都市契約（contrats de ville）」
締結

2000年 都市の連帯と更新に関する法律（SRU
法）

3つの要請：①連帯、②持続可能な発展、

③民主主義と地方分権の強化

2002年 近隣民主主義法 「住区評議会」創設

2003年 都市と都市再生のためのプログラムお

よび指針法（ボルロー法）

全国都市再生プログラム（PNRU）、都

市再生庁（ANRU）設置

2005年 社会的結束のためのプログラム法

若者の暴動

2006年 機会均等法

住宅のための国の参画に関する法律

2007年 「都市契約」から「都市の社会的結束

契約」へ変更（2013年まで）

2008年 サルコジ大統領「郊外のための新しい

政策」発表

2014年 都市と都市的結束のためのプログラム

法

「都市政策」の再定義、コミューン間

協力公施設法人（EPCI）規模での「都

市契約」、「市民評議会」創設

2015年 都市審議会に 4つめの委員枠（住民枠）

の追加
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に、国家主導により大都市郊外に HLM（適正家賃住宅）の大規模団地が形

成される。しかし、1970年代半ばには大規模団地地区の問題が社会的に

認識されるようになり、また、大規模団地地区で暴動が起きる。そうした「困

難地区」に対する政策を社会政策と都市計画を一体的に策定し、実施する

のが「都市政策」と呼ばれる一連の政策である。1983年には、国家主導

に対する反省から、住民主体とコミューン主導が強調される報告書が提出

される。しかし、すぐに都市政策に対する国家の責務が再確認され、1990

年代には国家主導へと回帰していくことになる。その後、都市政策は国家

と自治体の契約により実施されることとなり、さらに、時代ごとに「連帯」

や「持続可能な発展」、「社会的結束」などの課題への対策を含み複雑化し

ていく。そこで、2014年に、複雑になりすぎた都市政策が再定義される

ことになるわけだが、いずれにせよ、1983年段階で強調された「住民主体」

の都市政策という視点がなおざりにされてきた。

　こうした住民参加の不在の問題、住民参加の必要性は 1990年代後半の

段階で認識されていたが 10、都市政策の枠組みでは具体的な方策へと具体

化しなかった。

　住民主体の都市政策という観点に立てば、2002年の近隣民主主義法

によって常設型住民合議機関として創設された住区評議会を通した参加

も可能である。実際、住区評議会を規定している地方公共団体一般法典

L2143-1条 3項は、「市長は住区に関係する活動、とりわけ都市政策の名

目で実施される活動の策定、実施、評価に住区評議会を参画させることが

できる」と定めている。しかし、この規定が「できる」規定であること

や、住区評議会の住区（quartiers）と都市政策優先地区（quartiers）が重ならな

いことなどから 11、住区評議会が都市政策に参画することは多くないと

10 具体的には、2000-2006年の都市契約に関する 1998年 12月 31日通達（Circulaire 
du 31 décembre 1998 relative aux contrats de ville 2000-2006）で指摘されている。

Cf. Rapport n° 1554 de M. François Pupponi, fait au nom de la commission des affaires 
économiques, déposé le 14 novembre 2013, p. 30.

11 住区評議会の「住区」も都市政策優先地区の「地区」もいずれも原語は
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いう 12。そこで、都市政策の再定義を目的とした 2014年法の法案審議過

程において、住民参加の問題が取り上げられることとなる。

（2）経緯

　後に 2014年法として成立する法案は 2013年 8月 2日に国会に提出さ

れる 13。前述の通り、この法案は都市政策の再定義を目的としており、提

出された法案には住民参加制度は規定されていなかった。

　この法案で、再定義された都市政策の特徴は次の 6点にまとめることが

できる。すなわち、①都市的結束と連帯の政策、②国と地方公共団体及び

その連合体によって指揮される政策、③地域間の平等の確保、困難地区を

含む都市単位の発展の格差の縮小、困難地区住民の生活条件の改善を目標

とする政策、④都市契約に基づいて実施される政策（コミューン・コミュー

ン間協力公施設法人（EPCI）と国家との間の契約）、⑤第一義的には普通法の

手段に基づく政策、⑥住民・アソシエーション・経済アクターと国・地方

公共団体との間の共同構築（co-construction）のプロセスに基づく政策、であ

る。

　法案は、国民議会本会議の前に経済委員会で審議され、その過程で「市

民評議会」として創設されることになる都市政策優先地区における住民参

加制度が提案され、法案に追加されることとなる 14。審議の過程で出され

 quartier である。しかし、住区評議会の「住区」の場合、コミューンの領域が

いくつかの近隣住区に分けられ、それが quartier と呼ばれるのに対し、都市

政策の場合は、一定の基準によって政策対象の区域が政令によって指定され、

それが quartier と呼ばれる。したがって、同じ quartier という言葉が用いられ

るものの、対象となる領域範囲は異なる。また、都市政策優先地区は自治体

の境界をまたいで指定される場合もある。そこで本稿では、住区評議会には「住

区」をあて、都市政策優先地区には「地区」の語をあてることとする。

12 フランス北部アミアン市の住区評議会の定点観測を続ける中田晋自によれば、

アミアン市の住区評議会では都市政策に関するテーマは審議の対象にされて

いないという。中田・前掲書、2015年、243頁。

13 Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, enregistré à la 
Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2013.
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た意見はおおよそ次のようなものである。

　法律で再定義しようとする都市政策の柱の 1つは「住民・アソシエーショ

ン・経済アクターと国・地方公共団体との間の共同構築」であった。そう

であるならば、住民が都市政策全般に参加することも含むはずである。し

かし現状は、住民の意見聴取が法令上規定されている場合もあるが、そこ

に一貫性はない。任意に行われる場合もあるが、その実施は自治体の裁量

に任されている。住区評議会への都市政策に関するテーマの付議も市長の

裁量にとどまっている。つまり、都市政策の過程（都市契約の策定、契約内

容の実施と評価）に政策対象となる人びとの意見が反映されていないのが実

情である。住民を動員する必要性はこれまでも指摘されてきたし、地区住

民は都市政策に貢献できる種々の資源を有し、地区の発展の主体になりう

る。以上のことから、共同構築実現のために、都市契約の策定、実施、評

価のすべての段階で地区住民の参画を実現する制度が必要である。

　こうした意見を受けて、経済委員会は 2013年 11月 14日に法案の修正

提案を行う。具体的には、「市民評議会」が法案第 1条に位置づけられ、

市民評議会の詳細を規定する条項が追加された。なお、この修正案の提案

は、都市担当大臣フランソワ・ラミー（François Lamy）のイニシアチブによ

るところが大きい。ラミーは学識経験者に報告書作成を依頼し、都市政策

に関して、①都市政策の制度、手段が複雑になりすぎたこと、②都市政策

が正統性の赤字に陥っていること、③住民や地域アクターが自分たちの知

識を活かしたいと考えていること、という問題点を引き出し 15、とくに②

と③に対処する方法として、新たな住民参加制度創設の必要性を訴えた。

　そして、国会における審議を経て 2014年法として市民評議会制度が創

設されるにいたるのである。

14 経済委員会での審議内容に関する記述は、次の報告書に基づく。Rapport n° 
1554, op. cit .

15 Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache, Pour une réforme radicale de la 
politique de la ville : Ça ne se fera plus sans nous : Citoyenneté et pouvoir d’agir dans 
les quartiers populaires, Rapport au Ministre délégué chargé de la ville, le 8 juillet 2013.
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3．市民評議会の概要

（1）「市民評議会」という名称

　まず、「市民評議会（conseil citoyen）」という名称について触れたい 16。冒

頭で述べた移民・外国人のシティズンシップと大いに関係するからである。

　法案の修正提案段階で示された参加制度の名称は、「市民評議会（conseil 

de citoyens）」であった。経済委員会では、都市政策優先地区に居住するフ

ランス国籍を持たない住民が参加する点については、反対意見は出されな

かったものの、制度の名称に名詞の「市民（citoyens）」が用いられること

に疑義が示された。たとえば、「フランスに居住する外国人は市民（citoyens）

ではない。しかし、彼らがこの評議会に参加することは適切なことだ」、

「住民評議会（conseil des habitants）の方が相応しい」、「市民評議会（conseil de 

citoyens）だと、フランス国籍を有していない住民を排除することになる」、

といった意見が出された。

　これに対して、名詞の「市民（citoyens）」の使用を擁護する議員からは、「シ

ティズンシップは単に国籍から生じるとは考えない」、「市民という用語は

地区の住民には別の意味合いを帯びている」、「市民という用語は共和国の

本質を思い起こさせる」、「都市政策を近代化するために市民を参加させる

ことは不可欠だ」、といった意見が出された。

　議論の結果、新しい制度の名称を「市民評議会（conseil de citoyens）」と

することには、この制度が法的な意味での「市民」しか対象にしないよう

な誤解を与えるという点で問題があり、同時に、「住民評議会（conseil des 

habitants）」とすることには、設置される評議会に参加することが期待され

る地域アクターには、その地区や市の住民でない者が含まれる場合もある

ことから、住民に限定する点で問題があるとまとめられた。

　この両方の問題を克服するため、委員会は、新しい参加制度に「市民評

16 Rapport n° 1554, op. cit ., pp. 65-70.
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議会（conseil citoyen）」という名称を与えることで決定した。原語を直訳す

れば「市民的な評議会」ということになるが、新しい参加制度に「市民」

という語を用いることに意味を持たせたと理解できる。それは、「対象地

区のフランス国籍を持たない住民に対して、法的な意味での市民ではなく

ても、われわれが彼らのことを市民と見なしているというメッセージを伝

えなければならない 17」という議員の発言に表れている。

　政治的シティズンシップを国籍と結び付けて考えるフランスにおいて、

移民・外国人が参加する制度に形容詞ではあれ「市民（citoyen）」という語

が用いられた意義は大きい。

（2）構成等

　次に、法令や運用指針 18  に基づいて、市民評議会の構成等を紹介する。

　市民評議会は、1つの都市政策優先地区に 1つ設置される。したがって、

都市政策優先地区の数だけ市民評議会が存在することになる。なお、優先

地区は政令により指定される。また、設置の仕方には、その地区における

参加形式の実態と地域の発意が考慮される。つまり、2014年法に従って

あらたに市民評議会を設置するほかに、既存の住区評議会を市民評議会と

することも可能である（地方公共団体一般法典 L2143-1条 6項）。

　市民評議会のおもな原則は、公権力からの独立と自由、平等、友愛、ラ

イシテ、中立性である。また、その目的は、その地区のアソシエーション

や経済アクターとともに住民の多様な意見表明を保障し、その地区の評価

や鑑定を住民・アソシエーション・経済アクターと国・地方公共団体との

間で共有することで、共同構築の空間を創出することである。

　市民評議会は、2つの委員枠から選ばれた委員から構成される。1つは

17 Ibid., p. 69.
18 Ministère chargé de la ville, Cadre de référence des Conseils Citoyens, 2014. ここでは

「運用指針」という語をあてた。この運用指針は、全国市長会、市民調整アソ

シエーション、都市政策専門家アソシエーション等と関係省庁との共同で作

成されたものである。
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地区住民枠であり、委員の半数を占めなければならない。男女同数原則の

もと、地区住民の中から抽選で選ばれる。いま 1つは地域のアソシエーショ

ン、アクター枠であり、その地域で活動するアソシエーションや経済アク

ターで市民評議会への参加を希望する団体等の代表が委員に選ばれる。こ

の 2つの委員の選出方法は 2014年法 7条 2項に規定されている。住区評

議会について、2002年の近隣民主主義法が委員の構成の決定をコミュー

ン議会に委ねていることとは対照的である。

　住民枠委員の選出にあたっては、男女同数原則のほかに、その地区の住

民の実態をできるだけ代表できるよう抽選という方法が法律上規定されて

いるが、運用指針では、抽選のもととなる名簿について、有権者名簿では

なく、国勢調査の際に用いられる住所録、電力会社の契約者一覧、HLM

公社契約者一覧などを用いることが推奨されている。なお、その地区の参

加の実態を考慮して、委員を希望する住民の中からの抽選も可とされる。

　この 2つの委員枠から委員が選ばれた後、名簿が県知事に送付される。

県知事は、地区所在の市長と EPCI の長に意見を聴いた後に、法令、運用

指針との整合性の観点から委員の適否を判断して、承認する 19。

　設置された市民評議会は、内規または憲章を制定し、その組織、運営、

そして、都市契約の内容の範囲内での役割を定める。また、市民評議会は、

何らかの法人格を有することが想定されている。市民評議会を新規アソシ

エーションとして設立する場合と、既存の法人による市民評議会の運営の

2つの場合が考えられる。市民評議会が法人格を有するのは、固有財産の

管理、契約締結、補助金受給等のためである。

　市民評議会は、都市契約の策定、実行、評価に参画し、また、市民評議

会代表者は、都市契約に関連するすべての機関（都市再生計画に関する機関、

都市契約の技術委員会、ワーキンググループなど）に参加する。また、こうし

た機関に住民が参加し、内容が理解できるようにするために、さらには、

19 Ibid., pp. 9-10.
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地方自治体職員や都市政策専門家などが住民とともに都市政策を議論し、

作り上げていくための姿勢や方法を身につけるために、必要に応じた委員

等の研修の実施が行われる。

　以上の市民評議会の委員構成と委員の改選の方法、運営方法、研修など

については、すべて都市契約の中に明記される 20。

（3）運用実態

　以上のように規定された市民評議会はどのように運営されているのだろ

うか。ここでは、市民評議会の実効的な運営を援護するために設置された

「市民評議会調査検討委員会（Comité de suivi des conseils citoyens）21」での議

論を参考にその実態を紹介したい。

　2014年法制定の後、都市政策優先地区は、フランス本土と海外地域圏・

海外公共団体の優先地区についての 2014年 12月 30日の 2つの政令で指

定され、その後 2015年 9月 14日の政令で修正される。現在、全体で 1,514

地区が指定されている。指定された地区の多い県をあげるならば、ノール

県（91地区）、ブッーシュ・デュ・ローヌ県（65地区）、パ・ド・カレー県（64

地区）、セーヌ・サン・ドニ県（63地区）である。県を兼ねるパリ市でも隣

接自治体との境界部を中心に 20地区が指定されている 22。

　都市政策優先地区が指定されれば、都市契約策定に入るわけだが、それ

と並行して市民評議会が設置されることになる。しかし、直ちにすべての

地区に設置されたわけではないようである。首相直属の領域間平等総局

（CGET）実施の調査（2016年 2月、10～ 11月）によれば 23、2016年 2月の段

20 Ibid., p. 11 et suiv.
21 具体的には、全国市長会といった議員アソシエーション4団体、市民アソシエー

ションネットワーク 3団体、都市政策専門家 2団体、リソースセンター団体、

知事・副知事の代表、都市再生庁（ANRU）、領域間平等総局（CGET）などから

構成される。

22 Décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifi ant la liste des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.
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階で、860地区で設置済みまたは設置中（回答地区の 80％。設置済み 637地

区、設置中 223地区。2015年 6月の調査では設置済みは 350地区）であったも

のが、10月調査では、1,157地区で設置済みまたは設置中であり、着実に

設置が進んでいることがわかる。ただし、地区が指定されたにもかかわら

ず設置されていない地区もある。その理由としては、「地域民主主義のた

めの別の取り組みを行ったばかりで、それに加えて新しく市民評議会を設

置することへのためらいがある」、「継続的に住民（とくに抽選で選ばれた住

民）を動員することの困難さを感じる」、「都市政策を担う行政機関内部の

組織改編を優先させた」、「都市契約の締結を優先させた」などがあげられ

ている 24。

　市民評議会の住民枠の選出方法については、2 月調査によれば、（本人

の希望の有無にかかわらず）地区住民から抽選で（全部または一部の）委員を

選んでいる評議会が 42％であった。抽選のもとになる名簿で も多いの

は有権者名簿で 28％である。運用指針にかかわらず有権者名簿が使用さ

れていることがわかる。また、希望者を委員に含む評議会は約 80％、希

望者だけで構成する評議会は 48％（希望者の中から抽選 27％、希望者全員

を入れる 21％）である。その他、既存機関のメンバーが評議会委員を兼ね

る場合、地域アソシエーションの推薦する住民を委員とするなどが 6％

あった。

　次に市民評議会の法的地位については、2月調査によれば、設置済みの

23 2016年 2月の調査は県知事を対象として行われ、1,092地区をカバーする県

から回答があった。2016年 10月の調査は、市民評議会を設置済みまたは設

置中の 1,157の市民評議会を対象としている。調査の対象が異なるため、単

純な比較はできないが、これらの調査から市民評議会の設置と運営に関する

状況を見て取ることができるだろう。なお、とくに指定しない限り、調査結

果に関する記述は以下の 2つの資料に基づく。Ministre de la ville, de la jeunesse 
et des sports, Commisariat général à l’égalité des territoires, 3 ème comité de suivi 
des conseils citoyens, le 7 avril 2016  ; Commissariat général à l’égalité des territoires, 
Compte rendu de la réunion du Comité national de suivi des conseils citoyens, mercredi 
12 avril 2017 . 

24 Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 2016, op. cit ., p.7.
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637の市民評議会のうち、31％がアソシエーション（既存アソシエーション

によって運営 17％、新規にアソシエーションを設置 14％）、15％が自治体によっ

て運営（または市の機関として運営）、20％が未定であった。また、14％が

法的地位を定めないと決定している。ここでもまた、市民評議会の自律し

た運営のために法人格の取得を推奨した運用指針とは別の決定がなされる

場合があったことがわかる。

　また、市民評議会の進行（animation）役については、2月調査によれば、

15％が国と自治体の共同、15％が「成人仲介者（adultes-relais）25」、10％が

自治体職員、9％が中立な第三者（市民評議会に入っていないアソシエーショ

ンなど）によって担われている。市民評議会が公権力からの独立を原則と

しているにもかかわらず、その運営に国や自治体が強くかかわっているこ

とがわかる。

　同じく、市民評議会の公権力からの独立した運営を確保するために、都

市契約の中に市民評議会に提供される運営手段（資金、専用の部屋、その他

運営手段）を規定することが義務づけられている（2014年法 7条 I-8および運

用指針 4b）。この点については、2月調査によれば、約半数の都市契約で

市民評議会に運営手段を提供することを規定しているが、具体的な定めを

行っていない都市契約がほとんどである。

　市民評議会の都市契約の諸機関への参加については、2月調査によれば、

設置済みの市民評議会の 39％が都市契約に関するすべての機関に参加し、

9％が都市契約全体についての先導的役割を果たすパイロット機関のみに

参加している。30％が参加なしであった。参加していない理由としては、

都市契約に関する機関の会議開催時間の問題、その他の機関の人びとの受

25 「成人仲介者（adultes-relais）」は、社会的紐帯の強化と仲介を通した日常生

活の紛争決着の促進をめざすために 1999年 12月に都市省際委員会で設置

された制度。成人仲介者の詳細については例えば次を参照のこと。Préfet de 
Paris, Direction départementale de la cohésion sociale de Paris (DDCS 75), Dispositif 
Adultes-relais (http://www.ddcs.paris.gouv.fr/SITE-DDCS/Politique-de-la-ville-Egalite-
des-chances/Politique-de-la-ville/Dispositif-Adultes-relais).
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け入れ姿勢の問題、会議で用いられる技術的用語の難しさなどがあげられ

ていた。ただし、10月調査では、都市契約のパイロット機関への参加は

72％となり、市民評議会の都市契約全般への参加が徐々に進んでいること

がわかる 26。

（4）市民評議会支援の取り組み

　以上のように、市民評議会は 2014年法で都市政策優先地区に設置が義

務づけられているものの、その設置も含めて形成途上であると言える。そ

のため、国としても市民評議会の実効的運営と実効的住民参加を支援する

ための、いくつかの取り組みを行っている。

　その 1つが、「市民評議会調査検討委員会」の活動である。調査検討委

員会は、市民評議会の今後の展開を援護するために設置された。これまで

4回開催され（2015年 3月 30日、7月 1日、2016年 4月 7日、2017年 4月 12日）、

アンケート調査の実施、それに基づく議論、提言などを行っている。

　法律に則った活発な運営を促すために政府が通達を出し、また運用指針

を提示することも行われている。また、再定義された都市政策の特徴の 1

つが共同構築であるため、都市政策の構想・策定・追跡調査について審議

する国の都市審議会（CNV）の委員枠に「住民枠」を追加することも行わ

れている 27。

　その他、「新全国都市更新プログラム（NPNRU）」の採択に住民参加態

様が明確であることが要件の 1つとされるようになった点もあげられる。

NPNRU は 2014年法に規定され、2014-2024年のプログラムには、総額 50

26 Commissariat général à l’égalité des territoires, 2017, op. cit ., p. 3.
27 2015年 1月 27日政令（Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en 

charge de la politique de la ville）による。これにより、審議会委員 64名は、議員

枠、経済アクター・アソシエーション枠、学識枠、住民枠に各 16名が割り当

てられることとなった。Cf. Commissariat général à l’égalité des territoires, Dossier, 
Conseil national des villes (http://www.cget.gouv.fr/territoires/quartiers-de-la-politique-
de-la-ville/conseil-national-des-villes).
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億ユーロの予算計上が予定されている。2014年 12月 15日に 200地区が

選定されたが 28、その際、住民参加態様が明確であることが条件の 1つと

された。

　また、市民評議会委員の研修も行われている。2014年法の実施にとも

なってパリ近郊に設置された「都市更新学院（ERU）
29」において、市民評

議会委員と都市再生プロジェクト実施地区の住民を対象にした研修が行わ

れている。たとえば、講座「市民評議会委員と都市再生のアクター」は、

216の市民評議会から選ばれた 650人を対象にした講座であり、18カ月

にわたって断続的に研修が実施される。こうした研修に仕事を休んで参加

できるよう、「平等とシティズンシップに関する 2017年 1月 27日法律 30」

の 10条に「研修のための有給休暇取得権（droit au congé de formation）」が規

定された。

　さらに、市民評議会のポータルサイトが開設され 31、市民評議会の存在

と活動を一般市民に周知し、それぞれの市民評議会に対して種々の情報を

提供している。創意工夫に富んだ事例を提供することで、市民評議会相互

の学習の場となることが期待されている。

4．市民評議会の課題

　以上のように、市民評議会は設置と運営が始まったばかりであり、市民

評議会に対する評価は暫定的なものにならざるを得ない。しかし、現段階

においても市民評議会に対しては、いくつかの問題点と課題を指摘するこ

28 Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, Secrétariat d’État chargé de la politique 
de la ville, « Communiqué de presse, Adoption de la liste des quartiers NPNRU par le 
Conseil d’administration de l’ANRU », le 15 décembre 2014 (http://www.ville.gouv.fr/
IMG/pdf/cp_npnru_151214.pdf).

29 Cf. École du Renouvellement Urbain (http://www.ecoledurenouvellementurbain.com/).
30 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
31 市民評議会ポータルサイトを参照（conseilscitoyens.fr ; co-construire la ville (http://

www.conseilscitoyens.fr/)）。
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とができる。上に市民評議会支援の種々の取り組みを紹介したが、それは

そのまま市民評議会の問題点と課題を表現しているとも言える。

　1つは、継続した住民参加という点である。市民評議会の住民枠委員は

その地区の住民をできるだけ正しく代表できるよう、有権者に限らず地区

住民全体からの抽選によって選出することが想定され、また推奨されて

いる。しかし、抽選という方法は参加意欲のない住民も委員に含むことに

なり、抽選で選ばれた住民の辞退や委員の途中辞任といった問題を生じ

させる。それは、CGET が行った 2016年 2月の調査でも明らかであった。

2014年法が意図する共同構築に基づく都市政策に近づくためには、一般

住民が参加しやすい環境づくり、たとえば種々の会議の開催時間への配慮、

専門用語等の研修をより身近な場所で行えるようにするなどの課題が残っ

ている。

　安定した住民参加を実現するためには、住民枠委員の選出方法を希望者

からの抽選と地区住民全体からの抽選の組み合わせとすることが現実的で

ある。実際には、2016年 2月の調査では、希望者だけで構成される場合

はおよそ半数を占めた。しかし、そうすることで参加できる者だけが参加

するようになり、委員構成が地区住民を正しく代表しないという問題を生

じさせる。実際に、2016年 10月調査によれば、市民評議会全体で見たと

き 25歳未満の委員は 8％にとどまっている 32。また、2月調査では住民枠

に占める 65歳以上の委員の多さが明らかになっている 33。

　次に、市民評議会の公権力からの独立についての問題も指摘できる。市

民評議会には、都市政策に専門家にはない新しい知（expertise nouvelle）をも

たらし、提案勢力となることが期待されるため、公権力からの独立が推奨

されている 34。そのため、市民評議会が固有の財産を管理し、また補助金

受給等の主体となれるように法人格を取得することが想定されている。と

32 Commissariat général à l’égalité des territoires, 2017, op. cit ., p. 4.
33 Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 2016, op. cit ., p. 9.
34 Ministère chargé de la ville, 2014, op. cit ., p. 5.
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ころが他方で、市民評議会の設置には、その地区の参加の実情を考慮する

という規定があるため、既存の住区評議会からの衣替えによる設置も想定

されている。住区評議会は市議会の諮問機関である。市議会の附属機関と

したまま、公権力から独立することは困難である。

　公権力からの独立の問題は、市民評議会の進行役の問題にも表れている。

上で紹介したとおり公権力による進行の場合もあり、運営や審議内容の自

律性に疑問が残る。中立的な第三者による進行が望ましく、そうした進行

役の育成も課題である。住民枠委員の能力の向上も市民評議会の独立にか

かわるし、独立した運営のための資金調達、専用の部屋、その他の運営手

段の提供が具体化していないという問題も残っている。

　また、国は市民評議会の実効的な運営を促進するために、通達を出し運

用指針を定めている。国家が枠組みを定め、その範囲内で自律的に運営さ

れることを想定しているのだろうが、それ自体が拘束だという意見も出さ

れている。たとえば、市民評議会についての 2017年 2月 2日通達では、

市民評議会委員の理想的な規模として 15～ 50名という具体的な数値が示

されているが 35、そうしたこと自体が独立を阻害するという意見も出され

ている 36。

　その他にも、都市契約に規定される市民評議会が都市契約策定に参画す

るという法規定の矛盾もある。2014年法 1条 I-5では、「都市契約で定め

る様式に従って設置される市民評議会」と定めているが、同法 7条 I-4では、

「市民評議会は都市契約の策定、実施、評価に参画する」とある。

5．おわりに

　以上、2014年法による市民評議会の創設の背景と経緯、概要、課題を

見てきた。 後に、市民評議会創設の意義を述べてみたい。1983年のデュ

35 Circulaire n° Cabinet/C102/2017/41 du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens.
36 Commissariat général à l’égalité des territoires, 2017, op. cit ., p. 2.
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ブドゥ報告の趣旨が「共にまちを作りなおす」ことにあり、今回再定義さ

れた都市政策の特徴の 1つが「共同構築」であることを考えれば、2014

年法は 1983年段階の「住民主体」の都市政策への回帰であると解釈でき

るだろう。地区の再生・更新事業が進むにつれて、逆に住民がその地区か

ら置き去りにされる感覚を持たせないための仕組みとしての意義が市民評

議会にはあるだろう。

　また、住区評議会は、その構成・運営・付議事項のすべてが市議会決議

や市長の裁量に任されていたのに対し、市民評議会については、委員の半

数を地区住民とすること、住民枠には抽選という方法をとること、市民評

議会が都市契約のすべてのプロセスに参画することが法律で規定されたこ

とを考えれば、社会から「見捨てられた」という感情を持ちがちな都市政

策優先地区の住民の実効的参加を国が積極的に支援する姿勢を示したもの

であると言えよう。ただし、そうした試みにはいくつかの課題が残されて

いることは上で見たとおりである。

　移民・外国人の公的決定への参加の観点から見るならば、外国人住民が

参加できる制度に「市民（citoyen）」の名を冠したことは、立法過程におい

て外国人である地区住民も「市民」とみなすことの表明がなされた点とあ

わせて意義が大きい。冒頭で述べたとおり、移民に対して参加を求める一

方で政治的シティズンシップを国籍と結びつけ、地方レベルにおいても政

治的参加を認めていないフランスにおいて、外国人も参加できる制度に元

来「政治への参加者」を指す「市民」という語が用いられたからである。

　またその意味では、住民枠の選出に抽選を義務づけた点も重要である。

参加の権利は保障されても、参加できる者だけ参加するという制度であれ

ば、参加しにくい者が実質的に参加から排除されるからである。また、こ

うした参加促進の仕組みが法律上規定された意味も大きい。コミューンレ

ベルでの「外国人評議会」に見られるような市政の政権交代による廃止は

ありえないからである。

　ただし、移民・外国人の参加の観点から問題も残されている。それは、
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住民枠委員抽選のもととなる名簿に有権者名簿を使用する場合があること

である。この場合、外国人を排除するだけでなく、有権者名簿に登録して

いないフランス人も参加から排除することになる。法律で住民枠委員の選

出に抽選を義務づけるという点で、市民評議会は、熟議民主主義論が注目

する「ミニ・パブリックス（mini-publics）」の実践の試みであるとも考えら

れるが 37、立法段階で制度に込められた思想が各コミューン・EPCI での

運用段階にまで浸透しているとは言えないのだろう。

　その他、市民評議会にライシテ原則がかかげられた点も今後問題となる

かもしれない。実際、運用指針には、「入信勧誘的行為および委員の良心

の自由に反する表明はゆるされない 38」と明記されている。ライシテ原則

を根拠に、市民評議会でのムスリム女性の「イスラームのスカーフ」着用

が問題視されるようなことが生じるならば、移民・外国人女性の参加をさ

らに妨げることになろう。

　本稿では、市民評議会の創設までの経緯と制度的紹介が中心であり、実

態についても調査検討委員会の資料に基づいた紹介にとどまった。立法段

階での思想が運用段階に浸透するものなのか、それとも国が定めた制度を

形式上運用するだけのものなのか、市民評議会での地区住民の参加実態、

公的決定への移民・外国人の参加の実態の調査に基づく解明については今

後の課題としたい。1983年のデュブドゥ報告、2002年の近隣民主主義法、

2014年法といった住民参加を促進する制度がいずれも社会党政権下で進

められたことから、2017年の政権交代後の制度的変化や、左翼市政と保

守市政のもとでの制度運用の比較も含めて検討していきたい。

37 中田晋自は、住区評議会について、有権者名簿から無作為抽出する方式を採

用する自治体を事例に、住区評議会を「ミニ・パブリックス」の観点から検

討している。同時に、有権者名簿を使用することによって、この「パブリックス」

からあらかじめ排除される人々が存在する点についても検討している。参照、

中田・前掲書、2015年、11頁、209頁ほか。

38 Ministère chargé de la ville, 2014, op. cit ., p.4.


