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無作為抽出方式による市民討議会の参加承諾者の特徴に関する実証分析
―サイレント・マジョリティの背中を押せたか―

佐 藤 徹

第一章 研究の背景と目的

本研究の目的は、近年全国の自治体で開催されるようになった、住民基本台帳等から

無作為抽出によって選出された市民どうしが公共的課題について討議する会（以下、

「市民討議会」とする）を対象に、その参加承諾者がどのような特徴を有する人々なの

かを明らかにすることである。

さて、自治体の行政計画の策定においては、これまで住民意識調査、住民説明会、シ

ンポジウム、パブリック・コメント、審議会、公募型市民会議など多様な市民参加手法

が採用されてきた。なかでも審議会は行政から諮問された事項について調査審議し、意

見を答申する合議制の諮問機関であり、伝統的な市民参加手法の一つである。また専門

的な知見を導入し、各界各層の利害関係者の意見を採用することがねらいであり、その

人選は委員になって欲しい候補者に依頼し参加してもらう指名方式（「一本釣り」）や各

種団体・自治会等に依頼して適切な者を委員に推薦してもらう推薦方式が長らく主流で

あった。だが今日では審議会に公募枠を設け、広報誌やウェブサイトなどを通じて広く

委員を募集することや、全員が公募市民で組織される市民会議が条例・計画等の素案や

提言書を作成することも少なくない。自治会の加入率低下や団体役員の固定化が進む現

状では、公募方式は、何らかの団体に所属していなくても行政やまちづくりに意見やア

イデアを有する市民の意見を計画等に反映させる効果が期待できる。だがその反面、公

募市民を主体とする市民会議などはテーマへの関心や問題意識の高い熱心な一部の市民

の参加になりがちである１）。また、このような公募型参加手法には自ら進んで参加する

市民の数が少ないという問題と、市民会議に集まる市民がはたして市民全体を代表して

いるのかといった問題がある（高橋２０１３）。しかも、公募型市民会議では６０歳以上の参

加者割合が際立って高いなど、年齢的な偏りも少なくない。

こうしたなか、近年、住民基本台帳等から一定数の住民のランダム・サンプリングを

実施し、この指名を受託した住民でチームを編成し、ある課題について数回の「熟議型

市民討議」を行ってもらい、平均的市民の衆知を集めた結論を提示してもらう新しい試

みが見られるようになっている（西尾２０１３）。

そうした背景には、１９９０年前後から、参加だけでなく、討議の重要性が再認識され、

とくに政治の世界の討議だけでなく、市民社会の討議に裏付けられない限り、デモクラ

シーの安定と発展はないと考えられるようになったことが挙げられる。篠原（２００４）に

よれば、代議制デモクラシーに加えて、参加と討議を重要視するもう一つのデモクラ
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シーの回路、すなわち討議デモクラシー（Deliberative Democracy）が現れ、今やツー
・トラック（二回路）制のデモクラシー論の時代となりつつある、という。討議デモク
ラシーの具体的な試みとして、ミニ・パブリックス（mini-publics）による討議が世界
各地で実践されている２）。討議デモクラシー手法のうち無作為抽出型の代表例として、
討議型世論調査（Deliberative PollingⓇ）、プラーヌンクスツェレ（Planungszelle）、市
民陪審（Citizens Juries）がある（John Gastil and Peter Levine,eds.２００５）３）。このう
ち、プラーヌンクスツェレはドイツのヴッパータール大学教授であったペーター・Ｃ・
ディーネルが１９７０年代に考案した手法として知られ、都市計画分野をはじめてとして多
数の実践例がある。日本ではプラーヌンクスツェレの本格的な実施は見られないが、篠
原一『市民の政治学』がきっかけとなり、プラーヌンクスツェレのコンパクト・モデル
が２００５年７月に東京青年会議所千代田区委員会主催で「市民討議会」として初めて実施
された（篠藤２００８）。その後、市民討議会は急速に全国で開催され、現在では開催件数
が派生型を含めて４００件以上にのぼっている４）。こうした実績をふまえ、日本青年会議
所（２０１２）は市民討議会のモデルとなったプラーヌンクスツェレに関して、「サイレン
ト・マジョリティと呼ばれる一般の市民の声なき声を抽出できる方法として、きわめて
有効である」と評している。
しかしながら、市民討議会では住民基本台帳等から一定数の住民を無作為に抽出して
も、裁判員や検察審査員のように参加への強制力が担保されていない。それゆえ、市民
討議会の参加承諾者はやはり特定の偏った市民層ではないかとの推測も成り立つであろ
う。それでは、はたして市民討議会には一般市民の参加を促すこと、すなわちサイレン
ト・マジョリティの背中を押すことが可能なのであろうか。もしそうでなければ、どの
ような人々が市民討議会への参加を承諾したのであろうか。
以上の問題関心から、本研究では市民討議会の参加承諾者と非承諾者の双方に対して
行った質問紙調査のデータをもとに、市民討議会の参加承諾者がどのような特徴を有す
る人々なのかを探ってみたい。

第二章 サイレント・マジョリティ

討議デモクラシーが参加を呼びかけるのは、大衆動員やデモやディベートを積極的に
推し進めるアクティビスト、いわばプロの市民ではなく、むしろサイレント・マジョリ
ティたる素人の市民である（鈴木２０１２）。例えば、討議型世論調査においても無作為抽
出を基本として参加者を募ることにより、いわゆる市民運動等に積極的に参画しようと
する市民層ではない、ごく一般的な人々（サイレント・マジョリティ）の意見を聴取で
きることを第一の意義としている（柳瀬２０１３）。
さて、一般的にサイレント・マジョリティ（silent majority）は「物言わぬ多数派」
「声なき大衆」などと訳され、「一般市民」や「平均的な市民」とも解されている。そ
れでは、市民討議会は一般市民の参加を促すこと、すなわちサイレント・マジョリティ
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の背中を押せたのであろうか。この点を分析するにあたり、わが国の自治体行政におい
て語られる「サイレント・マジョリティ」がどのような人々を指すのかについて検討し
ておきたい。そこで市民討議会の主催者である自治体や青年会議所がサイレント・マ
ジョリティをどのように捉えているのかについて確認しておこう５）。
例えば、横須賀市では２０１０年４月２６日当時市長であった吉田雄人氏が記者会見で、新
たな基本計画の策定に向けて無作為抽出で市民会議への参加者を募るにあたり、「従来
の公募型では声の大きい人など同じメンバーに偏りがちですが、これまで自ら進んで意
見を言うことのなかった人にも積極的に参加を促すことができるという効果が考えられ
ます。…（中略）…こうした機会が、今まで市政に関心の薄かった、または関心はあっ
ても参加することの少なかった方々の背中を押し、一人でも多くの方に参加いただける
ようになれば、嬉しく思います」と述べている。また、川崎市では川崎の未来を考える
市民検討会議（２０１４年１０月から２０１５年度にかけて実施）について、「無作為に一定数の
市民を抽出することにより社会の縮図を作り出すミニ・パブリックスという手法を取り
入れたもので、参加者の年齢層の均等化や、特定の市民ではないサイレント・マジョリ
ティ（積極的な発言行為や意見表示をしない大多数の市民）の意見表明など、これまで
の参加手法だけでは不十分であった効用が得られる手段である」としている（雨宮・佐
藤２０１５）。
さらに、各地で開催された市民討議会の実施報告書には、市民討議会の目的として
「これまで行政に声を届けるきっかけが少なかったサイレント・マジョリティと呼ばれ
る一般の市民の市政への参加を促し、その声を行政に届け、まちづくりにいかすこと」
（たじみ市民討議会２０１２）や、「市民討議会は、サラリーマンや主婦、学生など意見を
表明したくてもなかなか出来ない人たち（サイレント・マジョリティ）の意見を吸い上
げること」（三浦市民討議会２００９、千歳市民討議会２０１５）が掲げられている。
以上のことから、もし仮に市民討議会がサイレント・マジョリティの参加を促すとい
う所定の効果を上げているとすれば、第１に市民討議会の参加承諾者は、行政に関心が
薄かったか、あるいは関心はあっても、これまで自ら積極的に行政に対し意見を表明し
てこなかった市民層である可能性が高い。第２に参加承諾者はサラリーマンや主婦・主
夫、学生などの立場にある人々ではないかと考えられる。

第三章 先行研究の検討

従来、市民参加といえば、ほとんど首長とその下の行政機関の意思決定への参加を意
味し、首長による市民参加の推進は議会の権限を侵害するものだといった批判が特に議
員の間にみられたり、市民参加は議会を軽視ないし無視するものであるという「議会軽
視」論が主張されたりした（大森１９９５、西尾１９７７）。そして今日では、行政は政策を作
成する段階で多様な参加手法を採用して、市民の意見を政策に反映させようとしてい
る。だがそこには積極的に参加する市民が少ないという点と、参加している市民がはた
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して市民全体を代表しているのかという問題がある（高橋２０１３）。特に公募型の市民参
加の場合、声の大きな人が参加しがちになり、サイレント・マジョリティの考えを正し
く反映しないのではないかという懸念がある（坂野２０１０）。参加していない市民が参加
した市民に対して委任状を出したり自分の意見の表明を委託したりしているわけではな
いことから、参加者の属性や市民の代表性が市民参加の論点の一つとされてきた（今井
２００３）。
ひとくちに「市民」と言っても多様であるが、自治会・町会や商店会・工業会等の既
成団体の幹部、NPOや市民団体などで活動する人々、それ以外のほとんど意思表示を
しない市民（「サイレント・マジョリティ」）の３つのタイプに整理できる（庄嶋
２００３）。審議会等の公募委員やワークショップへの自由参加といった形が増えていく
と、今度は「関心の高い市民の感覚は市民一般とは異なる」といった批判が生まれ、い
かにサイレント・マジョリティの声を捉えるかが課題となっていた。そうした中にあっ
て、討議デモクラシー論を理論的背景とし、近年新たな市民参加手法として無作為抽出
方式の市民討議会が登場した。
したがって市民討議会自体の歴史はまだ浅いが、現在のところ、市民討議会の主な研
究としてはⅰ市民討議会の全国的な実施動向とその特徴に関する研究（佐藤２０１２）、ⅱ
市民討議会提言の総合計画案への反映や官僚組織への受容に関する研究（佐藤２０１３ｂ、
長野２０１４）、ⅲ市民討議会の実施プログラムの分析（伊藤２０１３）、ⅳ討議前後の参加者の
意見変容に関する研究（村松・勝永ら２０１０、井出２０１０）、ⅴ市民討議会の参加者分析
（前田・広瀬ら２００８、勝永・村松ら２０１０、井出２０１０）などがある。以下では、本研究に
とって特に注目すべきⅴを中心に検討する。この種の研究には、大きく３つの視点が存
在する。
第１は、市民討議会に参加した住民が母集団を代表しているか、すなわち代表性の検
討に関する研究である。前田・広瀬ら（２００８）は、「市民が創る循環型社会フォーラ
ム」の一環として２００４年に名古屋市で開催された市民会議の参加者が、母集団（同市の
２０歳以上）と比較して人口統計学的側面から大きな隔たりがなかったと言えるかについ
て分析したところ、性別については統計的に有意な差はないが、年齢については２０代や
３０代の参加者が少ないなど有意な違いが見られた、としている６）。また、勝永・村松ら
（２０１０）は、２０１０年に開催された沼津市環境基本計画策定過程における市民討論会を事
例に、無作為抽出による市民討論会参加者と同市の母集団（市民全体）を比較し、６０～
６４歳が突出して多く、参加者がいない年齢層もあるなど偏りが目立つ、と指摘してい
る。さらに、井出（２０１０）も、２００８年に小金井市と小金井青年会議所が共催した「こが
ねい市民討議会２００８」の実行委員会が参加候補者に対して行った無作為抽出アンケート
調査（１８歳以上の市民２０００人）の結果を分析し、同市の実際の年齢分布と比べて討議会
参加者は２０代が少ない傾向にあり、６０代、７０代の割合の多さが目立つ、としている。
第２は、市民討議会の参加者に対して行ったアンケート結果を用いて、参加者がどの
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ような市民であったかを分析する研究である。勝永・村松ら（２０１０）は、前述の沼津市
での討論会における参加者アンケートの結果を分析し、参加者の半分以上が討議前から
環境意識の高い人々であるが大規模な環境団体には所属していないことから、必ずしも
特殊な人ではない層の参加が見られた、としている。一方、井出（２０１０）は、２００７年に
三鷹市、日野市、千代田区・葛飾区・墨田区・江東区でそれぞれ開催された市民討議会
の主催者が参加者に対して行ったアンケートの結果をもとに、参加者が討議前に経験し
た参加活動を分析し、８割近くの参加者がこれまでに行政参加を行ってきておらず、地
域での話し合いに参加したことのある人は１２～２６％と概して少なかった点を指摘してい
る。ただし、これらの研究は討議会参加者の行動属性を析出したにすぎず、参加しな
かった者に関する検討が行われていない。
そこで第３は、市民討議会の参加者と非参加者の比較分析により、参加者の特徴を探
ろうとする研究である。ここでの「非参加者」というのは、無作為抽出された住民から
市民討議会の参加者を除く全ての住民を指すものではない。市民討議会への参加案内状
が郵送された無作為抽出市民（参加候補者）に対して行ったアンケートの協力者のう
ち、市民討議会に参加しなかった者を指す。前田・広瀬ら（２００８）は、前述の名古屋市
での市民会議における参加希望者は非希望者と比べ、市民参加に対して積極的な人々で
あった点を統計的に明らかにしている。また、井出（２０１０）は、前述の「こがねい市民
討議会２００８」の参加者と非参加者に対するアンケートにおいて、普段の会話で政策や政
治について話題にのぼることがあるか（政治的会話）、市政や地域の課題に関心がある
か（政治的関心）、市民の参加で政策・政治がよりよいものになると思うか（政治的有
効感）、次回参加依頼書が届いたらどうするかについての調査結果から、参加者と非参
加者の間で統計的に有意な差がみられたのは政治的関心のみであった、としている。
以上の先行研究から、市民討議会の参加者は、母集団と比べ年齢分布に偏りがあるこ
と、非参加者よりも市民参加に積極的であることや政治的関心が高い傾向にあることな
どが知られているが、依然として次のような未解明の課題が残されている。
第１は、教育・所得などの社会経済的地位（socio-economic status）が市民討議会の
参加承諾にどの程度関連性があるかである７）。この点につき、国際比較研究の結果か
ら、一般的には社会経済的地位と政治参加には正の相関があり、社会経済的地位が高い
ほど政治に参加する傾向にあるとされているが（Verba et al.１９７８＝１９８１）、わが国の政
治参加の現状は例外的にこうした一般化された結論とは一致しない（蒲島１９８８）。ま
た、一般的に職業については、サラリーマン層などの被雇用労働者層は、自営業者や農
業従事者などに比べ政治的影響力が小さく、サイレント・マジョリティと言われている
（村瀬１９９９）。そこで、市民討議会の参加承諾者が学歴・所得の高い層や自分でコント
ロールできる自由な時間（available time）が多い職業層に偏っていないかを吟味する必
要がある。
第２は、市民討議会の参加承諾者は非承諾者と比べ、行政やまちづくり等に対して過
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去にどのような経験を有していたり、「市民参加」に対してどのような考えを持ってい
たりするのかである。この点につき、前述の先行研究からは、参加者は非参加者に比べ
市民の参加に積極的であることや政治的関心が高い傾向にあることが知られているが、
より詳細な調査分析が必要である。また、政治的有効感が高ければ政治的活動に参加す
る傾向にあることが予想されるから、参加承諾を説明する上でやはり政治的有効感は主
要な変数になり得るのではないかという点である。
第３は、市民討議会への参加を承諾するかどうかは、上述のように参加候補者の社会
的属性をはじめ種々の要因によって影響を受けるものと考えられるが、そのうちどの要
因が最も説明力の高いものであるか、さらにその要因がそれ自体独立して存在し得るの
か、あるいは他の要因とどのような関係にあるのかである。この点につき、一般的によ
く用いられるχ２検定はある一つのモデルの観測値に対する適合度を評価しているのみ
であり、いくつかの異なるモデル間でp値を比較することに全く意味がない８）。そのた
め、複数のモデルの中から説明力の高いモデルを抽出できるような統計分析上の工夫が
必要である。
そこで、これらの３つの課題を明らかにすることを通じて、「サイレント・マジョリ
ティの背中を押せたか」という問いへの解を探ってみたい。なお、本研究では参加者と
非参加者ではなく、参加承諾者と非承諾者の差異分析を行う。現実には事前の参加承諾
を得ていても討議会当日に病気等で欠席する場合があるものの、参加者と参加承諾者と
では大差がなく、むしろ実際の参加者よりも参加承諾者に対して調査を行うほうが研究
目的に沿ったより多くの情報を収集できるからである。

第四章 研究の方法

第一節 分析データ

本研究の分析に用いるデータは、２０１１年９月３日から４日にかけて群馬県高崎市９）で
開催された「たかさき市民討議会VOICE２０１１」（以下、「VOICE２０１１」とする）に参加
承諾した市民と承諾しなかった市民の双方を対象とした事前アンケート調査の結果、及
び母集団である高崎市民の性別・年齢別・地域別人口データである。一般的に市民討議
会では参加者に対する事後アンケートを行うことはあっても、市民討議会の開催に先立
ち、無作為抽出された参加候補者を対象に事前アンケートは行われない。本研究におい
て、参加依頼を兼ねた事前アンケートを実施したのは、参加承諾者と非承諾者に同一の
質問を行わなければ、両者の差異を分析することが困難となるからである。こうした調
査の実現には住民基本台帳からの無作為抽出やローデータの収集においても行政機関等
の理解と協力が欠かせない。幸運にも筆者は、VOICE２０１１実行委員会（公益社団法人
高崎青年会議所・高崎市で構成）のアドバイザーとして発足段階から参画する機会に恵
まれた１０）。
VOICE２０１１への参加依頼を兼ねた「高崎の今後のまちづくりに向けての市民アン
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ケート調査」は、同市の第５次総合計画前期基本計画に掲げられた６つの政策ごとのま
ちづくりの課題（施策）の重要度（問１）、市政やまちづくり等に対する考え（問２）、
性別・年齢・居住地等の社会的属性（問３）、市民討議会への参加承諾の可否及び次回
参加依頼書が届いた場合の参加条件（問４）について尋ねたもので、Ａ４判１２頁から構
成されている。調査結果は市民討議会の学術的検証とともに、高崎市第５次総合計画後
期基本計画策定の参考資料として活用されるものとされた。このアンケートは、２０１１年
７月１日時点で同市の住民基本台帳に登録されている者の中から無作為抽出された満１８
歳以上の市民２０００名に対して、同年７月２０日に郵送された１１）。返送期限を同年８月５日
までとしたが、それ以降に返送されたものも有効とし、最終的に８月３１日到着分までを
分析対象とした。その結果、４６０名から回答が得られた１２）。同調査票は主催者である高
崎青年会議所及び高崎市と綿密に協議調整を行い、最終的には実行委員会の名において
作成されたものである。具体的な作業については、住民基本台帳からの無作為抽出を高
崎市が行い、アンケートの郵送作業については筆者も含め実行委員会によって行われ
た。なお、調査票の回収と分析については筆者が行った。
尤も、上記のアンケート調査はやや古いものである。だが、第１に市民討議会の参加
承諾者と非承諾者を対象としたアンケートにおいて、所得・学歴といった個人のプライ
バシーに関わる内容まで調査したものはいまだ見当たらないこと、第２にVOICE２０１１
は市民討議会の５つの必要条件（参加者の無作為抽出、参加者への謝礼の支払、公正・
公平な運営機関、参加者による小グループ討議、報告書公表）を全て満たし、１日半と
いう開催期間も標準的であること１３）、第３に討議テーマが子育てや健康増進などであれ
ば参加者の年齢や性別に偏りが生じることが知られているが、VOICE２０１１の討議テー
マは市政全般であり特定分野に限定されたものではないことから、分析データとして使
用した。
第二節 分析方法

⑴ 代表性の検討
市民討議会では、ミニ・パブリックスを創り出すために、参加候補者を無作為に抽出
することによって母集団からの代表性を確保しようとする。だが、参加候補者が市民討
議会への参加を承諾するか否かは本人の判断であるため、参加の代表性が確保される保
証はない。そこで、まず本事例において参加承諾者は母集団（市民全体）と比較して、
同じ社会的属性を有しているのかを検討する。参加承諾者と母集団との間で比較可能な
社会的属性としては、「性別」「年齢構成」「居住地域」がある。これらについて、高崎
市から提供されたデータとアンケート調査から得たデータをもとにχ２適合度検定を行
う。
⑵ 参加承諾者と非承諾者の差異分析
分析にあたっては、前述のアンケートのうち、問１と問４の一部（次回参加依頼書が
届いた場合の参加条件）を除く全ての調査結果を用いた１４）。また、必要に応じて欠損値
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処理等を行い、３３５件からなるデータセットを作成した。
前章で示した課題を明らかにするために、説明変数としては、表１に示すとおり、社
会的属性をはじめとして、参加経験、政治意識、「市民参加」に対する考え方、その
他、の大きく５項目からなる説明変数を設定した。
第１の社会的属性に関する変数群は、Ａ１からＡ７までが該当する。前田ら（２００８）
で用いられた「性別」（Ａ１）、井出（２０１０）において使用された「職業」（Ａ５）、「年
齢」（Ａ２）に加え、本研究では「居住地域」（Ａ３）、「居住年数」（Ａ４）、「家族の所
得額」（Ａ６）、「最終学歴」（Ａ７）を用いた１５）。
第２の参加経験に関する変数群は、Ｂ１からＢ４までが市政への参加経験に関する変
数で、Ｂ５からＢ７までが地域活動への参加経験に関する変数である。
第３の政治意識に関する変数群は、Ｃ１からＣ５までが該当する。井出（２０１０）にお
いて用いられた「市政や地域の課題に関心がある」については、本研究では「市政やま
ちづくりに関心がある」（Ｃ１）として用い、さらに「現在の市の総合計画について
知っている」（Ｃ２）、「市の広報誌を読んでいる」（Ｃ３）と、より具体的に測定した。
また、井出（２０１０）では「普段の会話で政策や政治について話題にのぼることがある
か」について尋ねていたが、本研究ではより客観的な測定項目として「ふだん国や地方
自治体の選挙に行く」（Ｃ４）かどうかを尋ねることにした（いずれも４件法）。以上の
政治的関心に関する変数に加え、政治的有効感に関する変数として、井出（２０１０）と同
様、「市民が参加することで市政や政策が良くなると思う」（Ｃ５）として測定した。

表１ 説明変数一覧

説明変数
カテゴ
リー数

Ａ 社会的属性

Ａ１ 性別 ２

Ａ２ 年齢 ８

Ａ３ 居住地域 ７

Ａ４ 居住年数 ８

Ａ５ 職業 ８

Ａ６ 家族の所得額 ４

Ａ７ 最終学歴 ４

Ｂ 参加経験

Ｂ１ 市民公募（市主催の審議会や市民会議など）の委員として参加したことがある ３

Ｂ２ 市の説明会や懇談会などに参加したことがある ３

Ｂ３ 市政への意見や提言（パブリック・コメントなど）をしたことがある ３

Ｂ４ その他今までに市政に対して意見をしたり参加したことがある ３

Ｂ５ 町内会や地域の活動（行事やイベント）に参加したことがある ３
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Ｂ６ ボランティア団体やＮＰＯの活動（行事やイベント）に参加したことがある ３

Ｂ７ その他今までに地域での市民活動に参加したことがある ３

Ｃ 政治意識

Ｃ１ 市政やまちづくりに関心がある ４

Ｃ２ 現在の市の総合計画について知っている ４

Ｃ３ 市の広報誌を読んでいる ４

Ｃ４ ふだん国や地方自治体の選挙に行く ４

Ｃ５ 市民が参加することで市政や政策が良くなると思う ５

Ｄ 「市民参加」に対する考え方

Ｄ１ まちづくりは市にまかせておけばよい ５

Ｄ２ 市民参加は議論に時間がかかり無駄である ５

Ｄ３ 専門的知識を持たない人が市政やまちづくりに関わると良い決定ができない ５

Ｄ４ まちづくりは市民と市（行政）の協力が重要である ５

Ｄ５ 市はもっと市政に市民の意見を反映させるべきである ５

Ｄ６ 市のことは自分たち市民で決めたい ５

Ｄ７ 市政やまちづくりには地元の熱心な人たちが参加すればよい ５

Ｄ８ わたしも何らかの形で市政やまちづくりに参加したい ５

Ｅ その他

Ｅ１ わたしは自分の住んでいるまちを誇りに思う ５

Ｅ２ 今後も市に住み続けたい ５

Ｅ３ 市政やまちづくりに満足している ４

Ｅ４ 市は市民の立場に立って施策を進めようとしている ５

第４の「市民参加」に対する考え方に関する変数群は、Ｄ１からＤ８までが該当す
る。前田ら（２００８）では「循環型社会づくりには行政や企業だけでなく、市民の参加が
必要か」について直接的に尋ねている。この点につき、より詳細かつ多角的に尋ねるこ
とにした（Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５）。また、「市のことは自分たち市民で決めた
い」（Ｄ６）、「市政やまちづくりには地元の熱心な人たちが参加すればよい」（Ｄ７）、
「わたしも何らかの形で市政やまちづくりに参加したい」（Ｄ８）のそれぞれを尋ねて
いる。
第５はその他の変数群であり、住民意識調査でよく用いられる、まちへの誇り（Ｅ
１）、定住意識（Ｅ２）、市政への満足度（Ｅ３）や評価（Ｅ４）である。
本研究では、市民討議会への参加を承諾した市民がどのような人々であったかを明ら
かにすることが目的である。そこで、参加承諾の可否を目的変数とし、表１に示した３１
項目を説明変数として分析した。分析にあたっては、AIC（Akaike’s Information Crite-
rion;赤池情報量規準）を用いた１６）。AICは一組のデータに対して複数の統計モデルの候
補があった場合、データを説明する上でどのモデルが最も説明力の高いモデルであるか
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を示すモデル選択のための指標である。世論調査にも用いられており、次式により計算
される。

AIC＝（－２）Log（最大尤度）＋２（パラメータ数）
さらに、AICを用いるメリットは、第１に事前に仮説を設定することなく、極めて広
範なデータの中から、質的な目的変数に対して最も多くの情報を持つ説明変数を自動的
に探索するためのプログラムであるCATDAP（CATegorical Data Analysis Program）を
利用できる点にある１７）。第２にCATDAPは調査データをコンピュータのディスクファイ
ルから入力して目的変数と全説明変数との間のあらゆるクロス表を作ってAICの値を計
算し、有効度の大きい順に説明変数をリスト化したり、交互作用を考慮した説明変数の
最適な組合せを選択したりできるためである。第３に、このプログラムは目的変数が質
的な変数であること以外に、適用上の制限条件はなく、説明変数の数、種類、サンプル
サイズの如何によらず適用できることも、本研究においてAICを用いた理由である１８）。

第五章 分析結果

第一節 代表性の検討

まず、母集団と参加承諾者との間で、①性別、②年齢構成、③居住地域に違いが見ら
れるかどうかを確認する。
⑴ 性別
表２は母集団と参加承諾者の性別分布をまとめたものである。母集団と参加承諾者と
の間でχ２検定を行ったところ、１％水準で有意な差がなく（χ２⑵＝０．４５，n.s.）、分
布に違いがあるとは言えなかった。

表２ 性別分布

母集団（市民全体）

（注）18歳以上の市民

参加承諾者

男性

女性

合計

150838

157268

308106

49.0％

51.0％

100.0％

33

29

62

53.2％

46.8％

100.0％

⑵ 年齢構成
年齢構成の分布をまとめたものが図である。母集団と参加承諾者との間でχ２検定を
行ったところ、５％水準で有意な差がみられた（χ２⑺＝１７．２，p＜０．０５）。参加承諾者
についても年齢構成の観点からは母集団と同一の分布であるとみなすことはできなかっ
た。
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35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15.0％

10.0％

5.0％

0.0％
18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

母集団 参加承諾者
図 年齢構成分布

⑶ 居住地域
居住地域の分布をまとめたものが表３である。高崎市は約４６０平方キロメートルの市
域を有し、７地域（高崎、倉渕、箕郷、群馬、新町、榛名、吉井）に区分される。母集
団と参加承諾者についてχ２検定を行ったが、有意な差は見られなかった（χ２⑹＝
４．６，n.s.）。

表３ 居住地域

母集団 参加承諾者

高崎

倉渕

箕郷

群馬

新町

榛名

吉井

合計

206559

3714

16889

31189

10374

18287

21094

308106

67.0％

1.2％

5.5％

10.1％

3.4％

5.9％

6.8％

100.0％

42

2

4

4

1

2

5

60

70.0％

3.3％

6.7％

6.7％

1.7％

3.3％

8.3％

100.0％

以上から、母集団と参加承諾者との間で、性別と居住地域には違いが見られなかった
が、年齢構成分布については違いが見られた。参加承諾者は母集団よりも、１０代（１８～
１９歳）から３０代が少ないが、５０代から７０代が多い。特に６０代が全体の３割を超えるなど
顕著な偏りがうかがえる。この点を念頭に置きつつ、以降の分析結果を見ていくことに
する。
第二節 参加承諾者はどのような人々か
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市民討議会の参加承諾者はどのような人々なのだろうか。参加を承諾した市民と承諾
しなかった市民にはどのような違いがあるのだろうか。
表４は、表１に示した３１項目のうちAICが負の値をとる説明変数のみ抽出し、AIC値
が小さい順、すなわち参加承諾の可否の説明力の大きい順に整列させたリストである。
AICの値が小さいほど目的変数に対する説明変数の情報量が大きいと見なされ、当該変
数が説明要因としての有効性が高い。またAICの値がマイナスである場合は、説明変数
と目的変数の関係は独立ではなく、統計的に有意であると解釈できる。以下では、上述
の説明変数群をもとに検討してみよう。
まず社会的属性に関する変数群としては、「最終学歴」（Ａ７）（AIC、－２．７１）と

「性別」（Ａ１）（AIC、－０．４９）のみが抽出された１９）。つまり、最終学歴が高いほど、
女性よりも男性のほうが市民討議会への参加を承諾していることがうかがえた。
つぎに参加経験に関する変数群としては、「町内会や地域の活動に参加したことがあ
る」（Ｂ５）（AIC、－３．００）、「ボランティア団体やNPOの活動に参加したことがある」
（Ｂ６）（AIC、－２．９３）、「その他今までに地域での市民活動に参加したことがある」
（Ｂ７）（AIC、－２．８４）が析出された。これらはいずれも地域活動への参加経験に関
する変数であり、第６位から第８位までを占めた２０）。そのほか、第１０位に「市政への意
見や提言（パブリック・コメントなど）をしたことがある」（Ｂ３）（AIC、－１．０１）が
見られた。これは市政への参加経験に関する変数である。
そして政治意識に関する変数群としては、第２位に「市政やまちづくりに関心があ
る」（Ｃ１）（AIC、－１２．４０）という政治的関心度が、また第３位に「市民が参加する
ことで市政や政策が良くなると思う」（Ｃ５）（AIC、－７．３６）という政治的有効感がそ
れぞれ析出された。
「市民参加」に対する考え方に関する変数群では、「わたしも何らかの形で市政やま
ちづくりに参加したい」（Ｄ８）のAIC値が－２２．８７と最も小さく、説明力が最も高い変
数であった。つまり、市民討議会への参加承諾を行うか否かは、「わたしも何らかの形
で市政やまちづくりに参加したい」という参加意欲に最も大きく起因しているが、当然
の帰結と言えよう。鈴木（２０１２）が言うように、「無作為抽出であっても、そもそもこ
れは参加意欲のある人が応募する点は公募方式と変わらない」ことが実証された。現に
「わたしも何らかの形で市政やまちづくりに参加したいか」との設問に対し参加承諾者
の４３．９％が「非常にそう思う」と回答したが、非承諾者では８．７％にすぎなかった（表
５）。また、「市民参加は議論に時間がかかり無駄である」（Ｄ２）（AIC、－６．５６）、「ま
ちづくりは市にまかせておけばよい」（Ｄ１）（AIC、－５．１０）は、それぞれ第４位、第
５位という結果であった。なお、まちへの誇り（Ｅ１）などその他の変数群は、いずれ
もAICがマイナスの値をとらなかった。
以上の結果から、総じて参加承諾の可否を説明する上では、参加意欲に加えて、政治
的関心度や政治的有効感が重要な因子となることが示唆された。

132



表４ 参加承諾の可否を規定する要因

順位 説明変数 AIC統計量 AICの差

１ 参加意欲（Ｄ８） －２２．８７

２ 政治的関心度（Ｃ１） －１２．４０ １０．４７

３ 政治的有効感（Ｃ５） －７．３６ ５．０４

４ 議論に時間（Ｄ２） －６．５６ ０．８０

５ 行政依存（Ｄ１） －５．１０ １．４７

６ 町内会（Ｂ５） －３．００ ２．１０

７ ボランティア団体やNPO（Ｂ６） －２．９３ ０．０７

８ その他の地域活動（Ｂ７） －２．８４ ０．０９

９ 最終学歴（Ａ７） －２．７１ ０．１３

１０ 市政への意見や提言（Ｂ３） －１．０２ １．７０

１１ 性別（Ａ１） －０．４４ ０．５８

表５ 説明力の高い上位５項目

順位 説明変数 カテゴリー
参加承諾

可 否

1

2

3

4

5

わたしも何ら
かの形で市政
やまちづくり
に参加したい

市民参加は議
論に時間がか
かり無駄であ
ると思う

まちづくりは
市に任せてお
けばよいと思
う

市民が参加す
ることで市政
や政策が良く
なると思う

市政やまちづ
くりに関心が
ある

非常に思う
ややそう思う
どちらともいえない
あまりそう思わない
まったくそう思わない
非常にある
多少ある
ほとんどない
まったくない
非常に思う
ややそう思う
どちらともいえない
あまりそう思わない
まったくそう思わない
非常に思う
ややそう思う
どちらともいえない
あまりそう思わない
まったくそう思わない
非常に思う
ややそう思う
どちらともいえない
あまりそう思わない
まったくそう思わない

18
22
7
1
0
21
27
0
0
29
16
3
0
0
0
0
12
23
13
0
2
9
23
14

43.9%
53.7%
17.1%
2.4%
0.0%
43.8%
56.3%
0.0%
0.0%
60.4%
33.3%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
47.9%
27.1%
0.0%
4.2%
18.8%
47.9%
29.2%

25
121
102
32
7
47
208
27
5
87
139
55
5
1
4
26
125
90
42
4
30
114
88
51

8.7%
42.2%
35.5%
11.1%
2.4%
16.4%
72.5%
9.4%
1.7%
30.3%
48.4%
19.2%
1.7%
0.3%
1.4%
9.1%
43.6%
31.4%
14.6%
1.4%
10.5%
39.7%
30.7%
17.8%
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つぎに３変数の組み合わせ（三重クロス集計表）からAICを計算した結果を用いて、
どのようなモデルが最良であるかを検討する。
表６はAICが負の値をとるモデルのうち、その数値が小さい順に整序させたリストで
ある。分析結果から、最適なモデルは２次元クロス分析と同様に、「参加意欲」（Ｄ８）
であることがわかる（AIC、－２２．８７）。上位モデルをみると、「市政等への関心」（Ｃ
１）、「政治的有効感」（Ｃ５）、「市民参加は議論に時間がかかり無駄である」（Ｄ２）、
「まちづくりは市にまかせておけばよい」（Ｄ１）」などは、それ自体が単独で説明力が
高い。一方で、「参加意欲」（Ｄ８）＋性別（Ａ１）」（AIC、－１５．４７）が２番目に説明
力が高い。この点につき、参加承諾の可否を「参加意欲」「性別」との３次元クロスで
分析すると、参加意欲が非常に高い男性の参加承諾率は５５．０％であるのに対し、参加意
欲が非常に高い女性の参加承諾率は３０．４％で顕著な違いが見られた。

表６ 参加承諾可否の説明モデル

順位 モデル AIC統計量 AIC値の差

１ 参加意欲（Ｄ８） －２２．８７

２ 参加意欲（Ｄ８）＋性別（Ａ１） －１５．４７ ７．４０

３ 政治的関心度（Ｃ１） －１２．４０ ３．０７

４ 政治的有効感（Ｃ５） －７．３６ ５．０４

５ ボランティア団体やNPO（Ｂ６）＋参加意欲（Ｄ８） －６．６２ ０．７４

６ 議論に時間（Ｄ２） －６．５６ ０．０６

７ その他の地域活動（Ｂ７）＋参加意欲（Ｄ８） －５．９２ ０．６４

８ 行政依存（Ｄ１） －５．１０ ０．８３

９ 市政への意見や提言（Ｂ３）＋参加意欲（Ｄ８） －４．９６ ０．１４

１０ 説明会（Ｂ２）＋参加意欲（Ｄ８） －４．５６ ０．４０

１１ 町内会（Ｂ５）＋参加意欲（Ｄ８） －３．７２ ０．８４

１２ 町内会（Ｂ５） －３．００ ０．７３

１３ ボランティア団体やNPO（Ｂ６）＋議論に時間（Ｄ２） －２．９９ ０．０１

１４ ボランティア団体やNPO（Ｂ６） －２．９３ ０．０６

１５ その他の地域活動（Ｂ７） －２．８４ ０．０９

１６ 最終学歴（Ａ７） －２．７１ ０．１３

１７ 政治的関心度（Ｃ１）＋性別（Ａ１） －２．４８ ０．２４

１８ ボランティア団体やNPO（Ｂ６）＋性別（Ａ１） －２．４２ ０．０６

１９ 市民公募（Ｂ１）＋参加意欲（Ｄ８） －２．１９ ０．２３

２０ 町内会（Ｂ５）＋性別（Ａ１） －１．９５ ０．２４

２１ その他の市政参加（Ｂ４）＋参加意欲（Ｄ８） －１．２６ ０．６９

２２ その他の地域活動（Ｂ７）＋性別（Ａ１） －１．１７ ０．０９

２３ 市政への意見や提言（Ｂ３） －１．０２ ０．１５
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また、「参加意欲（Ｄ８）」との組み合わせモデルとしては、「＋ボランティア団体や
NPO」（Ｂ６）」（AIC、－６．６２）、「＋その他の地域活動（Ｂ７）」（AIC、－５．９２）、「＋
市政への意見や提言（Ｂ３）」（AIC、－４．９６）、「＋説明会（Ｂ２）」（AIC、－４．５６）、
「＋町内会（Ｂ５）」（AIC、－３．７２）がそれぞれ第５位、７位、９位、１０位、１１位にラ
ンクインしている。したがって、参加承諾者は自身が何らかの形で行政やまちづくりに
参加したいという参加意欲が高く、ボランティア団体やNPOの行事に参加したり、行
政に対して意見表明（パブリック・コメント等）をしたことのある市民層であるものと
推察される。
第三節 参加意欲の規定要因
それでは、説明力の最も高い「参加意欲」がどのような要因から導かれるのであろう
か。「参加意欲」を目的変数として、３変数の組み合わせ（三重クロス集計表）からAIC
を計算した結果を用いて、どのようなモデルが最良であるかを検討した。表７は、AIC
が負の値となったモデルのうち、AIC値が小さい順に整序させたリストである。これを
見ると、「市政等への関心」（Ｃ１）が第１位となり、ついで第２位、第３位はそれぞれ
「行政依存」（Ｄ１）、「政治的有効感」（Ｃ５）であった。第４位は「市政等への関心」
（Ｃ１）＋「性別」（Ａ１）のモデルで、政治的関心度の高い男性が参加意欲も高いこ
とがうかがえる。「性別」以外の社会的属性としては「最終学歴」が見られる。高学歴
であるほど、参加意欲も高くなることが示唆された。

表７ 参加意欲の説明モデル

順位 モデル AIC統計量 AIC値の差

１ 政治的関心度（Ｃ１） －６１．２７

２ 行政依存（Ｄ１） －５７．７８ ３．４９

３ 政治的有効感（Ｃ５） －３８．１１ １９．６７

４ 政治的関心度（Ｃ１）＋性別（Ａ１） －３２．８７ ５．２４

５ 議論に時間（Ｄ２） －２５．８１ ７．０６

６ 市民で決定（Ｄ６） －２４．５３ １．２８

７ 行政依存（Ｄ１）＋性別（Ａ１） －２２．１０ ２．４３

８ 地元の熱心な人々（Ｄ７） －２０．５４ １．５５

９ 市民と市の協力（Ｄ４） －１４．５８ ５．９６

１０ 政治的有効感（Ｃ５）＋性別（Ａ１） －８．７１ ５．８８

１１ 専門知識（Ｄ３） －３．８２ ４．８９

１２ 最終学歴（Ａ７） －３．３１ ０．５０

１３ 市政への意見や提言（Ｂ３） －３．２６ ０．０６

１４ 市民公募（Ｂ１） －２．７０ ０．５５

１５ その他の市政参加（Ｂ４） －２．６１ ０．０９

１６ 説明会（Ｂ２） －１．９３ ０．６８

１７ 総合計画（Ｃ２） －１．７０ ０．２３

１８ まちへの誇り（Ｅ１） －１．０１ ０．６９
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第六章 結論

本研究では、群馬県高崎市で開催された無作為抽出型の市民討議会の開催に先立ち、
討議会の参加承諾者と非承諾者に対して実施されたアンケート結果をもとに、参加承諾
者の特徴を分析したものである。その結果、得られた知見を整理すると、次のとおりで
ある。
⑴ 市民討議会の参加承諾者は、非承諾者と比べて、所得や職業については違いが見
られなかったが、最終学歴の高い層で、女性よりも男性のほうが多かった２１）。

⑵ 市民討議会の参加承諾者は、町内会や地域の活動、ボランティア団体やNPOの
活動に参加した経験を有する市民層である。
⑶ 市民討議会の参加承諾者は、市民が参加することで市政や政策が良くなると思う
人々であり、市民参加は議論に時間がかかり無駄であるとは思っていない。
⑷ 市民討議会への参加を承諾するかどうかは、自身も何らかの形で市政やまちづく
りに参加したいという参加意欲に最も大きく依存している。その参加意欲は政治的
関心度の高さ、行政への依存心の低さ、政治的有効感の強さなどによって説明され
る。
それでは、無作為抽出方式の市民討議会はサイレント・マジョリティの背中を押せた
のであろうか。
第１に市民討議会の参加承諾者は、行政に関心が薄かったか、あるいは関心はあって
も、これまで自ら積極的に行政に対し意見を表明してこなかった市民層であったかどう
かという点である。前章の分析結果によれば、参加承諾者は討議前から「わたしも何ら
かの形で市政やまちづくりに参加したい」という意欲の高い人々であった。かねてより
「無作為抽出で募集しても、結果的には、参加意欲のある人々からしか市民パネルを構
成できない」という指摘（若松２０１０）もあったが、本事例ではこの点が実証されたこと
になる。また、参加意欲の高い人々は行政やまちづくりへの関心度も高く、行政への依
存心が低い傾向にあり、市民が参加することで行政や政策が良くなると思う市民層であ
る。そして、参加承諾者は、町内会や地域あるいはボランティア団体やNPOの活動に
参加した経験を有する人々であった２２）。
第２に参加承諾者はサラリーマンや主婦・主夫、学生などの立場にある人々であった
のかという点である。この点につき、職業については参加承諾者と非承諾者で統計学的
に有意な差は検出されなかった。つまり、サラリーマン層と考えられる常勤者、主婦・
主夫、学生の参加承諾率が特に高いというわけではなかった。また参加承諾者の職業の
構成割合をみると、常勤（３２．８％）、定年退職・無職（１９．７％）、自営（１８．１％）の順で
上位３位までを占めた。概して行政主催の審議会や委員会では平日昼間に開催されるこ
とが多いが、市民討議会は本事例のように土日開催が標準的である。そのため、土日が
休暇であるサラリーマン層の参加承諾が一定程度得られたのではないかと推察される。
しかし一方で、参加承諾者６１名のうち主婦・主夫層とみられる家事専業については６名
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であり、公募型市民会議と同様、若い学生の参加も３名とごく少数にとどまった。つま
り、自分でコントロールできる自由な時間（available time）が多い職業層に参加承諾者
が偏っているというわけではなかった。
以上のことから、本事例に限って言えば、「サイレント・マジョリティの背中を押
す」という効果は限定的であったといえよう。ただし、サイレント・マジョリティの背
中を押すためにはどのような工夫が必要かについては、今後議論の深化が待たれるとこ
ろである。本事例のように土曜日又は日曜日の開催を前提にしつつも、討議時間を短縮
し、かつ謝礼金を現状の５０００円より高めに設定することも考えられるが、弥縫策に過ぎ
ない。やはり行政やまちづくりへの関心を高めるための市民教育（citizenship educa-
tion）をより一層具体的に推進することが迂直之計ではないだろうか。
最後になるが、言うまでもなく上記の分析結果はあくまで一時点、一事例における分
析結果であり、直ちに一般化することは適切でない。また、今回は参加承諾者の特徴に
焦点を絞ったため、病気や事故、突然の予定変更といった偶発的な不参加理由について
は考慮しなかった。さらに、参加承諾率は討議会の日数、時間帯、曜日、会場までの距
離、謝礼金額、討議テーマへの関心、主催団体への信頼度等によっても影響を受けるこ
とが考えられる。したがって、今後は全国の実績データをできる限り幅広く収集し、参
加承諾率を向上させるためにはどのような条件を整えればよいかについて分析を行うこ
とが課題である。
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【注】

１）この点については、総合計画の策定過程において新たに無作為抽出型討議会を開催した小

田原市、和光市、船橋市、座間市、小金井市の各担当職員への聞き取り調査による（調査時

期：２０１１年１１月から１２月）。

２）田村（２０１０）によれば、「ミニ・パブリックス」とは、比較的少人数の人々が集まって熟議

するさまざまな場・フォーラムの総称である。

３）Fishkin（２００９＝２０１１）によれば、無作為抽出手法には、同じ規模のサンプルが町を代表し

ようと、都市を代表しようと、小さな国家、はたまたEU全体だろうと、統計上、目につくよ

うな違いはないので、社会の規模に限定されないという利点があるとしている。

４）市民討議会推進ネットワークの調査による。

５）柳瀬（２０１３）のように、サイレント・マジョリティを市民運動等に積極的に参画しようと

する市民層ではない、ごく一般的な人々と解する場合もある。
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６）同フォーラムは、いわゆる市民討議会として開催されたものではないが、無作為抽出をも

とにした方法により参加者を募った、日本で最も初期の事例の一つである。

７）井出（２０１０）は、年代の他、学歴、年収といった調査で聞きにくい属性も取り上げ、参加

者と非参加者の比較を様々な角度から行っていくことを今後の課題としている。

８）海保（１９９５）を参照されたい。

９）高崎市の人口は２０１１年９月３０日現在、３７５，８０５人（男性１８５，１７２人、女性１９０，６３３人）であっ

た。２００６年から三度の合併（倉渕村、箕郷町、群馬町、新町、榛名町、吉井町と合併）を経

て、２０１１年４月１日に中核市へ移行した。

１０）VOICE２０１１は高崎青年会議所と高崎市の共催で実施された。２０１１年９月３日（土）１２時３０

分から１８時及び同月４日（日）９時５０分から１７時３０分の１日半にわたり開催された。『描き出

そう！わたしたちのまち高崎～想像×創造＝未来像～』と題し、同市の今後のまちづくりに

おいて何がまちづくりの重要課題（施策）であるかが討議された。謝礼金については両日参

加の場合に限り５０００円が支払われた。

１１）層化２段無作為抽出法（１段階目は居住地域、２段階目は年代）によって行われた。アン

ケートの送付時に市民討議会の案内チラシ、参加依頼書、返信用の参加承諾ハガキが同封さ

れた。なお、参加承諾者は６２名であったが、抽選により５６名が選定され、開催通知書が送付

された。

１２）回収率２３．０％であったが、本稿でも取り上げた名古屋市での参加依頼アンケートの回収率

が２４．８％（前田ら２００８）、小金井市での回収率が２５．９５％（井出２０１０）であることから、ほぼ

同様の回収率であったと言える。なお、回答へのお礼を兼ねた督促葉書を調査対象者２０００名

全員に郵送し、回収率の向上に努めた。

１３）篠藤・吉田・小針（２００９）では、市民討議会の必要条件として、①参加者の無作為抽出、

②参加者への謝礼の支払、③公正・公平な運営機関、④参加者による小グループ討議、⑤報

告書公表を挙げている。

１４）VOICE２０１１の討議テーマでは政策代替案の是非を問う係争的課題ではなく、日常的関心に

属する内容である。このため政治的姿勢（支持政党、イデオロギー等）については調査測定

しなかった。

１５）「居住地域」は高崎、倉渕、箕郷、群馬、新町、榛名、吉井の７カテゴリー、「居住年数」

は１年未満、１年以上５年未満、５年以上１０年未満、１０年以上２０年未満、２０年以上３０年未

満、３０年以上４０年未満、４０年以上、５０年以上の８カテゴリー、「職業」は常勤、パート、自営

（商工業）、自営（農林水産業）、家事専業、学生、定年退職・無職、その他の８カテゴ

リー、「家族の所得額」は３００万円未満、３００～４９９万円未満、５００～９９９万円未満、１０００万円以

上の４カテゴリー、「最終学歴」は中学校・旧制小学校、高校・旧制中学校、短大・専門学校

・旧制高校、大学・大学院の４カテゴリーとした。

１６）AICは、多変量正規分布の枠内で精密に分析するc-AIC（又は有限修正されたAIC）、シミュ

レーションによってバイアスを直接計測しようとするEIC、解析的にバイアスを求めるTICな

どと比較すると、バイアスの評価にやや不正確な部分があるものの、適用範囲が広く、簡便
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であるという点で優れていると考えられる。

１７）Katsura and Sakamoto（１９８０）に詳しい。

１８）坂元（２０１０）を参照されたい。

１９）参加承諾者、非承諾者とも「高校・旧制中学校」の割合が最も高かったが、「大学・大学

院」の割合については参加承諾者が３５．５％であったのに対して、非承諾者では１９．４％であっ

た。

２０）VOICE２０１１２日目当日に実施した参加者アンケートにおいて、今回の市民討議会に参加す

る前に仕事やボランティア活動等でどのような分野に携わったことがあるかについて尋ねた

ところ、地域・自治２４％、健康・福祉２３％、教育・文化２２％、環境・安全１５％、産業・観光

１４％、都市・建設２％であった。

２１）坂野（２０１０）によると、過去に実施されたDPのうち、教育程度では統計的検定の結果が報

告されている１０事例中６事例で有意差が検出されており、高学歴者の参加率が高い傾向にな

ること、また性別では同１０事例中５事例で有意差が検出されており、男性の参加率が高い傾

向にあることが報告されている、という。

２２）地域活動の経験値が高いのは、参加承諾者の年齢層が高く、居住年数が５０年以上の割合が

最も高いことなどが影響しているものと考えられる。
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