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This article describes the role of development councils in an urban area of France. Development councils are tools of 

participatory democracy and appear to show the will of civil society. These bodies were established legally by the acts 

MAPTAM in January 27, 2014, and NOTRe in August 7, 2015. This article gives the background to and legal 

position of the development councils and describes the specific example of the Eurometropole in the urban area of 

Strasbourg. A good influence on local democracy is to be expected from development councils, with such benefits as 

the activation of public debate, greater citizen participation, the use of expertise in decision making, and the growth 

of social networks for urban development among local players. 
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はじめに 

本稿は、フランスにおいて都市や広域圏に設置された開発評議

会（Conseil de développement）を紹介する。開発評議会の役割

は、市民、経済界、市民団体の代表が集まり、地域の課題や将来

設計について話し合い、議会や行政に市民社会の声を届けること

である。開発評議会は、都市成長やまちづくり全般に関わる事柄

について、提案書や報告書を作成している。 

開発評議会を紹介するにあたって、まず問いにあがるのは、議

会があるにもかかわらず、市民代表が集まり、公共的議論を深め

る必要がなぜあるのだろうかという点である。フランスの国政レ

ベルでは、上院(Sénat)や下院(Assemblée nationale)に対して、

第三の議会と呼ばれる経済社会環境評議会(Le Conseil 

économique, social et environnemental :CESE))が存在してい

る。また、州レベルにおいても、州議会に対して、州経済社会環

境評議会(Conseil économique, social et environnemental 

regional:CESR)が設けられている。フランス民主主義の特徴は、 

選挙で選ばれた議員から構成された議会だけではなく、国、州、

そして、地域レベルにおいても、市民代表や団体代表が集まる評

議会が活用されている点にある。 

これら経済社会環境評議会、州経済社会評議会、そして、都市

部での開発評議会も、フランスでは市民同士が直接に議論する空

間として、参加民主主義の制度と位置付けられている。健全な民

主主義には、オープンなコミュニケーションの場がなければなら

ないと考えられている。 

 フランスにおける民主主義やまちづくりのキーワードには、熟

議（Débat）や近さ（Proximité）などが挙げられる。これらは、

熟議民主主義や近隣型民主主義といった民主主義の理論から導

かれているものであり、ここで重要なことは、市民が、議員や行

政職員と共にまちづくりについて話し合う機会を持ち、まちづく

りを身近なものとして受け入れる機会を持つことである。日常的

な民主主義を回復することが、より良い政策決定に繋がっていく

ことになる。 

都市部や広域圏における開発評議会は、二つの法に基づいて設

置されている。2014 年 1 月 27 日法の「地方行政活動とメトロ

ポール確立に関する法律(loi n °2014-58 du 27 janvier 2014 

de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles―（MAPTAM法)」、2015 年 8 月 7 

日法である「共和国の新たな地 方組織に関する法律(loi no 

2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République―（NOTRe 法)」である。 

本稿では、これら二つの法によって生まれた開発評議会の役割

とその活動について紹介する。第二章は、開発評議会の設立背景

と法的整備、第三章は、ストラスブール・ユーロメトロポールの

事例を紹介し、今後の展望を述べることにしたい。 

 

２章.開発評議会の役割 

2－1 開発評議会と地域民主主義 

 開発評議会の役割については、開発評議会全国連絡会

（Cordination Nationale des Conseils Développement:CNDP） 

が冊子を作成しており、本稿では、それを基に紹介する。 

  開発評議会は、都市部においては、課税権を有する20万人

以上の広域自治体連合（Métropole、communautés urbaines, 

communautés d'agglomérations、communautés de communes）、ま

たは、農村部における、ふるさと圏（Pays）や地域農村部均衡拠

点（pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)にある。 

開発評議会に期待されていることは、市民社会と議会との間で、
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地域の課題を共有し、双方の信頼を高めることである。注意して

おきたいことは、市民による公共的議論が、議員の決定権を制限

するためのものではなく、むしろ、代表民主主義の質を高めよう

としていることである。議会と行政は、市民社会の意見を参考に

し、円滑な政策立案に役立てることもできれば、市民も、地域政

治や政策などまちづくり全般に触れる機会を得ることもできる

ようになる。 

CNDPは、開発評議会を以下にまとめている。 

開発評議会の役割は、第一に、社会的な結合を通じて、公的な

政治を改善すること、第二に、意思決定プロセスを充実させるこ

と、第三に、地域の主要な課題を共有すること、第四に、市民と

議員との間で信頼関係を回復することなどを挙げている。 

 開発評議会は、市民社会の姿を顕在化させる役割も持っている。

何故なら、経済、社会、文化、教育、環境、市民団体、市民一般

公募からなる代表者は、彼らに関わる利益・関心について、集団

の意見と意思を明確にできるからである。日本やフランスにおい

ても、情報公開や市民協働が叫ばれて久しいが、両国で共通する

ことは、まちづくりの動向を多くの市民に伝えなければ、政治、

行政、民主主義の活性化は難しいということだ。 

 要約してみると、開発評議会は、代表民主主義の持つ決定権に

直接影響を与えることを意図しておらず、地域のイニシアチブを

高めるための制度といえる。そして、市民を巻き込む意味で、地

域民主主義を活性化させる役割を担っている。 

 

2－2 開発評議会の法的位置づけについて 

 続けて、共和国の新たな地方組織に関する法律が、開発協議体

をいかに位置づけているかを紹介する。図表１には、開発評議会

に関する部分を筆者が翻訳したものである。要約すると、第一に、

開発評議会は、20 万人以上が生活する税源を持つ広域行政体に

設置され、評議会は、社会、文化、教育、科学、環境、アソシエ

ーションの代表により構成されている。第二に、開発評議会は、

広域行政体内部の審議会によって設置が検討され、無報酬である。

第三に、開発評議会は、任意に設置できる。第四に、広域行政体

におけるまちづくりを協議することができる。第五に、活動報告

書を作成する。 

 開発評議会は、法律によって設置されているが、地域の特色に

応じて、運営の方法は異なっている。ボルドー市やナント市では、

法律が施行される以前から自主的に運営されているところもあ

れば、ストラスブール市のように新しく設置した都市もある。新

たに都市部で開発評議会が設置されている背景には、都市部の人

口集積に併せて、市民自治も強化し、まちづくりを総合的に検討

する必要性が高まっていることがある。以上のように、フランス

では参加民主主義の制度的な発展が確認できる。それでは、設置

した都市は、開発評議会をどのように活用しているのだろうか。 

 

【表－1】共和国の新たな地方組織に関する法律について 

« Le conseil de développement  

« Art. L. 5211-10-1.-I.-Un conseil de développement est mis 

en place dans les établissements publics à fiscalité propre 

de plus de 20 000 habitants.  

« Il est composé de représentants des milieux économiques, 

sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 

environnementaux et associatifs du périmètre de 

l'établissement public.  

« Par délibérations de leurs organes délibérants, des 

établissements publics contigus peuvent décider de créer et 

d'organiser un conseil de développement commun compétent pour 

l'ensemble de leurs périmètres.  

 

開発評議会は、人口 20 万人以上の課税権を持つ広域行政組織に

設置される。広域行政組織一体における経済、社会、文化、教育、

科学、環境、アソシエーションの中の代表から構成される。 

 

« II.-La composition du conseil de développement est 

déterminée par délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale.  

« Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent 

être membres du conseil de développement.  

« Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont 

pas rémunérées.  

 

開発評議会の構成は、広域行政組織間における審議機関の話し合

いによって決められる。コミューン連合もしくはメトロポールの

議員は、評議員のメンバーにはなれない。開発評議会のメンバー

の任務は、無報酬である。 

 

« III.-Le conseil de développement s'organise librement.  

« L'établissement public de coopération intercommunale 

veille aux conditions du bon exercice de ses missions.  

 

開発評議会は、任意で設置される。広域行政組織は、そのミッシ

ョンの適切な遂行を監督する。 

 

« IV.-Le conseil de développement est consulté sur 

l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de 

prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi 

que sur la conception et l'évaluation des politiques locales 

de promotion du développement durable du périmètre de 

l'établissement public de coopération intercommunale.  

« Il peut doner son avis ou être consulté sur toute autre 

question relative à ce périmètre.  

 

開発評議会は、地域計画の検討や、その計画による見通しや構想

に関する文書の作成、更に、広域行政体一帯に関わる持続可能な

開発を推進する地域政治の概念と評価について協議する。この一

帯に関係するすべての課題について意見を出し、協議をすること

ができる。 
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« V.-Le conseil de développement établit un rapport 

d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale.  

 

開発評議会は、広域行政体での審議機関によって審査され、話し

合われた活動報告を作成する。 

 

CNDPは、開発評議会で期待される成果について 8つ挙げてい

る。 

 

・地域に関する公共議論を活性化させること 

・理解を共有し、専門知識を評価する：決定の一助となること 

・地域プレーヤーのネットワークを活性化させること 

・地域活性化 

・人々を感化させ、巻き込ませる：もうひとつの公共を生み出す

こと 

・行動と計画を持ち入れ、集団のイニシアチブを実験すること 

・利用できる専門知識を生産すること 

・市民のイニシアチブと計画を評価すること 

 

興味深いことは、開発評議会が市民社会の縮図を表しており、

議論の積み重ねは、連帯と連携を促し、ソーシャル・キャピタル

の底上げになることである。次章では、開発評議会がいかに活用

されているのかについてストラスブール・ユーロメトロポールの

事例を紹介する。 

 

３章.開発評議会の事例紹介 

3－1 ユーロメトロポール開発評議会の目的と構成 

開発評議会は、2015年1月30日にユーロメトロポール議会の

決定を受け、5月 29日に設置された。ユーロメトロポール開発

評議会は、33 のコミューンに加えて、国境を越えたドイツのケ

ール市も加盟している。ユーロメトロポール開発評議会では 20

年間という長期の発展計画に対して、市民が何を望んでいるのか

というコンセプトを集約し、整理している。 

 構成メンバーとして、3年任期の114名の評議員が参加してお

り、ユーロメトロポール、もしくは、ドイツで生活し、働いてい

る人も、参加することができる。選出方法には、市民自身の立候

補、抽選、指名による三つの方法が取られている。内訳を見てみ

ると、市民立候補（57名：425人立候補）、指定された職業種（40

名：200分野）、欧州、ドイツ、越境する国際機関代表者（17名）

からなる。指定された職業種には、ＮＰＯ関係者、大学教員、都

市プランナー、ジャーナリストなどが含まれており、国際機関代

表者には、カールスルーエの行政関係者、オーフェンブールの商

工会議所メンバーも含まれている。評議員の参加率が 50％を超

えるなど、積極的な参加もユーロメトロポールの特徴である。 

 ユーロメトロポール開発評議会では、活動指針を明確にするた

めに憲章を定めている。その内容は、第一に、人間中心主義、第

二に、多様性における市民協働の尊重、第三に、オープンかつプ

ラグマティックな施策、第四に、任用中の自由の保護、党派性を

帯びず独立することである。続けて、四つのミッションが定めら

れている。第一に、公共サービスと政治の質を改善すること。第

二に、メトロポールのネットワークの中に、広域体を位置づける

こと。第三に、市民主導でユーロメトロポール及び都市圏の文化

をよりよく評価すること。第四に、外部に開かれた対話と地域民

主主義によって新しい空間を創出することである。 

 開催数を見てみると、総会については、2015年が 3回、2016

年が 6回、2017年は、3回程の開催が見込まれている。25名程

から構成される部会は、月に約1回開催されている。 

 

3－2．都市計画に対する開発評議会の提案 

 ストラスブール市は、路面電車を中心とした公共交通の都市、

自転車の利用しやすい都市、環境に配慮した都市、世界遺産のま

の都市、大学と連携したイノベーションの都市など様々な評価を

受けている。経済圏を見てみると、ストラスブール市から 200

キロ圏内に3500万人を要する欧州の拠点都市にもなっている。

ストラスブールは、欧州各国からの投資や企業を呼び込むために、

生活者重視の住みやすいまちづくりを展開してきた。近年は、車

道と信号の整備、エコロジーなモビリティなど都市交通、水道水、

清掃、都市計画、住宅建設、経済開発、国際的なWaken地区の開

発、文化支援や図書館の連携などに力を入れており、広域自治体

内のバランスを考慮するためにも、市民の意見を拾い上げようと

している。 

2015 年のユーロメトロポール開発評議会では、三つのテーマ

が取り上げられた。それらは、インターネット利用者におけるデ

ジタル社会の使い方、市民参画で起こすエネルギー転換、ストラ

スブール広域自治体の都市計画である。評議員は、これらのテー

マについて56の提案を含んだ年次報告書を作成し、それらをユ

ーロメトロポールの議長と議員に提出している。併せて、報告書

は、33 のコミューン、商工会議所、県などパートナー団体に送

付されている。 

 

 
【写真-1】2015年ユーロメトロポール開発評議会・年次報告書 
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【写真-2】エネルギー転用（左）とデジタルの活用（右）に関す

るポスター 

 

続けて、2016 年度の都市計画に関する提案を紹介する。フラ

ンスの都市成長戦略は、地方分権とも関わっている。新しい成長

のために、国から地方への権限委譲を進める地方分権を行ってい

き、より効率的な政策をするために、市民参画を必要とするとい

うことだ。つまり、国土開発や都市成長に対応するために、州制

度や広域都市連合を整備してきたのである。 

ストラスブール市も、ドイツの国境を接する都市として、また、

欧州議会を抱える欧州首都として、都市の優位性を磨きながら、

ユーロメトロポールまで段階的に発展してきた。1966年12月31

日、27 のコミューンによる CUS（Communauté Urbaine de 

Strasbourg）が誕生した後、2010年以降には、93万人の人口を

抱えるユーロディストリクトの中でパートナーシップを強め、ラ

イン川を越えた都市政策を考えるようになった。2015 年 1 月 1

日MAPTAM法により、ストラスブール・ユーロメトロポールが設

置され、2017年1月1日には、33のコミューンへと拡大した。 

ストラスブール・ユーロメトロポールは、フランスにある 14

のメトロポールの中で、国境を越えた戦略に特徴がある。開発評

議会においても、国際的位置づけを考慮しながら、住民と企業に

とって魅力的な都市圏の構成を目指している。更に、2010 年 7

月 12日のグルネル法によって、PLUといった都市開発プランに

気候対策や持続可能な開発が加えられるようになる。 

特に、開発評議会は、ユーロメトロポールが立案した都市計画

案に対して、「欧州とライン流域圏に影響のあるメトロポール」、

「プロキシミテなメトロポール」、「持続的なメトロポール」とい

う三つの目標に掲げ、経済発展に併せて、人間的な規模、連帯、

価値観の保持を要求している。 

開発評議会の提案は、経済成長に留まらず、社会的連帯の強化

を目指している点が興味深い。例えば、無秩序な都市圏の拡大で

はなく、農業や自然環境への配慮や、公園や文化・スポーツ施設

の活用などにも目が向けられている。 

その中で、開発評議会は、都市計画プラン（PLU）に対して、

注意すべきことも提示している。第一に、経済開発によって、住

宅不足が生じること、第二に、公共交通は重要であり、自転車優

先道路も伸びているが,新しい提案が盛り込まれていないこと、

第三に、生物多様性の実現に向け、動物や植物への緑と水の道を

延長し、都市農園の拡大によって、市民が快適な暮らしにアクセ

スできるようにすることである。 

 

 

【写真-3】都市計画（PLU）に関するポスター 

 

3－3．多様な市民参画制度の設置 

住みやすい都市には、雇用創出、自転車・自動車・路面電車・

飛行機などの移動手段、住宅建設、公共空間の整備など、まちづ

くりの総合戦略が不可欠である。 

ユーロメトロポールでは、地区評議会（Conseil de Quartier）

から開発評議会に至るまで、市民参加の行政窓口が集約されてい

る。地区評議会は、住民が地理的に分けられる生活空間を基盤と

してまちづくりをするが、開発評議会は、市民団体、経済団体、

環境団体による市民社会の意見を明らかにする。これら多様な参

加の制度があるおかげで、個人の意見と団体の意見の双方が明白

になる。例えば、住民集会でアンケートを適宜行っても、住民が

抱える個別の利益や関心に意見が留まってしまう危険性がある。

反対意見の場合に声が強まり、また、年齢層や地域に偏りが出て

くることも否めない。そのような場合に、開発評議会は、世代や

職種を含めたバランスの取れた情報を抽出することでまちづく

りの意見を知ることができるのである。 

 

むすびにかえて 

これまで開発評議会に関するCNDPの報告や法的基盤、ユーロ

メトロポールの事例を紹介してきた。ここではじめにの問いを受

けて、開発評議会の役割を整理したい。それらは、第一に、代表

民主主義を市民社会の参画によって支えること、第二に、都市成

長に市民社会の視点を導入すること、第三に、市民主体でまちづ

くりを検討することである。 

市民参画は、時間も手間もかかってしまう。しかし、議会や行

政は、それらの市民の力を巧く活用できれば、円滑に政策を立案

することもできるのである。 

開発評議会は、代表民主主義を支える参加民主主義の制度であ

り、行政や議会が描いた成長戦略と、市民社会の意見を照らし合

わせることが可能となる。代表と市民との距離を引き付け、一体

性を保つために有益であるといえる。 

本稿で取り上げたストラスブール・ユーロメトロポールは、
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2017 年に路面電車がドイツのケール市にまで伸びたことや、医

療産業集積地の開発、自転車道の整備が進められ、まちづくりが

大きく進展している都市である。しかしながら、欧州議会の移転

議論、移民・難民の増加、中心地市街地の地価上昇などの課題も

出てきており、まちづくりの挑戦が続けられている。ストラスブ

ール市は、フランスとドイツとの度重なる戦争を経て誕生した歴

史と文化があり、それが、欧州首都を形成させてきた。現在、パ

リ市、ブリュッセル市、フランクフルト市、カールスルーエ市な

ど、都市間競争が激しくなり、欧州首都が、魅力ある首都として

機能し続けられるかは、楽観できるものではない。ただし、その

危機意識が、開発評議会など参加民主主義を必要とし、まちづく

りを動かしているのである。 
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