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マルチステークホルダープロセス事例による課題の抽出
－自治体での社会課題解決に向けた具体的プロセスの調査準備－
浦田 有佳里※1
※1 TIS 株式会社 ビジネスイノベーション事業部 PMO ビジネス推進部

概要：デジタル庁の創設、COVID-19 後の社会、社会全体が変わっていくことを多くの人が感じている。SDGs や
Society5.0 などは、地方に広がっている。自治体や行政において、地域課題の解決は重要である。自治体は多く
の施策を進めているが、社会課題には多様なステークホルダーを巻き込み進めていくことが必須になっている。利
害関係があるステークホルダーの合意形成を行う方法としてマルチステークホルダープロセスの適用が必要であ
る。本報告書では、マルチステークホルダープロセスの適用について、具体的なプロセスを策定するために地域や
自治体での事例を調査し、課題点を抽出し、関係者へのインタビューを行うためのインタビュー項目を作成する。
キーワード：社会課題、地域、合意形成、自治体、ステークホルダーマネジメント、SDGs、インタビュー
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Identifying Issues Through Multi-Stakeholder Process Cases
– Preparation of a Study of Specific Processes for Solving Social Problems in Municipalities –
Yukari URATA※1
※1 PMO Business Dept., Business Innovation Div., TIS Inc.

Abstract: The creation of the Digital Agency, the post-COVID-19 society, and society as a whole are changing, many people
feel that the SDGs and Society 5.0 are spreading to rural areas. Solving local problems is important for municipalities and
governments. Local governments are implementing many policies, but it is essential to involve various stakeholders in social
issues. It is necessary to apply the Multi-Stakeholder Process as a way to build consensus among interested stakeholders. This
report examines case studies in regions and municipalities to formulate specific processes for the application of the MultiStakeholder Process, extracts issues, and develops interview items for interviews with stakeholders.
Keywords: Social Issues, Regions, Consensus Building, Municipalities, Stakeholder Management, SDGs,
Interviews

1. はじめに

必要になってきている。ステークホルダー全体で施策
を進めていくための取り組みをマルチステークホルダ
ープロセス（以降 MSP）と呼ぶ。この MSP の取り組み
は試行錯誤されており、その必要性や事例の報告書は
いくつか公開されている。しかし、MSP の具体的なプ
ロセスや評価については確立されていない。本報告書
では、MSP の事例から課題や上手くいったポイントを
洗い出し、MSP を実施した関係者へのインタビュー質
問項目を作成することをめざす。そして、今後、MSP
の具体的なプロセスを確立させるための第一歩とする。

デジタル庁の創設が決まり、行政のデジタル化は急
速に進むと思われる。自治体のデジタル化や社会シス
テム[1]の構築が進んでいく。政府の地方創生の後押し
もあり、COVID-19 の影響も受け、首都圏だけでなく、
地域での Society5.0 や SDGs の施策もデジタル化と同
様に進んでいくことが想定される。マイナンバーカー
ドの普及にも拍車がかかる。ゼロ・カーボンシティと
いった環境問題の地域での取り組みも必須になってき
ている。社会全体が変わる中、地域での社会課題の解
決が急務であり、その解決に向けた推進が必須になっ
ている。しかし、その取り組みは簡単には進まない。
社会課題の解決には、そこに関係する多くのステーク
ホルダー全体での推進が必要になる[2]。例えば、行政
における NIMBY（Not In My Back Yard）のような事態
が発生する場合にコンフリクトが解消しない。環境問
題、社会課題の解決には住民やメディアなどを巻き込
み、ステークホルダー全体で施策を進めていくことが

2. ステークホルダーを巻き込んだ取り組み
地域の課題や住民に影響のある社会課題のような多
くのステークホルダーに関連する課題の解決のプロジ
ェクト・プログラムに関して、分野、立ち位置、価値観
が異なる多様なステークホルダーを巻き込みながらプ
ロジェクトを進める必要がある。特にステークホルダ
ーの利害関係がある場合には全体の合意形成が難しく
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なる。ある社会課題に対して、ソリューションとして
のプロジェクト遂行には、図 1 の環境省の地域循環共
生圏づくりプラットフォーム事業例[3]のように自治
体・企業・学校・金融・メディアなど多くの組織のステ
ークホルダーを調整し、協働する必要がある。企業が
地域の課題解決に向け、ソリューションを提案する、
導入する際も同様である。良いソリューションであっ
ても、実際に利用する市民や地域の関係者を巻き込み
進めないと広がらないし、定着せず、事業として成り
立たない。

図 1

民を巻き込んだパーソナルデータの利用実験など、自
治体レベルのものもある。今回の研究では、対象を日
本の自治体・行政のレベルで進める。以下の表１のよ
うに、いくつかの MSP の事例について収集した。収集
した事例は、MSP の必要性やその条件などについて、
整理を行った。この中から MSP を実施して成功した事
例と MSP を実施せずに進めプロジェクトが延期にな
った事例について説明する。
表1

MSP 事例整理項目

プロジェクト遂行のステークホルダー例

出典：「地域活性化のための地域循環共生圏」［3］

このようなプロジェクトやプログラムでは、MSP を実
施することで、利害関係のあるステークホルダー全体
で前進し、動いていくことができる。

4.1 MSP が成功した事例
収集した事例の中で成功している事例について、紹
介する。名古屋市の藤前干潟埋め立て計画アセスメン
トに伴う行政と市民の対立からはじまり、市民、事業
者、自治体、研究者などが事実やそれぞれの立場での
見解を明らかにし、全関係者が同じ認識をすることに
より、自分事として議論を進めることができた事例で
ある[4]。この事例も現在では市民と事業者がコラボレ
ーションをしながら推進を行っているが、当初は自治
体を含め利害の対立があり、長期にわたり、MSP を続
けていくことで、現在のように当事者意識が作られて
いった。当初は対立点の議論になかなか進まず、共通
点を見出すディスカッションとなっていたが、ファシ
リテーションにより、対立点を洗い出し、同じ情報を
持ちながら討議をするといったことを進めていった。

3．マルチステークホルダープロセスとは
1992 年 6 月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開
催された国際会議（通称：地球サミット）で採択・合意
され、持続可能な開発を実現するための具体的な行動
計画である「アジェンダ 21」では、
「複数のステークホ
ルダーが意思決定のプロセスに関与し、役割をはたし、
合意形成を行う」といったメッセージが発信されてい
る。これを MSP の起源として、世界の環境問題や国を
跨いだ意思決定、森林問題などの大きな課題からごみ
処理などの自治体レベルで対応する問題までに適用さ
れる仕組みとなっている。内閣府や環境省など政府に
おいても、この MSP を推奨し、政府が主催する会議に
も取り入れてきた。
MSP とステークホルダーマネジメントの違いとして
は、MSP はステークホルダーが「対等な立場」で、
「意
思決定に参加」するという特徴がある。

4.2 MSP が必要であったが実施しなかった事例
画像センサー（監視カメラ）を利用した人流調査と
して、災害発生時における安全対策等への利用可能性
の検証を行う実証実験を行う計画がプレスリリースさ
れた後に、市民団体・一般市民より多数の懸念事項が
寄せられた。メディアからも懸念に関して報道され、
弁護士会からの懸念点の提出もあり、計画は一旦延期

4. MSP の事例
MSP の適用に関しては、環境問題や、国と国の取り
決め事など、大きなものから、地域でのごみ問題や市
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をすることとなった[5]。この事例は、MSP を実施せず
に実施者が推進しようとし、ステークホルダーから大
きな反対にあった事例である。MSP の必要性の判断を
行う必要があったと考えられる。

６） 組み合わせたラベルのかたまりに表札をつける
７） ラベルのかたまり同士でつながりがあるかを探
し、線でつなぐ
８） つないだ線に表札をつける（図 4）
９） 作業６と作業７の表札をインタビュー項目とし
てあげる
アンケート結果や課題やポイントからある程度イン
タビュー項目は洗い出すことは可能であるが、さらに
KJ 法により、あらかじめ設定した分類では表出されな
い内容について、インタビュー項目をあげた。また、
ラベル作成時に参考にした文献は以下の 4 点である。
 「市民参加による循環型社会の創生をめざしたステ
ークホルダー会議の評価」, 柳下（2004）[7]
 「アグリパークでの三者による連携・協働の成果と
課題」, 真柄正幸[8]
 「マルチステークホルダーアプローチ 環境省
EPC」, EPO 北海道[9]
 「MSP の課題と研究の必要性_インターネットマル
チステークホルダーガバナンス」, 内海正巳，（2018）
[10]
ラベルの分類により、17 個のインタビュー項目を作成
し、
KJ 法により 24 個のインタビュー項目を作成した。

4.3 MSP の必要性
4.1 の事例のように 3 者以上のステークホルダーの
利害関係がある事例において、数年以上の時間をかけ
て MSP を進めていくことで、参加者が当事者意識を持
つようになり、主体的に活動するようになった。また、
相互理解が進み、全体最適に向かい、進めることがで
きるようになった事例と、4.2 の事例にある MSP が必
要と考えられるのに実施しておらず、市民からの反対
にあい、延期することとなった事例を見ると、市民を
含む 3 者以上のステークホルダーが関わる社会課題に
おいては、MSP の必要性を検討する必要があるのでは
ないかと考える。しかし、MSP の具体的プロセスは確
立されておらず、どのように進めれば良いか明確にな
っていない。MSP を実施し、多くの社会課題の解決の
ために役立てられるよう、行政・自治体向けのガイド
ラインの作成をめざす。

5. MSP の事例からの分析
日本での MSP 事例は多くは見られない。しかし、
MSP という名称ではなく、地域や行政では行われてい
ることがある。例えば、円卓会議やステークホルダー
ミーティング、市民パネルと呼ばれたりしているもの
も MSP に含まれる形式になっている場合もある。
実際に MSP を実施した関係者へのインタビューか
ら MSP のポイントを抽出し、MSP の具体的なプロセ
スを導き出し、その効果について検証したいと考える。
まずは、準備として MSP の事例から振り返りやアンケ
ート回答を抜き出し、課題やポイントの抜き出しを行
い、インタビュー項目を作成する。

図2

ラベル作成

5.1 インタビュー項目の作成方法
インタビュー項目の作成については、以下の手順で
行う。
１） 複数の MSP 事例の関係者アンケートや事例の
論文から課題や実施ポイントを 1 行程度の文章
で抜き出し、ラベルを作成する（図 2）
２） 会議の実施に必要な分類分けを行う
３） 分類分けをしたものに 1 行程度で表札をつける
この表札をインタビュー項目としてあげる（図
3）
４） 再度ラベルをバラバラにする
５） KJ 法[6]によりラベルを組み合わせられるもの
は集める

図3
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5.2.2 KJ 法による抽出インタビュー項目

図4

・アウトプットの種類はどのようなものですか
・MSP 実施中のモチベーションはどのように維持
しましたか
・協議資料は共有されていましたか
・過去の資料はファイルシステムやクラウドで共有
されていましたか
・セクターの違いで理解できなかったことは
・対話への期待はどのようなものでしたか
・対話での成果は期待どおりでしたか
・いくつのセクターが参加していましたか
・ステークホルダー全体や関連が見える資料が
ありましたか
・会議の全体像・長期のスケジュールはありまし
たか
・役割にはどのようなものがありましたか
・MSP の間に気をつけた行動や頑張った行動は
ありますか
・専門家については、どのような印象ですか
・どのような討議に時間が欲しかったですか
・どのくらいの回数が必要だと思いますか
・どのくらいの時間が必要だと思いますか
・セクターとしてと、個人の意見の相違はありまし
たか
・目標を見失ったことはありましたか
・譲れない対立がありましたか
・譲れない対立の解決はどのように行われ
ましたか
・会議の準備は十分だったと感じますか
・準備が足りていたもの、足りていなかったものは
何ですか
・不要だったと思われる会議はありますか
・解決のポイントとなる会議はどのような会議で
したか
以上、24 個のインタビュー項目を作成した。

KJ 法によるインタビュー項目作成

5.2 インタビュー項目の内容
実際に MSP を実施する関係者へのインタビューの
ための質問項目を以下のように作成した。

5.2.1 分類整理による抽出インタビュー項目
１）会議の準備
・関連する多様なセクターを多く集められていたか
２）会議の進め方
・会議の設計が十分と考えられるか
・目的や情報の共有状況が十分であったか
・討議時間や頻度の確保が十分であったか
・役割が明確になっていたか
３）会議を進める人材
・会議のファシリテーションは適切だったか
・ファシリテータ―は課題に関する知識が十分で
あったか
４）参加者の行動
・前向きに合意形成を行う活動ができたか
・対立・異なる意見の存在を知り、その背景を理解
する行動ができたか
・ステークホルダーと専門家との意見の相違が
あったか
・時間をかけた対話により個々の参加者の考え方の
変化があったか
・セクターによる立場の違いや背景を参加者が
正しく伝えられていたか
・会議の中でセクターごとの公平性があったか
５）成果
・MSP により目標する成果を出すことができたか
・参加者の見解の一致点、相違点が理解できたか
・課題内容について専門家がシナリオに落とせてお
り、参加者は理解できたか
・議事録や途中成果物の整理により共通認識が
進んだか
以上、17 個のインタビュー項目を作成した。

6．おわりに
本報告書では、MSP の課題やポイントを抽出し、具
体的なプロセスを作成するための MSP 実施関係者へ
のインタビューのための質問項目を作成した。今後は、
このインタビュー項目を使用するためにインタビュー
項目の追加を行い、内容をさらに精査する。精査した
インタビュー項目により、半構造化面接を行い、行政・
自治体向け MSP のガイドライン作成を進めたい。
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本報告の一部は、プロジェクトマネジメント学会 2020
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