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PRESS RELEASE  2021/3/11      
 

 

全国初の「気候市民会議」の成果をシンポジウムで報告 
 

【概要】 
温室効果ガス排出実質ゼロの脱炭素社会をどのように実現すべきかについて，くじ引きなどで選ば

れた一般の市民が議論し，その結果を気候変動対策に生かす「気候市民会議」と呼ばれる会議が，2019
年頃から欧州などの国や自治体で開かれるようになっています。この気候市民会議を，北海道大学や大
阪大学，国立環境研究所などによる共同研究の一環として，札幌市の協力を得て，2020年 11月から 12
月にかけて全国で初めて札幌で試行しました。 
「気候市民会議さっぽろ 2020」と題したこの会議では，16歳以上の札幌市民から無作為抽出によっ

て選ばれた 20人が，「札幌は，脱炭素社会への転換をどのように実現すべきか」をテーマに計 4回，16
時間にわたりオンラインで話し合いました。投票でまとまった会議結果は，今年 1月に速報版の報告書
として公表し，札幌市にも正式に報告されました。 
このたび，全国初のこの気候市民会議の試行について報告し，会議結果や，試行を通じて得られた経験・
知見をどのように生かすべきかについて議論するシンポジウムを，下記の通り開催します。第 1部〜第
3部はそれぞれ独立したセッションですので，ご都合や関心に合わせてご参加ください。 
 
【タイトル】気候市民会議さっぽろ 2020報告シンポジウム 市民の対話でつくる脱炭素社会の将来像 
【日 時】2021年 3月 20日（土・祝） 

第 1部 13:00-14:10 報告：気候市民会議と札幌市の気候変動対策 
第 2部 14:20-15:30 ディスカッション 1： 

「気候市民会議さっぽろ」結果の読み解き方・生かし方 
第 3部 15:40-17:00 ディスカッション 2： 

日本における気候市民会議の可能性と課題 
＊プログラムの詳細は，ウェブサイト（https://citizensassembly.jp/activities/199） 
または別添のチラシをご覧ください。 

【開催方法】オンライン開催（Zoomウェビナーを使用予定） 
【申込方法】下記のウェブフォームからお申し込みください。 

3月 16日(火)頃，視聴方法などをご案内いたします。 
      申し込みウェブフォーム：https://forms.gle/qS1yzUu6YpFVtNnR6 
【参 加 費】無料 
【主 催】気候市民会議さっぽろ 2020実行委員会，札幌市，公益財団法人北海道環境財団， 

RCE北海道道央圏協議会 
 

＊気候市民会議さっぽろ 2020は，科研費基盤研究(B)「公正な脱炭素化に資する気候市民会議のデザイ
ン」（JP20H04387，研究代表者＝北海道大学高等教育推進機構准教授 三上直之）の一環として，同研
究グループで構成する実行委員会と，札幌市，北海道環境財団，RCE北海道道央圏協議会の協働により
開催しました。 
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取材お申し込み・お問い合わせ先 
気候市民会議さっぽろ 2020実行委員会事務局 
北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部 准教授 三上直之（みかみなおゆき） 
RCE北海道道央圏協議会 事務局長 有坂美紀（ありさかみき） 
（〒060-0817 札幌市北区北 17条西 8丁目 北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部内） 
ＴＥＬ 011-706-6069  ＦＡＸ 011-706-6069  メール kiko2020@high.hokudai.ac.jp 

配信元 
北海道大学総務企画部広報課（〒060-0808 札幌市北区北 8条西 5丁目） 
ＴＥＬ 011-706-2610  ＦＡＸ 011-706-2092  メール kouhou@jimu.hokudai.ac.jp  



気候市民会議さっぽろ 2020
報告シンポジウム

2021 年 3 月 20 日（土・祝）
オンライン開催（Zoom ウェビナーを使用予定）

第 1 部   13：00 - 14：10
ー 報告 ー

気候市民会議と札幌市の気候変動対策

第 2 部   14：20 - 15：30
ー ディスカッション 1 ー

「気候市民会議さっぽろ」結果の 
読み解き方・生かし方

第 3 部   15：40 - 17：00
ー ディスカッション 2 ー

日本における気候市民会議の可能性と課題

主催　�気候市民会議さっぽろ 2020 実行委員会、札幌市、� �
公益財団法人北海道環境財団、RCE 北海道道央圏協議会

下記のウェブフォームからお申し込みください。
左記のQRコードでもアクセスできます。
3月 16 日（火）頃、視聴方法などをメールでご案内いたします。

https://forms.gle/doWn4dHHj72aAfcr6

シンポジウム【参加申し込み方法】

参加無料

市民の対話でつくる
脱炭素社会の将来像

気候市民会議
最終報告書

3月18日㊍
公開予定

https://citizensassembly.jp
からダウンロード

Coming Soon…

気候市民会議さっぽろ2020
最終報告書

気候市民会議さっぽろ2020 実行委員会気候市民会議さっぽろ2020 は、科研費基盤研究（B）「公正な脱炭素化に
資する気候市民会議のデザイン」（JP20H04387）の一環として実施しました

2021年3月



気候市民会議さっぽろ 2020 報告シンポジウム

市民の対話でつくる脱炭素社会の将来像
　温室効果ガス排出実質ゼロの「脱炭素社会」をどのように実現すべきかについて、くじ引きなどで選ばれた一般の市民が議
論し、結果を国や自治体の政策に生かす気候市民会議。2019 年頃から欧州など諸外国で広がっているこの会議を、2020 年 11
月から 12 月にかけて全国で初めて札幌で行いました。この気候市民会議さっぽろ 2020 では、16 歳以上の札幌市民約 172 万
人の中から無作為抽出で選ばれた 20 人が、「札幌は、脱炭素社会への転換をどのように実現すべきか」をテーマとして計 4
回、16 時間にわたりオンラインで話し合いました。投票でまとまった会議結果は、1 月に札幌市に正式に報告されました。
　本シンポジウムでは、日本で初めての気候市民会議の試行について報告したうえで、会議結果や、試行の経験から得られた
知見を今後どのように生かすべきかについて議論します。
　第 1 部〜第 3 部はそれぞれ独立したセッションです。ご都合や関心に応じてご参加ください。

問い合わせ先   

気候市民会議さっぽろ 2020 実行委員会　事務局
〒 060-0817　札幌市北区北 17 条西 8 丁目　北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部内
TEL 011-706-6069　　E-mail kiko2020@high.hokudai.ac.jp

気候市民会議さっぽろ 2020 は科研費基盤研究（B）「公正な脱炭素化に資する気候市民会議のデザイン」（JP20H04387）の一環として、同研究グループで
構成する実行委員会と、札幌市、北海道環境財団、RCE 北海道道央圏協議会の協働により開催しました（後援：北海道、環境省北海道地方環境事務所）。

プログラム　　　　＊印は気候市民会議さっぽろ 2020 実行委員

　　　　13：00 - 14：10　第 1 部　報告：気候市民会議と札幌市の気候変動対策
司　　会：岩崎　茜＊（国立環境研究所 社会対話・協働推進オフィス コミュニケーター）
開会あいさつ：札幌市（予定）

気候市民会議さっぽろ 2020 の開催概要と会議結果
　　　　　三上直之＊（北海道大学准教授、気候市民会議実行委員会 代表）
　　　　　松浦正浩＊（明治大学教授）
　　　　　池辺　靖＊（日本科学未来館 科学コミュニケーション専門主任）
　　　　　工藤　充＊（大阪大学特任講師）

ゼロカーボンシティに向けた札幌市の取り組み
　　　　　山西高弘（札幌市環境局環境都市推進部環境政策課 気候変動対策担当係長）

　　　　14：20 - 15：30　第 2 部　ディスカッション 1： 「気候市民会議さっぽろ」結果の  
読み解き方・生かし方

　　　　　山西高弘
　　　　　久保田学（公益財団法人北海道環境財団 事務局次長）
　　　　　原　文宏（ 一般社団法人北海道開発技術センター 理事・地域政策研究所長、  

気候市民会議アドバイザー・参考人）
　　　　　岡崎朱実（北海道地球温暖化防止活動推進員、気候市民会議参考人）
　　　　　江守正多＊（ 国立環境研究所地球環境研究センター副センター長、  

気候市民会議 主たる参考人）　ほか
進　　行：三上直之＊

コメント：金子正美（RCE 北海道道央圏協議会会長、酪農学園大学教授）

　　　　15：40 - 17：00　第 3 部　ディスカッション 2：日本における気候市民会議の可能性と課題
　　　　　佐竹輝洋（札幌市環境局環境都市推進部環境政策課 環境政策担当係長）
　　　　　有坂美紀（RCE 北海道道央圏協議会 事務局長）
　　　　　久保田学
　　　　　神田明美（ 朝日新聞科学医療部記者、  

気候市民会議を取材）
　　　　　田村哲樹＊（名古屋大学大学院教授）　ほか
進　　行：八木絵香＊（大阪大学教授、気候市民会議全体司会）
コメント：山中康裕（ RCE 北海道道央圏協議会副会長、  

北海道大学大学院教授、  
気候市民会議アドバイザー会議座長） オンラインで開催した気候市民会議さっぽろ 2020

の様子（写真は一部加工しています）
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