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広島県議会 イギリス・フランス・ドイツ 行政視察団　日程表

日次 月日（曜） 発着地・滞在地 現地時刻 摘　　　要

1

広島空港 09:20発 中国東方航空（ＭＵ-294）

4/22 上海浦東空港 09:50着

（日） 上海浦東空港 12:30発 中国東方航空（ＭＵ-551）

ロンドン・ヒースロー空港 18:50着

【ロンドン泊】

2

ロンドン 午　 前 ロンドン議会

4/23 午　 後 ドックランズ博物館

（月） ロンドン・セント・パンクラス駅 16：01発 ユーロスター（9038）

パリ北駅 19：17着

【パリ泊】

3

パリ 午　 前 ＪＥＴＲＯパリ事務所

4/24 午 　後 ユネスコ日本政府代表部

（火） 午　 後 同上大使公邸

【パリ泊】

4

4/25 パリ 午　 前 レジデンス・デュラベー高齢者住宅

（水） 午　 後 全国家族手当金庫：ＣＮＡＦ

【パリ泊】

5

パリ・オルリー空港 08：45発 エアベルリン（ＡＢ-8155）

4/26 ベルリン・テーゲル空港 10：25着

（木） 午　 後 在ドイツ日本国大使館

【ベルリン泊】

6

4/27 ベルリン 午 　前 ＪＥＴＲＯベルリン事務所

（金） 午 　後 太陽経済連邦協会：ＢＳＷ

【ベルリン泊】

7

ベルリン中央駅 08：31発 インターシティーエクスプレス（ＩＣＥ871）

フランクフルト中央駅 12：44着

4/28 午 　後 ゲーテハウス

（土） 午　 後 機能的な美しい街づくり

（歴史的保存地区（ザクセンハウゼン等））

【フランクフルト泊】

8

4/29 フランクフルト 午　 前 フランクフルト空港

（日） フランクフルト空港 14：40発 中国東方航空（ＭＵ-220）

【機内泊】

9

4/30 上海浦東空港 07：00着

（月） 上海浦東空港 09：15発 中国東方航空（ＭＵ-205）

広島空港 11：55着 解散
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調調  査査  目目  的的    

昨年の東日本大震災や歴史的な円高、欧州の債務危機に伴う世界経済の減速な

どにより、製造業を中心とした県内の産業は深刻な影響を受けている。更に、本県は、

全国を上回る速度で進む高齢化問題などに対応していくため、また、地方分権型社

会による広域自治体の在り方を検討していかなければならない。 

東京電力福島第１原子力発電所において発生した事故を契機に、エネルギー政策

の再構築について議論されているが、本年７月から新たな電力買取制度が始まるな

か、本県でも広島県再生可能エネルギー推進構想検討会議を立ち上げ、その普及・

促進が課題となっている。 

世界的な転換期を迎える中にあって、県民の負託にしっかりと応え、安心・安全で

豊かさを実感できる広島県の創造に向けて、世界の先駆的な実情を調査し、知見を

深め、今後の施策等に反映させるとともに、県民生活及び県政の発展に寄与するこ

とを目的とする。 

調調  査査  内内  容容  

【１】 ロンドン議会（ロンドン） 

・二層制行政組織（広域自治体と基礎自治体）の変遷及び現状と課題 

【２】 ドックランズ博物館（ロンドン） 

・世界最大級の都市再開発地域について 

【３】 ＪＥＴＲＯパリ（パリ） 

・フランス経済の現状と課題について  

・フランスと日本等との輸出入の現状と課題等について 

【４】 ユネスコ日本政府代表部（パリ） 

・ユネスコの取組の現状と課題及び日本（広島）の役割等について 

【５】 レジデンス・デュラベー高齢者住宅（パリ） 

・フランスの郊外型高齢者住宅の現状と課題について 

【６】 全国家族手当金庫：ＣＮＡＦ（パリ） 

・フランスの子育て支援政策の現状と課題等について 

【７】 在ドイツ日本国大使館（ベルリン） 

・ＥＵ対日本及び中国との国際関係の現状・課題等について 

【８】 ＪＥＴＲＯベルリン（ベルリン） 

・ドイツ経済の現状と課題について 

・ドイツと日本等との輸出入の現状と課題等について 

【９】 太陽経済連邦協会：ＢＳＷ（ベルリン） 

・再生可能エネルギーの普及促進への取組について 

【10】ゲーテハウス（フランクフルト） 

・観光資源の活用及び地域に密着した取組等について 

【11】機能的な美しい街づくり（歴史的保存地区）（フランクフルト） 

・自然と調和し、機能ごとのエリアに分けられた美しい街づくり等について 

【12】フランクフルト空港 

・ＥＵ随一の交通結節点である空港の機能及び環境対策等について 



【調査日時】 ４月２３日 １０：００～１１：３０ 

【訪 問 地】 大ロンドン議会（ロンドン） 

【調査内容】 二層制行政組織（広域自治体と基礎自治体）の変遷及び現状と課題 

【対 応 者】 マーク・デメリー氏（大ロンドン 市議会広報部長） 

【調査要旨】 

日本の地方自治は、全国一律の構成（二層制：都道府県及び市町村）が採用され

ているが、英国の場合は地域によって異なっている。イングランドでは、二層制と一層

制が混在しており、ウェールズ・スコットランド・北アイルランドにおいては、一層制に

統一されている。 

 二層制は、カウンティとディストリクト

で構成され、カウンティは日本の県に相

当する広域自治体であり、ディストリクト

は日本の市町村に該当する基礎自治

体である。 

とりわけ、日本において、広域自治体

の在り方や二重行政などの問題が取り

上げられることから、議会制民主主義

の元祖であるイングランドの地方自治

体の変遷や現状について、市議会広報

部長マーク・デメリー氏より、その概要

を聴取した。                            

大ロンドン（ＧＬＡ）庁舎 

本会議場 

１９６５年に設置された大ロンドン（ＧＬ

Ｃ）は、１９８６年のサッチャー政権時に

「二層制の第二の層(都道府県)の自

治体は必要がない」として、カウンティ

の数多くの業務や権限をシティ・オブ・

ロンドンと特別区に移し、広域的且つ戦

略的な政策立案機能などは中央政府

へ移譲する形で解体された。 

しかし、大ロンドンの広域行政に関する業務の中央集権化が進み、細分化された。

例えば、地下鉄は中央政府が管轄したため、地下鉄の様々な諸課題が見過ごされる

など、大ロンドン全体における総合政策を担う戦略機関が存在しないなど、大ロンドン

全体の行政責任があいまいとなった。更には、大ロンドン全体からの国会議員が選

出されることがなく、ロンドン警視庁においては、１８３年の長い歴史にあって説明責

任が内務大臣にのみにあるなど、市民に対する説明責任を十分に果たすことができ

ていない状態であった。 

そこで、大ロンドンの戦略的な広域行政を担当する行政組織がないことを是正し、

多様な民意を反映させるために、１９９９年ブレア政権時に住民投票を行い、２０００年
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に再び大ロンドン市域全体の行政府である大ロンドン庁（ＧＬＡ）と立法府としてのロン

ドン市議会を創設した。 

元の大ロンドン庁（ＧＬＣ）と比べると小規模であるが、現在の大ロンドン（ＧＬＡ）の

行政区は、シティ・オブ・ロンドンとシティ・オブ・ウェストミンスターに３１のロンドン特別

区を加えた範囲であり、人口は、約７７０万人（英国約６,２００万人の約１３％）、１９９０

年代から人口は増加傾向にある。 

ロンドン市長は、市民から直接選挙によって選ばれ、選挙権は１８歳以上である。 

ロンドン議会は、大ロンドンに設置された立法機関で、市長側の行政活動を監視す

る役割を担うが、法的拘束力はない。議会において議員の 2/3 以上の賛成があれば、

年度予算を修正することができるが、様々な議案は事前に議会側と水面下でかなり

の折衝が行われるため、2/3 以上の議決になることはほとんどないそうである。 

議会は、市長の権限を制約できないが、市長が独裁主義に陥らないよう監視する

役割を担い、マーク・デメリー氏は、イギリスでも珍しいことであろう、との所感を述べ

られた。それは、選挙により選出される直接公選首長の制度を活用している二元代

表制が存在する地方自治体は、イギリスにおいて１６の自治体にとどまっているから

であろう。 

市長・議員の任期は、ともに４年間である。 

市長の選挙制度は、投票者１人が２票投票するもので、最もふさわしい候補者（第

1 選択）と次にふさわしい候補者（第 2 選択）の２人を選択し、投票用紙に ☑ をして

投票する。どの候補者も５０％以上の得票がなかった場合には、上位２人の決選投

票は行わず、上位２名の得票に２人以外を第 1 に選択した票の第 2 選択によるそれ

ぞれの得票を足して最終的な集計をする。わかりやすく解説すると、Ａ候補に１００票、

Ｂ候補に９５票、Ｃ候補に４０票となった場合、総投票数は２３５票となり、Ａ候補は５

０％以上の票を獲得していないので、上位２人のＡ候補とＢ候補から市長が選出され

ることになる。Ｃ候補の第２選択の票が、Ａ候補が１０票、Ｂ候補が３０票であれば、総

計でＡ候補は１１０票、Ｂ候補は１２５票となり、逆転してＢ候補が市長として選出され

ることとなる。死票を少なくし、できるだけ民意を反映させる制度であるということがわ

かる。 

大ロンドンの解体と創設について説明聴取

 ところで、イギリスのキャメロン首

相は、国政選挙で小選挙区のオッ

クスフォードにおいて約４万６千票

を獲得するのに対し、大ロンドン市

長は約１００万票を獲得するという、

フランス大統領、ポーランド市長に

次いで、ヨーロッパでは数的に３番

目に市民からの強いバックアップを

得るポジションである。 

一方、ロンドン議会の選挙制度は、
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同じく市民から直接選挙によって選ばれる。 

議会の選挙制度は、小選挙区比例代表併用制によって選出される定数２５名の議

員で構成され、１選挙区につき１名を定数とする１４の小選挙区と、大ロンドン全体を

一つの比例区として得票数に応じて政党名簿から選出する定数が１１あり、比例区に

おいては、議席を獲得するためには最低５％以上の得票率を得ないと議席を確保で

きない制度になっている。 

現在の議会構成は、保守党１１名、労働党８名、自由民主党３名、緑の党２名、無

所属１名であり、１人当たりの報酬は、年額５３,４００ポンド（日本：約６５７万円）で、市

長の報酬は１３２,０００ポンド（日本：約１,６２０万円）である。 

３２の特別区（シティ・オブ・ロンドンを除く。）の主たる行政サービスは、道路管理・

ゴミの収集、教育（学校）、社会福祉（高齢者・子どもの福祉）となっており、大ロンドン

と連携を図りつつ行政を進めているが、大ロンドン市長の趣旨に沿うよう運営をして

いかなければならないのである。 

 大ロンドンにおける市長の責任は、経済開発、社会開発（保健・交通戦略）、環境問

題（住宅）や警察、消防、救急など多岐にわたる。中央政府から、大ロンドン市への交

付される補助金等は、更に３２の特別区への補助金等として交付する制度となってい

るため、特別区は大ロンドン市の意

向に沿って行政を執行しなければ

ならないのである。 

大ロンドンの行政区範囲の説明を受ける 

３２の特別区にも区議会が設置

され、区の議員から区長を選ぶな

ど、それぞれの区において選出方

法が異なる。 

大ロンドン市の職員数は約７００

名で、政策立案をするための仕事

を担う。区で担う、学校の先生や清

掃員などは、約５,０００～１５,０００

名くらいである。 

大ロンドンの２０１２～２０１３年の予算は、約１４７億ポンド（日本円：約１兆８９５５億

円）であり、世界の経済の影響を受けて緊縮財政を行なっているものの、中央政府が

もっていた権限が大ロンドンへ移譲されてきているため、予算は増加傾向にある。 

本年開催されるオリンピックは、ロンドンにおいて世界で史上初となる３回目であり、

閉会後は、大ロンドンがオリンピック施設の資産を譲り受け、活用する役割も担う予

定となっている。 

市長は、２０００年～２００８年までケン・リヴィングストン氏（労働党出身）、２００８年

～現在まで、ボリス・ジョンソン氏（保守党出身）だが、２人ともファーストネームで呼ば

れおり、カリスマ性も持ち合わせ、折りしも、視察団が訪問した１０日後の５月３日に大

ロンドン市長選挙の投票が行われ、翌日開票の結果、現職のボリス・ジョンソンが再
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選を果たした。 

日本でも地方自治体の首長は、市町村の組織を統括・代表する執行者なので、政

党色はあまりださないが、大ロンドンにおいても政党にとらわれることなく、首長として

の職責を果たしていくとのことである。 

イングランドと日本の地方自治体制度の違いであるが、例えばブリストロ市はエイ

ボン県にある二層制であるが、大ロンドンに次ぐ第二の都市であるバーミンガムは、

一層制である。日本のように画一的に統一されておらず、イギリスは地方・地域がそ

れぞれの事情に合った、より適切で柔軟な統治を行うことができることになっている。 

また、５月にはイングランドの１０の大都市において、大ロンドンのように市長を置

いて、広域的な戦略を担う機関を創設するか否かの住民投票が実施される予定であ

る。 

さて、大ロンドンの中心であるシティ・オブ・ロンドンは、総面積は約２．９ｋ㎡であり

英国の金融センターに位置づけられる金融の中心地であり、英国経済の重要な部分

を担っている。 

シティ・オブ・ロンドンの行政は、国内でも独特の制度であり、シティの区画境界を

越えて権限や所有権を有する事項もあるなど、イギリスの地方自治制度としては一般

的でない部分も少なからず含まれている。この自治体の長はロンドン市長であり、大

ロンドンよりもはるかに古い歴史があり、大ロンドンとは別に市役所も設置されている。

シティに居住する人口はおよそ１１,７００人だが、金融業を中心に約３１万６,７００人の

昼間人口がある。シティ・オブ・ロンドンの市長はロード・メイヤーロンドン市長と呼ば

れ、任期は１年で、シティ・オブ・ロンドンを広告する大使のような役割で、実際は名誉

職である。シティは、大ロンドンを管轄する大ロンドン警視庁とは別に、独自の警察組

織であるロンドン市警察を組織している。また、大ロンドンに納める地方税は、市民の

固定資産税など年平均３０７ポンド（日本円：約３８,０００円）を納めているが、この税

収の総額は大ロンドン市における総予算の 1/15 にしかあたらず、国から地方交付税

のような措置が講ぜられ、行政を運営していくのである。 

ちなみに、大ロンドン市から選出されている国会議員は７２名であるが、大ロンドンの

議員は２５名であることに、違和感を感じたところである。 

 

 
広島・熊野筆の寄贈と宣伝 マーク・デメリー氏と議場内にて
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【調査日時】 ４月２３日 １４：００～１５：００ 

【訪 問 地】 ドックランズ博物館（ロンドン） 

【調査内容】 世界 大級の都市再開発地域について 

【対 応 者】 ドックランズ博物館 説明員 

【調査概要】 

 新金融街・カナリー・ワーフの一角

にある２００年前に建てられた貿易倉

庫を博物館に改装し、古代から２１世

紀に至るロンドンの港湾の歴史が展

示されている。２００３年に、市内にあ

る国立ロンドン博物館の分館としてオ

ープンし、建物は、当時の砂糖倉庫

を利用し、壁や床は木造りのままで

ある。展示品のほとんどは、ロンドン

港湾局から譲り受けたもので、展示

は３フロアーにも及び、１９８０年代に港湾が閉鎖されるまで、戦中から戦後、そして今

日までのドックランズの歴史の生い立ちが理解できるようになっている。 

全盛期のドックランズの模型 

ドックランズにおける都市再開発地域について、説明員より聴取した。 

カナリー・ワーフは、ドック島にある旧西インド・ドック跡に建てられた。１８０２～ 

１９８０年までは、西インド会社が経営する世界でも有数の商業埠頭であり、５万人以

上が雇用されていたこともあった。この名はカナリア諸島との貿易に由来する。往時

の倉庫は、９棟であったが、現存は２棟である。１８２０年代を再現した酒場や貯蔵さ

れていたとされるコーヒー・紅茶、スパイス、ラム酒、砂糖やまたアヘンの流通もあっ

たようである。また、倉庫だけではなく船の修理も行なっており、造船所も混在してい

た。 

 第二次世界大戦中にドイツ軍の 大の標的となったドックランズは、１９４０年に５２

日間連続の焼夷弾による空爆を受け、倉庫群は７日間燃え続け、その機能は大きく

破壊された。このことにより、ドックランズの機能を一時的にスコットランド西部に移し

た時期もある。今でも、オリンピック整

備のための開発の際に、不発弾が発

見されることもあるようである。 

標的となったドックランズの砲台

第二次世界大戦後から１９５０年代

にかけて、ドックランズは見事な復興を

遂げつつも、貨物輸送におけるコンテ

ナ使用の増加や船の大型化（ドックラ

ンズの埠頭は規模が小さく、大型船は

停泊できない。）による、テムズ川河口

への新港建設を背景に１９８０年代ま
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でにすべてのドックは営業を停止し、復興を果たしたドックランズは約２０年間弱で閉

鎖した。結果として、数千人が失業し、この地域は廃墟と化した。 

廃墟となったドックランズに対し、当時の環境省と大ロンドン（ＧＬＣ）は、ドックランズ

の再開発に関する調査を外部に依頼し、更には地方自治体と大ロンドン（ＧＬＣ）の代

表者及び中央政府の任命する代表者で構成する、「ドックランズ合同委員会」を設置

し、２つの再開発計画案が提示されたが、中央政府や自治体からも支持されず、失

敗に終わった。 

１９７９年に発足したサッチャー政権の発足により、「ドックランズ合同委員会」の失

敗の一因であった大ロンドン（ＧＬＣ）と自治体の対立を避けるべく、１９８１年に環境省

によって、中央政府による準政府機関としてロンドン・ドックランズ開発公社が設置さ

れた。 

この公社には、設置した管轄地域の都市開発権限が法律によってすべて地方自

治体から移管され、 

Ⅰ．開発を目的として土地を強制買収できる権限 

Ⅱ．建築許可の承認・却下の権限 

Ⅲ．民間開発業者との契約締結の権限 

などの強い権限を有し、理事会のメンバーも中央政府が任命することとなっていた。 

大ロンドン（ＧＬＣ）などは、建築許可など本来地方自治体が権限を付与されていたも

のだとして、中央政府による過度な介入であると批判していたが、政府は実行に移し

た。こうして、中央政府の直接コントロールのもと、ドックランズ地域の開発が行なわ

れるようになった。 

川のＵ字が「エンター・プライズ・ゾーン」 

 １９８２年にアイル・オブ・ドックス地区が

「エンター・プライズ・ゾーン」に指定され、

税控除や建物の建ぺい率の緩和など

様々な規制緩和の優遇策によって、色々

な開発会社が参入し、更に投資を促進さ

せた。 

 開発の手法としては、公共投資をてこ

にして、民間投資を呼び込むものであっ

た。道路や鉄道などの交通網の整備も民

間資金を導入したＰＦＩが用いられたことも、

従来の行政中心による再開発とは、大き

く違っている。 

開発された「カナリー・ワーフ」 

シティー・オブ・ロンドンもコンピューター

化が進み、通信インフラの強化やＯＡ化

に伴う各種配線の取り回しに配慮したイ

ンテリジェントビルが必要となり、エンタ

ー・プライズ・ゾーンに指定された、アイ
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博物館 入口より撮影 

ル・オブ・ドックス地区内へ金融・保険会社・証

券会社を移していくことが一つのマスタープラ

ンとなった。 

 ドックランズ全体の再開発の結果、不動産価

格が上昇し、倉庫を建て替えた高級マンション

やビジネス街への開発に偏ってしまい、以前

から住んでいた住民のニーズが必ずしも反映

されず、新住民と昔からの住民の対立などの

諸問題も残る。 

１９８８年に、ロンドン・ドックランズ開発公社は、その役割を終え、管理が地元の区

に戻り廃止されたが、発表された報告書の成果は下記の通りである。 

① １８億６千万ポンドの公共投資の実現（日本円：約２,２８７億円） 

② ７７億ポンドの民間投資を実現（日本円：約９,４６５億円） 

③ １,０６６エーカーの再開発用地を売却（約４,３１３,０００㎡） 

④ 総延長１４４km の新設道路及び道路改良 

⑤ ドックランズ・レールウェイの建設 

⑥ １,８４４エーカーの荒廃地の再利用（約７,４６２,０００㎡） 

⑦ ２０４,０４６戸の住宅建設 

⑧ ２,７００社の企業誘致 

⑨ 雇用創出 ８５,０００人  などである。 

現在では、いくつかの古い倉庫は改修されて高級アパートに変わり、カナリー・ワー

フはヨーロッパ 大の超高層ビル街となった。人口は２倍以上になり、ドックランズの

交通網は格段に整備され、廃線跡を利用したドックランズ・ライト・ウェイが運行され、

その路線は２０１２年のロンドンオリンピックの会場となるストラッドフォード地区にまで

延伸している。 

また、ヒースロー空港とストラッドフォード地区をつなぐロンドン横断鉄道（地下鉄）も

建設中であり、未だロックランズに関わる開発は、途半ばである。 

ロンドン・ドックランズ開発公社の再開発は、概ね成功というのが一般的であると感

じとれるが、一方、開発の結果、家賃の上昇で他地域へ追いやられるなど、コミュニテ

ィの崩壊の象徴として、博物館には棺桶が展示されていた。 

ロンドン・ドックランズ開発公社の解散後の資産などは、一時的に環境省の機関で

あるイングリッシュ・パートナーシップなどに引き継がれ、２００４年には、ロンドン・テム

ズ・ゲート開発公社が新設される結果となった。 

また、政府は２０１１年に、アイル・オブ・ドックス地区をモデルケースとしてとらえ、

再開発の成功を再現すべく、イングランド内において２１箇所を「エンタープライズ・ゾ

ーン」を指定し、再開発を進めていくこととしている。 
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【調査日時】 ４月２４日 １０：００～１１：３０ 

【懇談場所】 ホテル内会議室（パリ） 

【調査内容】 フランス経済の現状と課題について 

フランスと日本等との輸出入の現状と課題等について 

【対 応 者】 田熊 清明 氏（日本貿易振興機構ジェトロパリ事務所次長） 

【調査概要】 

 フランスは、アジアの日本や中国をどのよう

に捉えているかということについて、田熊次

長より説明を聴取した。 

 

１９６３年に開設されたジェトロパリ事務所

は、主な業務として日本の中小企業の輸出

に係る支援とフランスから日本への投資を呼

び込むことなどである。最近では、日本のア

ニメ漫画や伝統工芸品などに人気が集まっ

ている。例を挙げると、日本の伝統工芸品で

ある盛岡の鉄瓶などがある。フランスでは、装飾をしていないものは人気がないので、

アジアとヨーロッパをかけ合わせ、現地のカスタマイズに合わせた改良や開発に対す

るお手伝いの仕事もしている。

代表して挨拶をする山木団長 

フランスは、ちょうど大統領選挙中の真っ只中であり、サルコジ現大統領と社会党

のオランド前第 1 書記が上位二人となり、５月６日に決選投票がおこなれ、オランド前

第 1 書記が、サルコジ現大統領を破り当選した。 

大統領選の結果次第で、欧州債務危機への対応やユーロへの大きな影響をもた

らすため、ヨーロッパ全体が注目していたところである。 

フランス経済の動向は、２０１１年の実質成長率は、１．７％で、個人消費が経済成

長を牽引したとされ、２０１２年の見通しでは、欧州債務危機の影響でユーロ圏経済

への不安が増大、企業設備投資など内需の牽引力が弱まり、実質ＧＤＰの成長率は

０．３％増、個人消費は０．７％増と予想され、この個人消費をいかに上げていくこと

がポイントである。失業率は９．７％で１０％を超えている可能性も否定できず、若者

に至っては約２５％であり、地方によっては３０％を超えていると推測される。 

余談であるが、フランスの雇用制度は日本と大きく異なっている。日本の大企業に

おいては、マツダやトヨタへ入社すると、通常は本社または営業所に配属され、技術

者は工場に勤務した後、再び本社に戻って課長になったりもするが、フランスでは、

ルノーの経理で採用されると、退職するまで経理を担当することになる。入社の段階

で、ほぼ将来のポストも決まり、入社時には家柄・学歴も重視されるとのことである。 

フランスは、財政赤字の削減にも取り組んでおり、２００９年の財政赤字はＧＤＰ比

で７．５％、２０１１年は５．２％となっている。減少しているとはいえ、そもそもユーロ圏

はＧＤＰ比の３％以下の数値目標を立てているものの、どの国もこの数値目標を達成

できないため、ユーロの信用不安にも繋がっている。フランス政府は、２０１３年には
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財政赤字をＧＤＰ比３％に引き下げるとして、意欲的な数値目標を掲げている。 

社会保障については、フランスは元々社会主義国家に資本主義が入り込んだ国体で

あるので、社会保障については手厚い制度になっている。しかし、このことが財政を

苦しめている要因の一つである。政府は、２０１０年に法定の定年退職年齢を現行の

６０歳から６２歳に引き上げ、年金財源の確保に向け、高所得者の所得税の引き上げ

や不動産・金融資産売却益及びストックオプションへの課税上乗せ、官民格差の是正

などによる保険料収入を改正して、社会保障などの年金減額及び保険料率の全般的

な引き上げを回避している。 

フランスの産業は裾野が広くないため、政府は、２００５～２００７年に産業クラスタ

ーを全国に７１拠点を設置し、ＩＴ、医療、バイオ、エネルギー、環境などの事業に力を

入れている。２０１０年には、環境技術などの６つの産業クラスターを新たに認定し、２

０１１年の政府の支援は１６３件にものぼった。政府が主導している主要産業は、エネ

ルギー産業の企業が多いが、あまり日本では知られていない企業ばかりである。 

売上高及び営業利益のトップは、トタル（石油）である。アルストム（鉄道・発電設

備）も、政府が力を入れており、日本でいう川崎重工業のような企業である。また、ＬＶ

ＭＨ（高級ブランド）とＰＰＲ（流通・高級ブランド）は、フランスの２大財閥といわれ、世

界のかなりの部分のブランドが、この２社に属している。 

フランスは、産業に裾野が広くなかった反面、芸術文化とともに、フランス料理、ファ

ッションなどライフスタイルを世界に発信し、高級、洗練、ハイカルチャーの国家のイメ

ージを確立し、ブランド戦略は世界市場で優位に立っている。例えば、カンヌ国際映

画祭は、１９３２年から行われているヴェネチア映画祭の繁栄を見たフランス政府が

主催・企画制作しており、ベルリン国際映画祭、ヴェネチア国際映画祭と併せ、世界

三大映画祭の１つとなっている。更には、ブランド戦略のなかで、エルメスが中国での

市場を睨み、「上下（シャンシャン）」というブランドを新たにつくり、世界に売っていく戦

略も立てているのである。日本も、長い歴史の伝統・文化の財産があるので、ブランド

戦略を立て、世界に発信する必要があると感じるところである。 

 これからは、フランスの各企業も新興国の市場に目を向けており、特に中国への輸

出拡大に向けての戦略を描いている。 

フランスが中国などに関心を抱いているのは、航空機のエアバスや原子力産業企

業などのインフラ輸出である。原発は、日本

での原発事故はあるものの、これから中国は

巨大で急速に伸びる電力需要のため、原発

の建設を目指すとされ、プラント全体を全て

海外に発注することはないだろうが、相当な

規模での調達が予想される。国としても貿易

拡大を図っていこうとする意図がみえ、日本

はこの点において立ち遅れているという感が

否め
説明を聴取する団員 

ない。 
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フランスにおける貿易構造であるが、主

な輸出品目（２０１０年）は、①機械類（ジェ

ット・ディーゼルエンジン）（11.5％）、②自動

車・自動車部品（9.2％）、③航空機・宇宙飛

行体（9.1％）、④電気・ＡＶ機器（8.5％）であ

り 、 一 方 輸 入 品 目 は 、 ① 鉱 物 性 燃 料

（13.8％）、②機械類（パソコン）（11.2％）、

③電気機器・ＡＶ機器（9.4％）となっている。    

ＥＵ圏内との貿易が全体の６割を占め、

ドイツが輸出入ともに最大の貿易相手国となっている。日本も数年前までは輸出入と

も１０位内に入っていたが、仏→日の輸出は１３位で、輸入は１１位と後退している。 

活発な意見交換 

一方、経済成長が進む中国は、仏→中の輸出は９位となり、主な製品はエアバス

や高級ブランド品である。輸入については、ドイツに次いで２位であり、主な製品は携

帯電話機器・パソコンの部品・衣類・靴であり、中国の著しい台頭がうかがわれる。 

最近の動向であるが、２０１０年の景気回復を受け、輸出入とも持ち直してはいるも

のの、貿易収支の赤字額は、約６６４億強ユーロ（日本：約６兆６,４００億円）と前年か

ら増加しており、２００７年以降、毎年６００億ユーロ前後（日本：約６兆円）の貿易赤字

が続いている。 

日仏貿易の状況は、上記でも述べているが、フランスの貿易に占める日本の比率

は、輸出が１．５％（１３位）、輸入が２．０％（１１位）である。 

 また、日本への輸出品は、①医薬品（14.8％）、②機械類（ディーゼルエンジン）

（9.5％）、③飲料・アルコール（9.1％）となっている。特徴的なのは、④革製品・ハンド

バック（7.8％）で、構成比が 5.4％も減少した。ハンドバック・化粧品・衣類などの高級

ブランドは、近年の日本経済の停滞を受け、これらの製品の輸出は減少傾向にある。

今後は、エアバスは日本の航空機市場への参入を加速させるとみられる。 

日本からの輸入品目は、①機械類（主力は印刷機部品）（24.6％）、②自動車・部品

（22.4％）、③電気機器・ＡＶ機器（集積回路）（20.5％）で、全体の約７割を占めてい

る。 

また、アジア製品との競合であるが、フランスにおいても日本企業は、ここ数年台

頭する中国、台湾、韓国のデジタル家電メーカーとの厳しい競争にさらされている。デ

ジカメは日本が上位を占めているが、低価格製品を軸に韓国のメーカーが市場で２

位に上昇し、ノートパソコンの販売台数に至っては、台湾に引き離されつつある。薄型

テレビにおいては、日本勢も健闘しているものの、市場の４割を韓国勢に占められる

までに拡大された。 

この要因の１つとして韓国とＥＵの自由貿易協定（ＦＴＡ）が挙げられる。同協定の枠

内で関税が撤廃されていけば、日本製品の価格競争力の低下につながる可能性が

あり、日本も、昨年にＥＵとの経済連携協定（ＥＰＡ）の交渉開始について協議し、予備

交渉を可能な限り早期に開始することを合意したところである。 
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対フランス投資であるが、世界第４位となっており、対内直接投資は１２８億ユーロ

（日本：１兆２,８００億円）にものぼり、国内雇用創出数は、３１,８１５人となった。再生

可能エネルギー分野で太陽光発電のパネルの製造や風力発電に関連する建設など

が進み、その投資件数を国別にみると、欧州が最大で、ドイツ・米国・イギリス・イタリ

アの４カ国だけで、投資件数の５割を占めている。アジアからの投資件数は、全体の

構成比からすれば１１％と少ないが、中国からの投資件数はアジア最大である。 

日本企業の対仏直接投資は、１９６７年にＹＫＫの工場開設が最初に進出し、２０１

０年には３７８社（日本企業出資比率１０％以上の現地法人数）となっている。欧州内

では、英国が７７７社、ドイツが６４８社、オランダの３９８社に次いで、４番目に進出企

業数が多く、日本の対仏直接投資は４７５億円である。 

最近では、ユニクロによる仏衣料ブランド２社の買収や楽天による電子取引大手プ

ライスミニスターの買収など、欧州市場での販路拡大に向けた現地企業の買収も目

立っている。フランスの北部は、自動車・部品関連やキャノン、南部ではエアバスの本

社があるので東レが炭素繊維を製造するため進出している。 

一方、２０１０年のフランスの対外直接投資は、５０７億ユーロ（日本：約５兆７００億

円）となり、前年の６１２億ユーロ（日本：６兆１,２００億円）から減少した。これは、フラ

ンス企業による外国企業の買収額が６７億ユーロ（日本：約６７００億円）と前年の２２

８億ユーロ（２兆２８００億円）から大幅に減少したことによるものである。 

 フランスの対日直接投資額は、１,０２０億円で前年の３５７億円から、ほぼ３倍となり、

残高ベースでは、米国、オランダに次ぎ、第３位である。輸送機械器具では、世界最

大で、金融・保険では欧州最大の投資相手国である。在日フランス企業数は、 

４２０社で、消費財（高級ブランド、化粧品など）が約９０社、次にエネルギー・環境が

約７０社となっている。 

農業大国であるフランスは、そもそも肥沃で広大な丘陵に恵まれているので大規

模農場も多く、ＥＵ共通農業政策からの負担金を一番多く受け取っている国である。

農家の経営は、直接払い補助金による所得保障政策によって安定しているものの、

当然のことながらこの補助金がなければ、立ち行かなくなるのは明白とのことである。 

 最後に、フランスの人口は約６,５００万人であるが、毎年その同じ人口が観光客とし

てフランスに訪れ、経済が活性化している。

しかし、観光地であるパリは、ゴミなどが散

乱しており、観光地にふさわしい綺麗な街

とは言い難い面もある。ごみ収集も、環境

対策の先進国である隣国ドイツにおいては、

ビン・缶などの分別収集が行なわれている

が、フランスでは、世界の観光地でありな

がらも先進的な取組がなされていないこと

には、驚かされたところである。 田熊次長を囲んで 
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【調査日時】 ４月２４日 １６：３０～２０：００ 

【訪 問 地】 ユネスコ日本政府代表部及び大使公邸（パリ） 

【調査内容】 ユネスコの取組の現状と課題及び日本（広島）の役割等について 

【対 応 者】 木曽 功 氏（特命全権大使） 

【調査要旨】 

 木曽特命全権大使は、山木団長との親

交も深く、２０１０年９月ユネスコ日本政府

代表部に着任され、１９９６～１９９８年ま

では、本県の教育長をつとめられた方で

ある。 

広島県には、昨年、無形文化遺産とし

て登録された壬生の花田植えをはじめ、

世界遺産として登録されている原爆ドー

ム（１９９６年）や厳島神社（１９９６年）も

あり、この際ユネスコの現状と課題及び

日本のなかの広島の役割等について聴取したところである。

ユネスコ日本政府代表部にて 

 

ユネスコは、１９４６年１１月にユネスコ憲章に基づき、諸国民の教育、科学、文化

の協力と交流を通じた国際平和と人類の福祉の促進を目的とした国連の専門機関で、

「人の心の中に平和の砦を築かなければならない」との理念を掲げ設立された。 

現在、加盟国は１９５ヶ国で、日本は国連加盟（１９５６年）より早く、１９５１年７月２

日に加盟し、本部はパリにあり、歴代事務局長は日本からも輩出されている。 

予算額は２年間で６５３百万ドル（２０１２．２０１３年）、日本の分担率は加盟国２位

の１２．５％、１位の米国は２２％、３位はドイツの８％となっている。 

ユネスコでは、事業や予算等の活動の基本方針を策定する最も重要な役割を担っ

ているのは、２年に１度開催される総会と春・秋の年２度開催される執行委員会であ

る。 

執行委員会は５８ヶ国の政府代表で構成され、日本はユネスコに加盟して以来、継

続して執行委員国になっている。そ

の理由として、日本は ODA を通じて

途上国の発展を手助けすることによ

って、国際社会における日本の信頼

を培い、存在感を高めているからで

ある。 

木曽 功 特命全権大使とともに

 余談ではあるが、木曽大使は、各

国政府代表とのコミュニケーションを

図るために、人気のある日本食をと

りながら、様々な話し合いを重ねるこ

とによって、他国の信用・信頼を得る
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ための努力もしておられるそうである。 

ユネスコの各分野には政府間委員会

があり、実際はこの会議によって実施・運

営がされていくのである。なかでも代表的

な委員会は、毎年世界遺産の登録を審

査する「世界遺産委員会」である。世界遺

産の条約は１９７２年に採択され、現在で

は登録件数も増えたため、登録は難しく

なっている。日本は２０年後の１９９２年

（平成４年）に批准しているが、もっと早く

批准していれば登録件数も多くなっていたと思われ、失われた２０年ともいわれて

ユネスコの各分野には政府間委員会

があり、実際はこの会議によって実施・運

営がされていくのである。なかでも代表的

な委員会は、毎年世界遺産の登録を審

査する「世界遺産委員会」である。世界遺

産の条約は１９７２年に採択され、現在で

は登録件数も増えたため、登録は難しく

なっている。日本は２０年後の１９９２年

（平成４年）に批准しているが、もっと早く

批准していれば登録件数も多くなっていたと思われ、失われた２０年ともいわれて

大使公邸での意見交換 

い

る

ール変更による不利益の回避や、自国に有利な状況を導き出すこと

が

、観光にもメリットのある無形文化

遺

など幅広い国際規範づくりや、

途上国における開発のための役割を果たしている。 

の主な活動として、次の５つがある。 

（１）教

い教育と生涯教育の実現、持続可能な開発のための教育の推進。 

（２）自

 

間と生物圏計画等に研究等の事業実施やシステムの構築。 

（３）人

社会及び倫理的課題への取組の社会変容のマネジメント等。 

（４）文

性、異文化間の対話と平和の文化の促進。世界遺産、無形文化遺

（５）コ

。特に、興味深いのは、世界遺産リスト登録ま

での流れであり、次の通りで

い

る

ール変更による不利益の回避や、自国に有利な状況を導き出すこと

が

、観光にもメリットのある無形文化

遺

など幅広い国際規範づくりや、

途上国における開発のための役割を果たしている。 

の主な活動として、次の５つがある。 

（１）教

い教育と生涯教育の実現、持続可能な開発のための教育の推進。 

（２）自

 

間と生物圏計画等に研究等の事業実施やシステムの構築。 

（３）人

社会及び倫理的課題への取組の社会変容のマネジメント等。 

（４）文

性、異文化間の対話と平和の文化の促進。世界遺産、無形文化遺

（５）コ

。特に、興味深いのは、世界遺産リスト登録ま

での流れであり、次の通りで

。 

日本は、ユネスコの世界遺産を最終審議する機関である世界遺産委員会に３度目

の委員国として参加する予定である。委員国であれば、国際的な基準を決める組織

の中にいればル

。 

日本は、ユネスコの世界遺産を最終審議する機関である世界遺産委員会に３度目

の委員国として参加する予定である。委員国であれば、国際的な基準を決める組織

の中にいればル

可能である。 可能である。 

無形文化遺産は、この条約は２００３年に採択され、２００６年に発効された。 

日本の関係では、能楽など２１件登録されており

無形文化遺産は、この条約は２００３年に採択され、２００６年に発効された。 

日本の関係では、能楽など２１件登録されており

産を１件でも多く登録されるよう目指している。 

また、ユネスコの機関は国連から独立しており、有名な世界遺産条約、無形文化

遺産条約、文化財不法輸入・輸出禁止に関する条約

産を１件でも多く登録されるよう目指している。 

また、ユネスコの機関は国連から独立しており、有名な世界遺産条約、無形文化

遺産条約、文化財不法輸入・輸出禁止に関する条約

ユネスコユネスコ

育 

今なお、世界中に基礎教育を受けられない立場にある者が多いなかで、万人の

育 

今なお、世界中に基礎教育を受けられない立場にある者が多いなかで、万人の

ための質の高ための質の高

然科学 然科学 

持続可能な開発のための科学的知識と政策の活用。政府間海洋学委員会、国持続可能な開発のための科学的知識と政策の活用。政府間海洋学委員会、国

際水文学計画、人際水文学計画、人

文・社会科学 文・社会科学 

新たな新たな

化 

文化の多様

化 

文化の多様

産の保護等。 産の保護等。 

ミュニケーション 

表現・報道の自由、情報、知識社会の構築。分野のまたがる案件としてアフリカ

やジェンダーを優先課題としている

ミュニケーション 

表現・報道の自由、情報、知識社会の構築。分野のまたがる案件としてアフリカ

やジェンダーを優先課題としている

ある。 ある。 
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登録を申請する各国政府機関が候補地推薦・暫定リスト 

【世界遺産の登録まで】 

↓ 

ユネスコ事務局 

↓ 

イコモス（国際記念物遺跡会議） 

↓ 

現地調査 

↓ 

報 書 告 

↓ 

世界遺産委員会で最終審議 

↓ 

正式登録 

「イコモス」は、ユネスコの世界遺産委員会の諮問機関で、正式名称を、「国際記念

物遺跡会議非政府国際機関」という。推薦された文化遺産に対して、調査に基づいて

専

ており、木曽大使は中国地方の神楽にも

そ

もその示唆に富んだ話に、本県が目指す観光立県へのヒ

ン

加盟国から任意の

拠

ップ当選（任期４年）をして

お

本年１１月に、京都で世界遺産条約４０周年記念行事が開催される予定である。 

門的評価を下し、世界遺産委員会に報告(勧告)している。 

そのメンバーは非公開で、外部者からの接触はできないこととなっている。 

歴史上又は芸術上価値の高いものを、「無形文化財」と定義しているが、ユネスコ

の無形文化遺産に、日本の能楽も登録され

のチャンスは大いにあると述べられた。 

また、福山市の鞆の浦周辺は国立公園として指定されている地区であるが、単体

ではなく、尾道の西の小京都と呼ばれるほどの大小の寺院、竹原の国重要伝統的建

造物群保存地区、下蒲刈にあっては江戸時代に参勤交代路の寄港地として番所、本

陣が置かれ、朝鮮通信使の接待所、更に御手洗（呉市）は、現在も江戸後期から昭

和初期の建物が数多く残る重要伝統的建造物群保存地区としており、瀬戸内の風光

明媚な多島美を活かし、これらを１つのパッケージとした世界遺産への登録も夢では

ないとも述べられ、視察団

トを得たところである。 

ユネスコの今後の課題としては、パレスチナ加盟承認に伴う拠出金支払い停止で

ある。米国は昨年来、義務的負担金（予算の２２％）を含め、あらゆる拠出金の支払

いを停止している。よってユネスコは、経費削減に努めるとともに、

出金や企業、NGO、個人からの募金を集めるなどをしている。 

世界遺産に関することとして、昨年６月に東京都の小笠原諸島と岩手県の平泉の

２件が新規登録され、現在の日本の登録件数は１６件となった。また、昨年１１月に行

なわれた世界遺産委員会の選挙において、委員国としてト

り、同分野に引続き貢献していくことが期待されている。 

http://kotobank.jp/word/%E3%83%A6%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B3
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
http://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E9%96%A2
http://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E5%BA%9C
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%9A%9B
http://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E8%96%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%BE%A4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E5%9C%B0%E5%8C%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E7%9A%84%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9%E7%BE%A4%E4%BF%9D%E5%AD%98%E5%9C%B0%E5%8C%BA
http://srd.yahoo.co.jp/HYC/S=2079420976/K=%E4%B8%8B%E8%92%B2%E5%88%88/L=con/R=qry/*-http:/100.yahoo.co.jp/detail/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%8F%82%E5%8B%A4%E4%BA%A4%E4%BB%A3/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%95%AA%E6%89%80/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%9C%AC%E9%99%A3/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%9C%AC%E9%99%A3/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BD%BF/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
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