
【調査日時】 ４月２７日 １４：００～１５：３０ 

【訪 問 地】 太陽連邦協会：ＢＳＷ（ベルリン） 

【調査内容】 再生可能エネルギーの普及促進への取組について 

【対 応 者】 国際部責任者 

【調査要旨】  

ドイツは、太陽光発電が世界のトップクラスの国である。以前は、日本だったが、 

ドイツの政策変更によって、太陽光発電が推進されてきた。ドイツでは、太陽光に限ら

ず風力などの再生可能エネルギーの開発や利用が増えている。ドイツのエネルギー

消費全体に占める割合として、２０１１年は１０．８％で、これは１９９８年の約３倍以上

にもなっている。 

ドイツは、再生可能エネルギー法によって電力の買取価格が保障され、その買取

制度の利用がかなりの割合で進んでいる。２０２２年までに原子力発電から撤退し、２

０３０年までには５０％を再生可能エネルギーで賄うという目標を立てている。ドイツの

再生可能エネルギーの利用の中でも、 も高い伸びを示しているのが太陽光発電で

ある。日本も東京電力福島第１原発事故を受け、代替とする再生可能エネルギーの

促進に向けており、また本県も再生可能エネルギー推進構想検討会議を立ち上げ、

検討しているところである。 

ドイツの太陽光発電の現状や再生可能エネルギーの普及促進への取組について、

国際部責任者より聴取した。 

国際部責任者は、約５年間この業務に

関わっており、太陽連邦協会のほとんど

の者が国内の業務に携わっているが、

何故、ドイツの太陽光発電が成功したか

を説明するのが国際部門業務であり、そ

の人員は２人である。 

。 

太陽連邦協会は、民間企業約８００社

以上からの会費によって運営する民間

団体で、太陽光発電の産業界を代表し

て、政府との様々な政策の交渉を行う団体である

国際部責任者（左） 

ドイツは、東京電力福島第１原発事故を受け、一気に２０２２年までに脱原発の方

向の舵を切った。その背景としては、１９８０年代以降、放射能廃棄物問題の発生や

環境汚染、地球温暖化の進行に伴い、環境意識が高まり、エネルギー源についても

１９８６年のチェルノブイリ原発事故などの大きな環境問題が起きるたび、その衝撃が

ドイツ人の環境意識を強く刺激してきたためである。 

ドイツは、太陽光発電の容量ではトップクラスで、約１５年前までは米国、１０年前

は日本の方が多かった。それは、ドイツは太陽光を促進させる法律によって容量を増

やしたからで、欧州の中で地理的に良くも悪くもなく、太陽光発電に適している地形で

もないのに伸びたのは、積極的に太陽光の促進に向けた取組みが功を奏したからで
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ある。 

山木団長 御礼の挨拶 

２０１１年の全世界の太陽光発電の年

間導入量は、前年比６６%増の２７.７GW へ

と急拡大し、過去 高を更新した。ドイツ

の年間導入量は、２０００年には４５MW し

かなかったが、２０１１年には、設置量は 

１００万台を超え、導入量は７.５GW にまで

急拡大してきた。しかし、昨年、イタリア 

（９ＧＷ）の太陽光発電容量に追い越され

てしまった。 

エネルギー源別発電量の割合に占める再生可能エネルギーは約２０％であるが、

その内太陽光発電エネルギーは４％である。２０００～２０１１年の年間を通じての発

電量は、５～８月の発電量が多く、まだ２０１１年１１～１２月の数値は出ていないが、

晴天が続き良い結果がでることを期待している。 

発電設備であるが、２００４年までは比較的規模の小さい３０KW 以下が、市場の 

６割を占めていたが、 近では３０KW 以上や１０００KW 以上が主流になっている。 

２００６年には、設備の費用も一般家庭に設置する場合は約５,０００ユーロ（日本：約 

５百万円）かかっていたが、２０１１年末には約２,０００ユーロ（日本：約２百万円）となり、

半額以下にまで下がってきている。しかし、未だ太陽光発電の設置費用は高いイメー

ジがあり、これまでに設置費用が大幅に安くなってきた歴史を知る人は少ない。 

ＢＳＷが行った研究において、２０２０年の太陽光発電エネルギーの、エネルギー

源別発電量に占める割合は、２０１１年末には４％となり、２０２０年には１０％を達成

できるという予測を立てている。 

また、政府のためにも研究・調査を行っているが、その重要な研究の１つとしては、

太陽光発電全体のコストが、今後どのように変わっていくかということがある。現在は、

太陽光発電への買取価格の上乗せ補助金制度があり、電力会社はその上乗せコス

トを消費者の電力料金に転嫁するので、 終的には消費者が負うこととなっており、

その負担が今後どのように変わっていくかということを研究している。 

 ２０１１～２０２０年は、消費者が負担するコストはほぼ横ばいになると思われるが、

２０２０年以降は、その負担するコストは下

がると予想され、ここ１０年間に行ってきた

投資はこれから安定していくと思われ

プロジェクターにて概要説明 

る。 

 

２０２０年に補助金制度は全廃され、２０３０

年までにあらゆる社会経済活動のなかにお

いて、累積で２５０億ユーロ（日本：約２兆５,

０００億円）の利益を生み出すものとして予

測されている。

現在は、一般家庭における太陽光発電に
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よる売電価格は、一般家庭コンセントから利用する電気料金に比べて安くなっており、

太陽光発電による売電価格は決して高いわけではなく、色々な料金プランにおいて、

新たな展開が求められるであろう。 

よく指摘されるのは、電力系統の増強や、安定化技術の研究・開発であるが、ドイ

ツは、低・中・高圧があり、不安定な電源の導入量が多くなるほど、送電網整備や安

定化にかかるコスト面で、消費者の負担上昇につながることになる。エネルギー源別

発電量の割合に占める太陽光エネルギーを１０％にまで引き上げるため、２０２０年に

７０GW の太陽光エネルギーを電力系統に流す目標を立てている。そのために発生す

る年間の追加コストは、消費者１人当たりの電気料金に対する電力系統のコストに占

める割合は０．４％程度で、７０ＧＷの場合おおよそ１億ユーロ（日本：約１００億円）で

あり、現在の送電網を維持管理するだけでも約１０億ユーロ（日本：約１０００億円）程

度かかるとされている。 

このように、太陽光エネルギーから発電された電力を全て電力系統に流すことは可

能であるし、経済的にも非常に意味のあることである。 

しかし、見逃してはならないことは、ド

イツの脱原発の加速により、電力不足

が生じるのではないかとの懸念の声が

上がっていることである。とりわけ、電力

供給企業のトップは、電力需要が 大

になる冬をいかに乗り切るか、２０２２年

までの電力不足をどう回避するかと懸念

をしている。しかしながら、今のところ停

電もなく、今冬も厳寒だったものの、その

影響もなく、逆に太陽光発電の電力を電

力不足となったフランスに輸出しており、その懸念には及ばないとＢＳＷはみてい

買電価格と売電価格の推移

る。 

さて、独の太陽光発電の補助制度は、日本が導入しようとしているものと若干違い、

設置者に対する設備への補助金は一切なく、一般的な方式である全量買取制度であ

る。これは、法律により、自前の設備で発電した電力（エネルギー）を、一定期間、一

定価格で、電力会社に全て買い取らせ、自家消費分の電力は、売電した電力よりも

別途系統の安い電力で賄うものである。例えば、一般家庭に８KW の設備を設置し、

費用は約８,０００ユーロ（日本：約８００万円）とした場合、２０年間の売電収益は、初期

設置費用を償却し、更に初期投資費用の６～８％の収益が予想され、一般家庭のビ

ジネスモデルとなっている。パネルの品質によって発電能力が効率・非効率のパネル

もあるが、設置後、平均８～１１年間で利益が見込めるといわれている。 

しかし、買取価格の設定は非常に難しく、現在は 1KW あたり２４セントユーロ（日

本：２４円）となり、年々下がっている。その要因の１つとして設置費用が下がってきて

いることもある。 

ドイツの補助制度は、国・地方自治体の負担はなく、一般の消費者が支払う電気料
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る。 

る。 

金の一部である付加金のみで運用してい

る。 

太陽光発電は、発電量が天候や季節・

立地条件に左右されるというデメリットも

あるが、ドイツは太陽光エネルギーを単

体ではなく、再生可能エネルギーの一部

として捉えている。その意味からも、風力

発電にも力をいれており、冬は日射量が

少ないが風が強く、また、夏は日射量が

多いが風は少ないなど、風力と太陽光は相互に補完し合っているところに着目してい

る。将来は、蓄電池の必要性も高まってくるものと予想され、政府としても研究を始め

たところであ

風力発電にも力をいれている

太陽光発電は、単に、環境に優しいという理由だけで普及しているのではなく、高

利回りが期待できることから、市場拡大に成功している新たなビジネスモデルとして、

企業も参入し、スーパーや農家にも広く太陽光発電設備が設置されている。 

太陽光発電補助制度による電気料金に占める太陽光発電の電力による付加金の

割合は、８％程度であり、再生可能エネルギー全体では１６～１７％となり、付加金が

加算されることによって電気料金が高くなっている。しかし、政府の努力もあり、 近

の世論調査でも、電気料金は高くても、太陽光発電を促進すべきだと支持する国民

は約６割、高いが納得はできるは約２～３割で、約９割の国民から再生可能エネルギ

ーの促進について一定の理解を得ている。 

また、家庭用と産業用の電気料金は様々な料金プランがあるが、再生可能エネル

ギー法によって、電力を大量に使用する産業界（重工業等）は、太陽光発電に係る補

助金（付加金）に対する負担はなく、家庭用は上昇しつつも、産業用は空洞化を避け

るため欧州各国よりも安い水準となっている。また、電気自動車と太陽光発電との組

み合わせは、これから研究していかなければならない課題であろう。 

 ２０１０年の一般家庭における太陽光発電の電気料金だが、一般の消費者が支払う

電気料金は１KW２０セントに対し、太陽光発電電力の買取価格は１KW３６セントであ

った。しかし、２０１２年からは太陽光発

電電力の買取価格よりも一般の消費者

が支払う電気料金の方が高くなった。こ

のことによって、太陽光発電の導入量

は減るかもしれないが、今後は電力会

社から価格の高い電気は買わず、自前

の太陽光設備で発電した電力を自家消

費として使用し、電気代を安くして、自

家消費を上回った余剰電力を、売電し

ていく方向になるものと予想され
国際部責任者を囲んで 



【調査日時】 ４月２８日 １４：３０～１５：３０ 

【訪 問 地】 ゲーテハウス（フランクフルト） 

【調査内容】 観光資源の活用及び地域に密着した取組等について 

【対 応 者】 館長 

【調査要旨】 

 １７４９年８月２８日ドイツが誇る 

文豪、ヨハン・ヴォルフガンク・フォ

ン・ゲーテ（１７４９～１８３２）は、法

律家の父と市長の娘を母とする、屈

指の名家の長男として生まれ、多感

な少年時代を過ごした。２６歳でワ

イマールに移り住むまでこの家で暮

らしていた。第二次世界大戦で家は

破壊されたが、疎開していた調度品

等は原形どおりに復元され、地域住

民のシンボル的な建物で且つ観光

の中心となっている。ゲーテハウスの再興や街のシンボルとしての考え方について、

館長より聴取した。 

ゲーテハウス 正面 

ゲーテハウスは、フランクフルトの公的機関が運営しているのではなく、自由ドイツ

文化財団に所属している。入場料だけでは維持管理は難しく、国・州・市からの補助

金（年間数百万ユーロ）を受け、広い意味での文化遺産となっている。当初、１８５９年

に創設された市民の基金で、１８６３年にゲーテの両親の家を買い取り、内装を整え

て一般公開した。ゲーテ博物館や特別図書館なども備えており、これからロマンチッ

ク時代をテーマとした新たな博物館を国・州・市から補助金を受け建設する予定であ

る。また、展示会や講演会を催すほか、作品集の編集も行われ、約２０００人の会員

によって、物心両面から支えられている。 

由緒あるこの家を訪ねてくる来館者は、年間１３万人にのぼる。その内アジアから

の来訪者が多いため、日本語、中国語、韓国語の電子によるガイドをつくり、細かい

配慮がなされている。 

館長から説明聴取 

フランクフルトの真ん中にある建物

は、ゲーテ家の人々の生活を髣髴と

させるために工夫をしている。 

この家を現在のような外観にした

のは、ゲーテの父親であり、１７５５年

から２年間かけて、相続した２軒の木

組建物を改築した。 

この建物は、ゲーテとその家族が

どのような生活をしていたかが再現さ
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れており、１階から４階まで様々な部屋を見ることができる。１３の部屋が公開されて

いるが、各部屋がそれぞれの特徴を持ち、家具や調度品は当時の生活を今によみが

えらせ、歩くと床がみしみしと音を立て、１８世紀の家にいるような気分にさせられる。

ゲーテハウスは、井戸のある中庭から入り、玄関から台所と青の小部屋に入る。 

階段を上ると中国風の壁布のため“北京”と呼ばれる部屋がある。一家の芸術的

関心の大きさを物語る弦楽器のある“音楽の間”実際の生活の場は３階以上である。 

教養ある家庭を象徴するのが、３階にある父の書斎である。部屋に置かれた大き

な書棚の中には、その数およそ２,０００冊もの本が並んでいる。 

４階に上りきると、ゲーテが“前の広間”と名づけた踊り場は天文学的な時計があり、

その隣の部屋は、“詩人の部屋”である。詩人の部屋は、ゲーテが出世作となる「若き

ウェルテルの悩み」を執筆した部屋で、祖父の代から伝わる机が壁に向けて置かれ

ていた。 

多くの地方公共団体は、その区域内に存する文化財の保護を図るため、保存と活

用に取り組んでおり、ゲーテハウスは、国・州・市から補助金を受けている。 

それは、東西ドイツに分断された後、旧西ドイツにおいてゲーテの足跡を残す文化

財は、ここのみであったため重要な位置づけとされているからである。 

フランクフルト市は、ゲーテが歴史上意義深く、ゲーテハウスも文化的に価値が高

く、その所在する地域の文化と密接な関連を有するものとして、その保存及び活用を

積極的に推進している。そして、誰もがその必要性の意義を理解しているからこそ、

行政の支援を受けることができている。 

今でも、街には幾つかの重要な文化財産があるが、代表的なのがゲーテハウスで

ある。しかし、補助金だけで運営しているのではなく、団体、企業並びに会員からの寄

付や企業からの支援を受けているのが現状であり、運営資金も年々厳しくなってい

る。 

 

博物館の様子 建物中の広場にて 

 

 



【調査日時】 ４月２８日 １６：００～１７：００ 

【訪 問 地】 ザクセンハウゼン等（フランクフルト） 

【調査内容】 自然と調和し、機能ごとのエリアに分かれた美しい街づくり等について 

【対 応 者】 通訳 

【調査要旨】  

 ドイツの都市計画は、国・州は関与せ

ず、市・町の責任で行っており、フランク

フルト市の場合は、周辺を約５０％の緑

地で囲まれており、その緑地は特別に

保護されている。

緑地に囲まれている街並み 

 

いる。 

 

 フランクフルトは、ドイツの中で５つめ

に大きな都市であり、日本からのドイツ

直行便の窓口で、人口は約６８万人の

金融、交通の中心都市である。大聖堂

周辺の旧市街は、当時の形へと見事な

までに復元を重ねており、市は、それら

をうまく調和させ、都市としての機能性も

保有し、景観も保たれて

高層ビル群の金融センター 

ドイツを代表する多くの銀行や欧州中

央銀行も、この街に本店が置かれおり、

欧州の金融センターの一つである。 

さらには、国際的な街並みを呈してお

り、国際的な見本市なども行われる。 

 フランクフルト国際空港は、ヨーロッパ

でも、利用人数、貨物取扱い量など様々

な面で上位にあり、ハブ空港として機能

している。 

それぞれが果たす役割は全く違うもの

であるが、機能別にした街づくりで、互い

が共存し、それぞれの良い面を最大限

に引き出すことにつながっている。

長距離列車のターミナルであるフラン

クフルト中央駅は行き止まり式の大規模

な駅で、欧州各地からの列車が発着する。また、フランクフルト国際空港にもフランク

フルト空港駅が設置されており、航空路線と鉄道を乗り継ぐことができる。市内交通

は、 路面電車、Uバーン（地下鉄）、バスを運行している。ただし地下鉄は、本格的な

ものではなく、路面電車をもとに、都心では地下化、郊外では専用軌道化したもので

ある。 

フランクフルト中央駅 
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S-Bahn(都市近郊列車)で、フランクフルト空港近距離駅からフランクフルト中央駅ま

で、約１５分程度で市街地は広がっている。レーマー広場やバルトロメウス大聖堂、ま

た、その周辺のマイン川河畔では、金融街としてひしめく超高層ビルが林立する一角

もあるが、大聖堂の周りには制限によって高い建物は建設されていない。 

フランクフルトは、しっかりと地区別に機能を分けているところに特徴がある。世界

との玄関である空港エリア、歴史的町並みを保存するエリア、金融街をはじめとする

ビジネス活動が行われるエリアがしっかりと機能別に分けられていて、それぞれ集合

することの強みや良さを引き出している。複数の資源をもつ街にとっては、このように

機能別に街をまとめることで、ひとつの顔でなく多様な顔をもつ街づくりが可能となる。

つまり、集約することで機能空間の質が高まり、その特色が高まることによる地域の

歴史・文化財の効果も得られる。 

都市道路や軌道系のインフラもあるが、マイン川も動脈として利用され、舗装され

た広大な川沿いの遊歩道や水上バス等の交通網もある。その地の利を十分に生かし、

道路、川、空路といった動脈に、人が流れ、それぞれ特徴をもった地区に、人のエネ

ルギーがどんどん流れ込んでいる。躍動感や、活気に溢れる人が流れを生み出す都

市構造は、各機能が共存する街づくりとして非常に参考になる。 

日本とドイツは、産業形態の変化、高齢化社会、過疎化など、直面する課題が共通

している。というのも、以前は中心市街地から郊外へ移り住んでいたが、今では中心

市街地へと回帰している。これは、働く場所と住む場所を機能的に分けていることに

よる利便性の向上や高齢化の進展、交通量を減らすことによる環境負荷の軽減など

からである。 

将来は、車をもたず、カーシェアリングをしたり、必要なときに要るものを得る時代

になるのではないだろうか。こうしたことによって、生き生きとした活気溢れる街づくり

が進んでいき、街の歴史・文化・その暮らしの雰囲気を感じさせることによって、大型

のショッピングセンターでは再現できない環境を創り出している。 

フランクフルト市は、このような街づくりを、人・文化・多様性を保ちつつ進めてい

る。 

各機能が共存する街づくり 活気溢れる街並み 
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【調査日時】 ４月２９日 １１：００～１２：００ 

【訪 問 地】 フランクフルト空港（フランクフルト） 

【調査内容】 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 

【対 応 者】 通訳 

【調査要旨】 

 欧州有数のハブ空港であるフランク

フルト空港が目指すのは、世界に誇る

エコ空港である。 

日曜日ということもあり、空港施設

側からの説明員が確保できなかった

ので、通訳が、事前に調査していたこ

とを聴取した。 

る。 

フランクフルト国際空港は、２０１１

年に旅客数５,６４０万人が利用するド

イツでは最大規模の空港で、ロンドン、

パリに次ぎ欧州では３番目、世界では９番目に旅客数の多い空港である。貨物取扱

量は欧州最大で、世界では９番目となってい

ハブ空港を実感させるロビー

当空港はターミナルが２つあるが、旅客需要の増大に対処するべく第３ターミナル

を建設する予定である。昨年、第４滑走路の供用開始に際して、森林を開発しなけれ

ばならず、騒音に対する市民団体の反対運動も起き、訴訟問題となった。 

昨年の１０月、ヘッセ州行政裁判所は、住民の暮らす権利を大事にすることとし、

早朝深夜(午後１１時から午前５時までの間) の夜間離発着の飛行を禁止する裁定を

下した。この飛行禁止は現在も続いており、夜間の離発着はできないことになってい

る。 

また、午後１０時から１１時までと午前５時から７時までの時間帯も離発着料が高く

なっており、周辺の騒音対策を講じている。 

尚、毎日、騒音の計測もしており、その結果をインターネットにも掲載している。 

１９９３年には、空港を運営している会社は、航空会社に対し、環境対策（騒音）に

資金を拠出させ、環境性能の高い航空機に対しては負担を低く、逆に環境性能の低

い航空機には負担を重くして、環境性能の高い機体の利用を促している。求められて

いる環境対策のレベルは年々高まってきており、その拠出額も上昇しているため、航

空会社の経営判断や努力によって、削減可能な経費ともいえる。 

他の環境対策として、電気自動車（ＥＶ）にも力を入れている。空港内を走る車両は

３,０００～４,０００台に及び、フォークリフト・牽引車など作業用車両の割合が高く、電

気自動車の車両を、２０１５年までには５０％まで高める計画である。また、航空機ま

での旅客者の移動に、電気自動車を使い、空港の駐車場には、無料で充電できる設

備も設置してある。しかし、昨今、電気自動車に充電する電力が再生可能エネルギー

でないと意味がなく、電気自動車と再生可能エネルギーは一体として考えていく必要
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があるといわれている。 

 このように、フランクフルト国際空港は、圧倒的なドイツ最大の空港で、フランクフル

ト中央駅は国内有数の利用者数を誇る鉄道旅客駅となり、また空港の鉄道駅とバス

ターミナルは１日４００便の列車とバスが発着しており、それらと空港が機能的に融合

した EU・ドイツ交通の一大結節点を形成している。 

 

多くの航空会社が参入する

空港内 関係者の移動手段は自転車
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～おわりに～ 

 

 

この度の、広島県議会イギリス・フランス・ドイツ行政視察は４月２２日から４月 

３０日までの日程で、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、ユネスコの取組の現状と課題及び広島の役割等、再生可能エネルギーの普及

促進への取組みなど、各都市ごとにテーマを定め視察を行いました。 

実際に、責任あるそれぞれの担当者から丁寧な説明を聴取でき、意見交換や現地

視察を行うなど、団員一同は意欲的な視察を行ったところです。尚、意見交換の内容

については、報告書の調査要旨の文中にまとめております。 

今日、地方議会に課せられた課題が、かつてなく大きくなっていることをひしひしと

感じており、国に関わる政治的課題は、国よりも地方の現場で起こり、より積極的に

論じられております。 

視察団は、この視察を終え、世界の先駆的な実情を学ぶことができ、それぞれの

歴史や文化の中に根付いてきた価値観や成り立ち、また、先進的な施策の展開に触

れることができ、知見を深めたと感じております。 

以下の通り、視察の所感を簡単にまとめましたので、ご報告申し上げます。 

 

【１】 ロンドン議会（ロンドン） 

イングランドでは、地域によって二層制と一層制が混在しており、イギリスは地方

がそれぞれの事情に合った、より適切で柔軟な統治を地方自らが決めることがで

き、権限移譲を少しずつ行っている地方分権の流れだと感じ取った。 

大ロンドン議会は、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１１となって

おり、報酬は年額５３,４００ポンド（日本：約６５７万円）、市長の報酬は１３２,０００ポ

ンド（日本：約１,６２０万円）である。 

大ロンドンの議員数は２５名であるにもかかわらず、大ロンドンから選出される下

院議員（日本でいう衆議院議員）は７２名と、議員一人当たりの人口格差は歴然と

している。本来であれば、逆ではなかろうかと思うが、大ロンドン市民はこの議員数

をどのように感じているのか、直接聞くことができなかったのが残念なことであっ

た。 

地域住民がよりよく暮らせるよう統治機構について、大ロンドン（ＧＬＣ）が解体さ

れ、そして再び創設された大ロンドン（ＧＬＡ）の変遷は、大いに学ぶべきものがある

と思う。 

今、本県も広域連合設立に向けて議論がされているが、どの分野まで広域行政

が戦略的機関として役割を果たし、また、広域行政を行う機関を創設するか否かは、

住民自らが判断する住民投票に委ねていくのも、１つの手法であろう。しかし、課題
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としては二重行政にならないよう整理しておく必要がある。 

 

【２】 ドックランズ博物館（ロンドン） 

ドックランズの都市再開発は、特筆すべき事は、①開発を目的とする土地を強制

買収できる権限、②建築許可の承認・却下の権限、③民間開発業者との契約締結

の権限などを、法律によって地方自治体から移管させ、また、理事会のメンバーも

中央政府が任命するなど強い権限をもたせ、中央政府の直接コントロールのもとで

行われた事である。 

この都市再開発事業は、従来の行政中心による再開発ではなく、「エンター・プラ

イズ・ゾーン」を特区として指定し、公共が直接施設を整備せずに民間投資を利用

して、民間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねるＰＦＩ手法を用い、これから

の再開発の在り方について、大変参考になった。 

 

【３】 ＪＥＴＲＯパリ（パリ） 

フランスは、もともと社会主義国家に資本主義が入り込んだ国であり、社会保障

については手厚い制度になっているが、このことが財政を苦しめている要因の一つ

となっている。 

フランスは、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、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。 

本県でも、「お宝探し」と称して、多くの地域ブランド化を目指しており、どうしたら

その価値の向上が図れるか、また、銀座にオープンするブランドショップを通じて、

いかに多くの人が来広され、広島のファンを創り、新たな経済成長につなげていく

か。その上で、世界で優位に立つ、フランスのブランド戦略のノウハウや取組みは

指針となった。 

 

【４】 ユネスコ日本政府代表部（パリ） 

木曽大使は、本県の教育長を務められた方であり、中国地方の神楽は無形文

化遺産の登録へのチャンスは大いにあると述べられた。神楽は、今ではちょっとし

たブームとなっており、世界各国でも公演され、好評を得ている。神楽の無形文化

遺産への登録運動が沸き起これば、神楽団の演舞者が明るく希望を持って演舞す

ることもでき、後継者不足の解消につながる可能性もある。ひいては、地域の伝統

芸能の継承や地域振興が図られることから、その機運の熟成に取り組む必要があ

るかと思う。 

また、福山の鞆の浦周辺、尾道の大小の寺、竹原の保存地区、下蒲刈の朝鮮

通信使の接待所、更に御手洗（呉市）の地区を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述べられ、これは単体でみるのではなく、瀬戸内の風光明媚

な多島美などを点と点を結び、面として捉え、価値を上げることによって本県の目
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指す観光立県のヒントを得た。 

 

【５】 レジデンス・デュラベー高齢者住宅（パリ） 

レジデンス・デュラベー高齢者住宅の特徴は、施設者会議を設置して、入居者  

自らが議題を提案して、施設内の諸課題を協議し改善していることである。 

  また、保育所を設置し、世代間の交流を図ることで、介護の予防にもつながり、

子どもの育成においては、高齢者との交流を通して築かれる人間関係は、大きな

影響をもたらすものとして、大きな成果を挙げている。 

また、施設内には、大きなレストランや、靴屋、散髪屋など様々なお店がある。 

これは、地域住民も気軽に利用してもらうことによって、入居者ができるだけ実社会

に近い環境のなかで、生活できるように工夫されている。 

このように、高齢化が進む本県においても、老人ホームなどの施設内に多くの地

域住民が訪れるような整備を整え、地域とともに歩む地域一体型の老人ホーム運

営は大変参考になるものがあった。 

 

【６】 全国家族手当金庫：ＣＮＡＦ（パリ） 

フランスの家族政策は、最初は家庭にいる母親を対象として支援を開始したが、 

就労する女性を対象とする支援に大転換した。その背景は、働きたいという願望と

子どもを生み育てたいという、女性の２つの願望を叶えるためであり、そもそも出生

率を上げるために始まったものではなかった。 

   国際部長が指摘しているように、先進国の中でも、日本はまだまだ女性のニー

ズに十分に対応しきれていないように感じる。 

依然として、育児は妻任せという夫が多い中、知事自らが『育メン』と称して、育

児休暇を取得され、広告塔となって啓発を行ったほか、事業所に対する奨励金の

創設などにより、事業所側でも育児休業に対する一定の取組が進んでいる。 

また、家族形態によって保育ママ制度や祖父母の保育に対する支援なども行え

る自由選択のできる施策の実施が望まれていると感じる。 

本県でも、働く女性の就業継続応援事業を実施しており、この事業の着実な成

果を上げていくことが、結果として出生率が上がることを期待するものである。 

 

【７】 在ドイツ日本国大使館（ベルリン） 

在ドイツ日本国大使館の横道は、ベルリンの壁の崩壊後に市民の要求によって

hiroshima 通りという名称になっている。その理由は、核分裂はベルリンの科学者よ

って発見され、市民は核に対する反発を強くもっており、人類史上初の原子爆弾を

投下された広島（hiroshima）に対し、同情の念が深かったためである。 

 自動車についてであるが、日本車は非常に少なく、韓国車は韓国・ＥＵのＦＴＡ締

結によって大々的に躍進しており、日本・ＥＵのＥＰＡを進めていかなければならな

いと感じたところである。 
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日本とドイツの貿易額であるが、中国の著しい台頭にもより低下している。中国

は世界ルールよりも自国のルールを優先させる可能性が残る国として、ドイツはも

とより世界の国々は、中国を特殊な存在とみている。ドイツ政府はパートナーとして

人権に対する価値観を重く受け止めており、広島としても hiroshima 通りとなったベ

ルリン市民やドイツ国民の思いを受け止め、様々な価値観を共有し両国の架け橋

の役割を果たすことも大事であると感じた。 

 

【８】 ＪＥＴＲＯベルリン（ベルリン） 

ドイツ経済の現在の好調は、２０００年初めから取り組んできた構造改革、労働

市場改革の成果であると感じさせられる。 

シュレーダー政権時代に失業保険期間の短縮などにより、ある意味、労働者に

とって厳しい内容を課せ、更に労働をしなければならないような環境をつくったから

である。企業も、ワークシェアリングや実質的な賃金カットを行ったが、結果として雇

用も確保でき、ドイツ経済は良い方向に向かってきた。 

日本が、これからの国際競争を勝ち抜いていくためには、世界でも非常に高く評

価されている日本のサービス産業（接遇）やおもてなしである。 

この質の高いサービス産業を、市場が拡大する中国やアジア地域へ、戦略を立

てて売り込んでいき、ビジネス機会の創出を図るべきである。 

ドイツのマイスターの制度は、事業所の継承、創設時にマイスター資格が必要と

なる職種を半減すること等を内容とする改革が実施された。広島県も、ものづくり産

業の維持発展を図るために、後継者を育成するマイスター育成事業に取り組んで

いるが、マイスター制度をうまく活用しながら、ものづくり産業の集積のある広島県

の技術者の育成に努めていかなければならないと感じた。 

 

【９】 太陽経済連邦協会：ＢＳＷ（ベルリン） 

ドイツは、太陽光発電の容量ではトップクラスで、太陽光を促進させる法律によって、

積極的に太陽光の促進に向けた取組みが功を奏した。 

ドイツは太陽光エネルギーを再生可能エネルギーの一部として捉えており、風力発

電にも力をいれている。 

太陽光発電補助制度は、付加金が加算されることによって電気料金が高くなって

いる。しかし、電気料金は高くても再生可能エネルギーを促進すべきだと支持する国

民は約９割にも上っている。 

ドイツが、発表する統計では原発停止後も電力の輸出超過を続けており、ドイツは

国内で消費する以上の電力を生み出している。だからこそ、福島の第１原発事故を受

け、一気に２０２２年までに脱原発の方向に舵が切れたのだろう。 

今、広島県も再生可能エネルギー推進構想検討会を立ち上げ、太陽光発電推進

県を目指すためその促進方策について検討がされている 

設置者の採算性や収益率は、非常に低いものとされ、公益性に重きを置いて事業
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を展開されるようである。ドイツでの太陽光発電は、単に環境に優しいという理由だけ

で普及しているのではなく、高利回りが期待できることから、一般家庭などの新たなビ

ジネスモデルとなっている。 

本県でも、その点を踏まえた施策展開が望まれてくるだろう。また、電気料金が高く

ても、再生可能エネルギーを促進すべきとする国民の一層の理解を求めていくことも

不可欠である。原発停止による電力不足が日本経済や各産業に与える影響、そして、

広島は過去に原爆を投下され、放射能による被害を受けたことを踏まえ、再生可能エ

ネルギーの転換を加速させるべきである 

 

【10】ゲーテハウス（フランクフルト） 

   ゲーテハウスは、自由ドイツ文化財団に所属し、国・州・市からの補助金を受け、

広い意味での文化遺産となっている。 

本県においても、数々の文化遺産があり、この貴重な文化財の活用と次世代へ

の継承を図るために周知や保護を推進していく必要がある。 

しかしながら、県民への周知が十分に図られていないと感じる。広島県の子ども

たちに、学校教育の場で貴重な文化財に、多く触れさせることによって、県民共有

の財産の保存、ひいては県民の文化の向上に資するものと考える。 

 

【11：12】フランクフルト空港と機能的な美しい街づくり（フランクフルト） 

欧州有数のハブ空港であるフランクフルト空港が目指すのは、世界に誇るエコ

空港である。特に周辺の騒音対策を講じており、早朝深夜(午後１１時から午前５時

までの間) の夜間離発着の飛行を禁止している。 

また、フランクフルトは都市機能と景観が保たれている。それぞれが果たす役割

は全く違うものであるが、機能別にした街づくりで、互いが共存し、それぞれの良い

面を最大限に引き出している。 

それぞれを集約することで質が高まり、街の歴史・文化・その暮らしの雰囲気を

感じさせ、大型のショッピングセンターでは再現できない環境を創り出しているとこ

ろに、今後の街づくりの指針になった。 

 

 

最後に、この貴重な経験を活かし、これからも県民の負託にしっかりと応えるため、

県議会審査の場で、政策提言を行うなど、今後の県政の進展に資するものとなるよう、

一層の努力をしていかなければならないと意を新たにしているところであります。 
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