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  視 察 団 名 簿 
団  長  門田 峻徳 
副 団 長   髙橋 雅洋 
幹 事 長   児玉 浩 
副幹事長    金口 巖 
会  計  桑木 良典 

広  報  窪田 泰久 

   〃   瀧本 実 

  視 察 日 程 表 

日付 都  市 内 容 宿泊地 

5/9 

（水） 

ヘルシンキ 

パリ 
移動日 パリ 

5/10 

（木） 

パリ 

モンサンミッシェル 

・パリ観光事情視察 

・カーシェアリング事情視察 

・モンサンミッシェル市長表敬訪問 

モンサンミッ

シェル 

5/11 

（金） 

モンサンミッシェル 

パリ 

・エネルギー政策事情視察 

・河川を利用した観光振興事情視察 
パリ 

5/12 

（土） 

パリ 

ロンドン 

・農産物流通事情視察 

・芸術・文化調査 

・ＪＯＣ関係者との意見交換 

ロンドン 

5/13 

（日） 
ロンドン 

・ロンドンオリオンピック関連施設視察 

・レンタル自転車のプログラム事情視察 

・芸術・文化調査 

ロンドン 

5/14 

（月） 

ロンドン 

ヘルシンキ 
移動日 

ヘルシン

キ 

5/15 

（火） 
ヘルシンキ 

・教育行政視察及び教育関係者との意見交換 

・エネルギー政策と核廃棄物の 終処分 
機内 

5/16 

（水） 

ヘルシンキ 

大阪 
移動日  
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広島県議会欧州視察団報告概要 

この度，超党派からなる広島県議会欧州視察団を結成し，６泊８日の日程でフラン

ス，イギリス，フィンランドの３カ国，４都市（パリ，モンサンミッシェル，ロンド

ン，ヘルシンキ）を訪問しました。  
 
昨今，地方のグローバル化の動きが活発化する中で，海外の経済・産業・観光・交

流・文化・学術・エネルギー政策・教育などの諸課題や先進事例等に関し調査するこ

とは非常に意義深いことであります。私たち広島県議会欧州視察団は，この行政視察

において，今後様々な角度から広島県行政施策の立案等に反映させることを 大の目

的として調査を行いました。 
 
まず，経済・産業分野においては，ヨーロッパ各地のみならず世界の至る所から様々

な農産物が集まるパリのランジス国際市場の物流事情，物流拠点として重要な役割を

担う市場の優れた機能性を調査しました。 
 
パリ市内においては， 新の電気自動車を利用し，借りたステーションとは別のス

テーションに乗り捨てが可能な先進的な取り組みであるカーシェアリング，また同様

な取り組みとして，ロンドンにてカーシェアリングの自転車版であるレンタル自転車

事業を視察しました。これらの観光面での効果，あるいは市内の渋滞対策としての取

り組みは画期的な手法であり，観光振興と環境対策を図るという点においては，新た

な取り組みとして，広島県の地域資源を有効に活用でき，更なるインバウンドの増加

を見込めると感じました。 
 
2012 年 7 月 27 日からロンドンで開催される第 30 回夏季オリンピック開催にあた

り，ＮＡＡＳＨ（独立行政法人日本スポーツ振興センター）の現地での役割や経済効

果等について，ロンドン事務所長様と意見交換をし，３Ｒ（リデュース・リユース・

リサイクル）の考えのもと環境に配慮され整備されたオリンピック関連施設の整備状

況等の視察をしました。  
 
観光分野においては，広島県がインバウンド対策として重点をおくフランスのパリ

を訪問し，日本政府観光局（JNTO）海外事務所にて，パリ事務所長様より現地での

活動内容についての説明を受け，効果的なインバンド対策や訪日旅行者数増加のため

の具体的な取り組み等を中心に，フランスの観光事情の現状と課題等について意見交

換を行いました。その中で，日本のアニメやユニクロ等の日本製品が海外において，

想像以上に非常に高い評価を受けていることには驚きました。再度，我々は“メイド

インジャパン”を誇りに思い，ものづくりの感性や能力に磨きをかけていく必要を感

じました。 
また，広島県が本年度取り組んでいる瀬戸内海クルーズ推進事業の成功及び更なる
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商品価値向上のため，同様の取り組みをしているセーヌ川クルーズを体験し，瀬戸内

の更なる魅力を高めるための参考としました。 
 
交流面においては，廿日市市と友好関係にあるモンサンミッシェル市長を訪ね，廿

日市市長より預かった親書を手渡しました。宮島とモンサンミッシェル島と似通った

背景の世界遺産をもつ友好都市としての相互の観光交流について，現状と今後の課題

等について意見交換をしました。 
 
文化・学術分野においては，土日を活用し世界的に有名な絵画・彫刻を多数所蔵し

ているパリのルーブル美術館，古今東西の美術品・書籍等が収蔵されている大英博物

館を訪れ，芸術・学術・文化財保護等の文化行政に関する調査をしました。両館とも

子供たちには無料開放され，文化や歴史，芸術を学ぶ教育の場として有効利用されて

います。 
 
3.11 以降，日本において も大きな課題であるのがエネルギー問題です。エネルギ

ー分野においては，フランスのロワール地方にある原子力発電所（サンローランデゾ

ー）を訪れ，エネルギー政策及び有効利用に関する調査を行い，在フィンランド日本

大使館にて，原子力発電政策及び放射性廃棄物処分場について，主に安全性の担保と

いう観点から意見交換を行いました。その中で，まだまだ日本においては多くの議論

が必要でありますが，これからの日本のエネルギー政策の進むべき方向性を示さねば

ならないと痛烈に感じました。 
      
教育分野においては，教育力世界一と言われるフィンランドの教育現場を訪れ，生

徒の学力向上や個性を伸ばす教育のための具体的な取り組みについて調査を行いま

した。本県の学校教育も素晴らしい取り組みをしていますが，フィンランドの小中学

校教育現場を直接見て参考にすることで，より一層子供の教育の向上につながると感

じる部分もありました。 
 
この度の海外行政視察は，経済・産業・観光・交流・文化・学術・エネルギー政策・

教育等多岐に渡り，内容が豊富な実りの多い調査でありました。 
3．11 の震災・原発事故後，海外の日本に対するネガティブイメージを懸念してい

ましたが，各国ともに非常に好意的であり，また，日本の復興への取り組みにエール

を送ってもらっていることにも大きく励まされました。 
 経済、産業、教育、芸術文化等における各国の特色ある施策を視察する中で、改め

て広島の誇れる部分，“本県の強み”を認識することができたのと同時に，広島の抱

える課題も見えてきました。 
 
 今回の視察において、経験したことをしっかりと広島県政発展のために役立ててい

かなければならないと、改めて思いながら帰国の途につきました。 
非常にタイトな日程の中、充実した視察をすることができたと思います。 
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終わりになりますが，この度の視察において，深いご理解と多大なご協力をいただ

いた廿日市市長，中国電力，また，日本ＪＯＣ協会をはじめ，現地の関係者各位に対

して心から御礼を申し上げます。 
各調査内容の詳細は，以下に報告いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                広島県議会欧州視察団一同 



５／１０（木） 

パリ観光事情視察 

【独立行政法人国際観光振興機構（JNTO）（通称：日本政府観光局）パリ事所にて】  
 海外における日本の観光宣伝や日本国内における

外国人旅行者への観光案内などの事業を行ってきた

日本政府観光局パリ事務所を訪問し、所長より説明

を受けた。 
フランス国内では，日本の伝統文化やアニメ等が

非常に人気であり，広島県のインバウンド対策とし

てもフランスは重点国にあげられ，日仏相互間にお

いて今後より観光交流を深めていきたいと話された。 パリ事務所長よりパリの観

光事情の説明を受ける 特に，日本のアニメは，国内において非常に人気

があり，毎年ジャパンエキスポというフランスの熱

狂的なアニメファンを集めたイベントが開催され，４日間で 19 万人が訪れる。また，

現在廿日市市の宮島の大鳥居の姿がパリ市内を走るバスにラッピングされ，積極的に

広島のプロモーションをしている。また，フランス人はカキを好み，特に広島産の物

はおいしく人気があるとのこと。 
 
 
【質問概要（主なもの）】 
Ｑ．昨年，日本では東日本大震災及び福島第一原発

事故が起こり，未曾有の被害を被ったが，フラン

スの観光事情へどのような影響を与えたか。 
特に，日本への訪問客数の推移はどうか。 

Ａ．昨年の日本での震災と原発事故においては，フ

ランス国内においても大変大きなショックを受け

ている。 
パリ事務所にて ヨーロッパにおいても日本への観光客数は激減

した。１年経った現在でも特にフランスやドイツ

では観光客数の回復は遅い。 
 

  ４０代～５０代は，チェルノブイリ事故のトラウマがあるため，特に食に対する

不安感が残っている。 
 
Ｑ．フランス人の日本への観光目的として，主にどのようなものがあるか。 
Ａ．自転車やハイキング・登山のような自然の中でアクティブに体験できるものが人

気である。 
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【所 感】 
フランスは，ヨーロッパ圏における訪日者数において英国に次ぎ上位で，日本の文

化・芸術に対して高い関心を持っていることが分かった。 
今回，フランスの観光事情を調査することにより，各国・地域の観光市場動向や特

性を調査し，本県の強みを活かしたインバウンド対策への取り組みや今後の観光政策

への反映を検討することができた。 
 
 

カーシェアリング事情視察 

【電気自動車のカーシェアリング事業 Autolib の運用事情調査】 
 既にパリで成功しているセルフサービス型レンタ

サイクル“Velib”（ヴェリブ）の電気自動車版である

電気自動車のカーシェアリング事業“Autolib”（オー

トリブ）の運用事情等の調査をした。 

この事業は，市民や観光客が路上にあるカーステー

ションで，自動車を自由に貸出・返却を行うことがで

きるものであり，環境に配慮した電気自動車を用いて

いる。 
カーステーション内にて 

月額会費（12 ユーロ）で，利用料金は 初の 1時間

までが 5 ユーロと，非常に安く気軽に利用できる。パリ市民の 58％が自動車を所有

していないため，市民の 3 分の 2 がこの事業に高い関心を示している。 

 
 
【所 感】 
 パリ市内の住宅アパートの大部分は歴史的な建造物であり，駐車場を完備している

ところは少なく，地下駐車場の整備も進んでいない状況であると感じた。   
その中で，非常に安価に自動車を利用できるシステムは，多くの市民や外国人観光

客にとって魅力的なようである。 
環境に優しく，利用者にとっての利便性も高いが，収益性が低いため，利用ニーズ

の向上がこの事業の鍵となるが，広島県の観光施策においても，大いに参考にできる

と感じた。 
 
 

モンサンミッシェル市長表敬訪問 

【相互観光交流について意見交換】 
 日仏交流 150 周年記念に両国が作成した日仏観光キャンペーンポスターに厳島神

社の大鳥居とモンサンミッシェルが掲載されたことが縁となり，世界文化遺産登録・

海に浮かぶ小島・信仰の聖地として 1000 年以上の歴史・国を代表する観光地等共通
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点が多いモンサンミッシェルと宮島をもつ両都市間

で，平成 21 年 5 月 16 日に厳島神社において「廿日

市市・モンサンミッシェル 観光友好都市提携調印

式典」が行われた。 
この度モンサンミッシェル副市長と市議会議員を

交え，両市の観光促進のための意見交換を行った。 
 
 

副市長より歓迎の挨拶を受ける 
【所 感】 

宮島とモン・サン＝ミッシェルは，美しい風景，信

仰を起源とした歴史的背景等，様々な面で共通する部

分を感じ取れた。 
また，観光交流という点においては，モン・サン＝ 

ミッシェル市は宮島に対する観光ＰＲに非常に積極的 
であり，両都市の観光客数も増加傾向にある。宣伝や

共通のテーマに基づいたイベントなどを行い，文化交

流を図っている都市の現状を調査できた。 
 

大聖堂を背景に 
 
 

５／１１（金） 

エネルギー政策事情視察 

【原子力発電所（サンローランデゾー）】 
昨年の 3．11 以降，日本においては原発に依存し

ないエネルギー政策への取り組みが議論されてきた。 
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日本と同様に石油・石炭・天然ガスなどの化石燃

料資源を持たず，エネルギー資源が乏しいため，電

力供給の約 75％をまかなう原子力発電を中心とす

るエネルギー計画を策定・推進してきたフランスの

エネルギー供給事業を視察した。 
内部は撮影禁止のため，バス

内からの施設風景 
右の 2 基が原子炉，左の 2 基

が冷却施設 

 日本では，原則，原子力発電の運転期間を 40 年

とする方向性が出されているが，フランスでは 30
年を超えるプラントについては，これまでに世界中

で発生した事故，トラブル（スリーマイル島、チェ

ルノブイリ、福島等）や国内プラントで経験した不

調事例に基づく知見から再評価し，10 年間の稼働延長を決定する。40 年経過後以降

も，同様の評価，分析を行って稼働延長を行っていく。 



当原子力発電所事務所内において，発電所の安全性確保対策，原子力防災の強化及

び周辺住民の反応などについて重点的に説明を受け意見交換を行った。 
 
 
【質問概要（主なもの）】 
Ｑ．東京電力㈱福島第１原子力発電所事故以降に当

地で地震対策を強化した内容があるか。その際に

は，どの規模の地震を想定されているのか。 
Ａ．今回の事故を踏まえて地震対策について強化し

た内容はない。（地震の少ないフランスでは，むし

ろロワール川の水害対策を強化している。） 

 

所長よりフランスの原発事情

の説明を受ける 
Ｑ．事故を踏まえて，地元の不安を解消するため理

解活動をどのように展開されているか。また，そ

の反応はどうか。 
Ａ，事故を受けて地元住民からの安全に対する問い合わせは非常に多い。その都度，

当発電所の安全対策について丁寧に説明している。 

 
Ｑ．現在，日本では原子力発電所が全て停止している。今後，ストレステストの結果

評価を勘案して再稼動の可否を検討するが，フランスでは，福島第１原子力発電

所の事故以降，原子力発電所の稼動に対する新たな条件が盛り込まれたか？ 
Ａ．事故を受けて，フランス版ストレステストを実施して評価した結果，現有の設備

で問題がないことが確認されたので，稼働条件として新たに盛り込んだ項目はな

い。ただし，安全対策として追加する項目はある。（稼働条件ではない。） 

 
 
【所 感】 
日本も国内の電力消費量の多くを原発により供

給しており，それを短期間で大幅に削減すること

は現実的ではないが，１種類の電源に多くを依存

するリスクは今回の事故で明らかになった。 
フランスにおいては，長期的（2100 年を視野）

には、依存率を 75％から 30％までに減らすという

議論も出始めている。 

関係者と施設内にて 
再生可能エネルギー（太陽光・風力など）は，

2011 年末時点で太陽光発電は 250 万 KW，風力発

電は 680 万 KW 導入されている。今後も地球温暖化

ガスの排出削減に向けて，2020 年までに太陽光発電 540 万 KW，風力発電 2,500 万 KW

（そのうち約 600 万 KW は洋上風力発電）を目標に導入を拡大していく計画である。 

日本においても、この１年「脱原発」が大きな議論のテーマとなったが、原発の代
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替エネルギー導入への取り組みを考える上で、非常に参考となった。  

フランスの原子力発電及びエネルギー政策の現状を調査することができ，今後のエ

ネルギー政策並びに日本の電力事情対策に反映できる内容であった。 
 
 

河川を利用した観光振興事情視察 

【セーヌ川】 
 セーヌ川及びその河岸は，パリの観光の中心で，セ

ーヌ川の一部とその周辺の建築物を含めた一帯が，

1991 年に世界遺産として登録され，その景色を船上

から眺めることができる。 
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クルージング船内にて 

クルージング船内は多くの外国人観光客で溢れて

おり，非常にニーズの高い商品であると感じた。 
広島県にも世界遺産を眺めるクルージングが実施

されており，宮島や原爆ドームをはじめとした世界遺

産，瀬戸内の多島美を更に魅力あるものへと磨き，本

県の「海の道構想」を積極的に推進し，今後の観光政

策へ反映していかなければならない。 
 気付いた点として，船内には，中国語や韓国語の 
案内表記はあったのだが，日本語の物が一つも見当た

らなかった。広島県もホスピタリティの面において，

外国人観光客に対して細かいサービスを提供してい

くことが必要である 
河岸風景 
歴史的建造物を遊覧できる 

 
 
 

５／１２（土） 

農産物流通事情視察 

【ランジス国際市場】 
  農産物の自給率 100％超のフランスの野菜・魚等

の生鮮品を扱う世界 大級の食品流通拠点の卸売市

場で、農産物の流通事情を調査した。 
ランジス国際市場は 1969 年に開設され，総面積は

230ha，商品のストックスペースは 400ha の規模の中

に，現在 1300 社が出店している。 
魚・肉・野菜・果物・生花等あらゆる生鮮食料品を

取り扱う総合市場として，ヨーロッパ一の取引量を誇
世界中から色々な種類の生

花が集まる 



る。その他にも，市場の中にはレストランが 20 ヶ所，銀行 30 ヶ所，病院，消防署，

警察署，郵便局があり，12,000 人の雇用がある。 
商品の取引量は 150 万 t／年あり，大型トラック 5000 台／日が買い付けに来る。

また，市場内には 6 万ｔ／年排出される木やダンボール，プラスチックなどの廃棄物

が処理されるゴミ処分場がある。 
 
 
【所 感】 
“市場のデパート”のようなものであり，各生鮮食料

品部門に分かれているが，その一つ一つが非常に大き

いことに驚いた。 
時間の都合上，野菜・果物市場のみしか視察できな

かったが，世界中から集まる食材や生花の多さから，

フランス人の食に対する強い思いを感じ取れた。また，

農業大国であるフランスにおいて，生産者と消費者を

つなぐ卸売業者の位置は極めて重要であり，ランジス

国際市場の果たす役割は，非常に大きなものであると

感じた。 

ランジス国際市場にて 

 
 

芸術・文化調査 

【ルーブル美術館】 
 ヨーロッパで も古い美術館の１つに数えられ，世

界的に有名な絵画・彫刻を多数所蔵している。 
世界遺産パリのセーヌ河岸にも包括登録されてい

るルーブル美術館において，歴史や文化などについて

調査した。 

ルーブル美術館にて 

当館においては，外国人向けの観光施設としての役

割を備えていることは勿論のこと，日本の場合と大き

く異なる点は，教育施設としての機能を十分に発揮し

ていることである。小中高生の子供たちが，休みを利

用して当館を訪れ，ノートを片手に世界の文化・芸術などを学んでいる光景を館内の

至る所で目にした。 
 学校教育のカリキュラムの一貫として，当館における学習活動が組み込まれており，

このことは，広島県立美術館においても，今後大きな参考となると感じた。 
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ＪＯＣ関係者との意見交換 

【ＮＡＡＳＨロンドン事務所】 
 ＮＡＡＳＨ（独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー）は，2009 年 9 月に開所し，日本のスポーツが世

界に飛躍するための足場としての活動を行っている。 
今年 7 月からロンドンで開催されるオリンピック

にあたり，現地で文科省・日本オリンピック委員会（Ｊ

ＯＣ）と連携し，各種団体との活動のサポートを行っ

ているＮＡＡＳＨを訪れ，ロンドン事務所長より説明

を受け，関連施設の整備状況や整備に伴う経済効果等

の意見交換を行った。 

門田団長より挨拶 

 
【所 感】 
この度のオリンピックは，日本の震災復興を全世界

へとアピールする絶好の機会である。 
そのためには，日本選手団の活躍がしっかりとでき

るような環境整備をしていくことが重要であり，広島

県としてもジュニア選手の育成等スポーツの更なる

振興に対して力を注ぐ必要があると感じた。 

ロンドン事務所長より，ＮＡ

ＡＳＨの活動について説明 

ＮＡＡＳＨ事務所の大きな目的は，「ロンドンオリ

ンピックに向けた活動」，「スポーツ政策に資する情報

収集」，「日本のスポーツ界の国際的地位の向上のため

の活動」である。日本人選手の活躍の影には，しっかりとしたＮＡＡＳＨのような裏

方の存在が不可欠であることも分かった。この大会において，多くの日本人選手がメ

ダルを手に表彰台にあがることを願う。 
 
 
 

５／１３（日） 

ロンドンオリンピック関連施設視察 

 メイン会場であるオリンピック・スタジアム（80,000

人収容）の周辺と，各種競技会場を視察した。現在 7

月 27 日開会に向けて，急ピッチで施設環境整備を行っ

ており，ロンドン市内においても，様々な関連イベント

が催され，オリンピックムードが高まっていた。 

 各会場は，３Ｒ（Reduce〔リデュース：減らす〕，Reuse

〔リユース：繰り返し使う〕，Recycle〔リサイクル：再
オリンピックのメイン会場 
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資源化〕）の環境に配慮して整備されており，この考え方は，今後の他の大会におい

ても参考になるものであった。 

 

 

レンタル自転車のプログラム事情視察 

2010 年 7 月から始まった自転車レンタルのサービス

の運用事情を調査した。2025 年までにロンドンのＣＯ

２排出量を 60％削減するための低炭素社会実現への取

り組みの一つでもあり，リヨンの「ベロブ」やパリの「ヴ

ェリブ」の欠点（特に破損や毀損防止）について対策を

強化している。 

 13

街中のレンタルステーショ

ンにて 

1 日 24 時間いつでも自転車を借りることができる画

期的なプログラムである。14 歳以上の自分で自転車の

乗り降りできる人なら誰もが利用でき、ロンドンの地下

鉄やバスの混雑緩和に役立つことが期待されている。 
 
 
【所 感】 

ロンドン市内の至る所にレンタル自転車の貸出・返却駐輪場があり，多くの人が実

際に利用していた。比較的短距離移動でも利用する人が多く，中には公共交通機関と

うまく組み合わせて目的地へと向かう人も見られた。ロンドン市民にとっては交通手

段として利用し，交通渋滞の緩和につながっていると思うが，一般観光客にとっても

気軽に利用できる点において，観光振興施策としても非常に良いアイデアであると感

じた。 
 
 

芸術・文化調査 

【大英博物館】 
 世界中の歴史的・文化的価値のあるものを展示する

“世界の博物館”としての役割の他に，教育プログラ

ムも充実しており，子供向け教育計画，家族向けの教

育計画，成人向け教育計画，社会的弱者のための教育

計画など様々な教育サービスを提供している。 
大英博物館の保護技術並びに管理体制及び学校教

育との連携を調査できたことにより，本県の文化財保

護及び教育政策への反映を検討してまいりたい。 
博物館内にて 

 
 



５／１４（月） 

移動日（ロンドン発 ヘルシンキ着） 
 
 

５／１５（火） 

教育行政視察及び教育関係者との意見交換 

【ルースブオレン コウルヴァンタ市立中学校】 
フィンランドは，国際的な学習度調査（ＰＩＳＡ）

で 2000 年から３年連続でトップの成績をあげた。今

回，ヘルシンキ市内のルースブオレン コウルヴァン

タ（日本語でバラの丘を意味する）市立中学校を訪問

し，教育先進国であるフィンランドの教育現場を視察

した。 
中学校の校門にて この学校は，小学校６年生～中学校３年生までの中

学校であり，自立的な子供を育て、教師と生徒・保護

者の密接な関係を築くことを学校目標の一つと掲げ

る。 
生徒管理ソフトを導入し、成績（得意・不得手科目

をデータ化）や通学状況（欠席や遅刻等）を常にチェ

ックし、保護者がネット上でこのデータベースに直接

アクセスすることができ，家庭や職場等から子供の学

校での状況を把握できる。また、学校側から、生徒や

保護者へと学習内容の評価をメッセージとして発信

でき，双方向でのやり取りを行っている。  

生徒管理システムの説明 

 
 
【質問概要（主なもの）】 
Ｑ．フィンランド内の全公立学校でこの生徒管理ソフ

トは，導入されているのか。 
また，多くのメリットがあるソフトであるが，教

師が使うのに負担を感じることはあるか。 
Ａ．ヘルシンキの中心部の公立学校では，全校に取り

入れられているが，地方では，導入していない都市

もあり，各自治体の判断に任せている。 
 6 年生の地理の授業風景 
Ｑ．生徒管理ソフトは，ヘルシンキ市内の全ての学校

で導入されているが，この教育管理が，2000 年から 3 年連続学力世界一につなが
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っているのか。 
Ａ．直接的ではないかもしれないが，教師・生徒・保護者の 3 者を結びつけることに

よって，より学力向上への意識が高まっているのは間違いない。 
 
 
【所 感】 
生徒は，英語，フランス語，スペイン語，スウェーデン語の４ヶ国語の授業を受け，

グローバル人材の育成への意識が非常に強いと感じた。 
訪問前にフィンランドの学校の長期休暇は長い（夏休みは 2 ヵ月半）と聞いていた

ため，年間での授業時間数の確保に疑問を抱いていたが，1 時間の授業時間を 90 分

としているため，他の先進国と同水準の授業時間を可能としている。1 コマの授業時

間が長いため，生徒の集中力や授業への興味を失わせないための教師の努力を感じた。

一人一人に「平等」で機会均等な教育を提供する一方で、生徒の自主性や協調性を重

視し個性を活かす教育を実施しているフィンランドの教育行政等の現状を調査する

ことにより，今後の本県教育政策への参考となった。 
 
 

フィンランドの原子力政策についての意見交換 

【在フィンランド日本国大使館】 
 在フィンランド日本国大使館において原子力発電政策及び放射性廃棄物処分場に

関する意見交換を行った。 
現在，フィンランド国内には，4 基の原発が稼動中で，5 基目をオルキルオトに建

設中である。フィンランドは、放射性廃棄物の輸出入及び国外での再処理を法律によ

り禁止しているため、自国内に放射性廃棄物処理場（オンカロ処分場）を 2014 年よ

り稼動する予定で建設を進めている。 
 
【所 感】 
冷涼な気候のため１人当たりのエネルギー消費量

（特に冬場でのエネルギー利用）が多いフィンランド

は，全電力のうち 25％を原子力発電に頼っている。 
フィンランドでは，オンカロ処分場において，地下

420ｍの位置にデモンストレーション・トンネルとい

う垂直に伸びた穴に廃棄物を埋めてトンネルを埋め

立てて処分する計画が進められていて，処分場の安全

性を確保することが も重要である。 入り口にて 
核廃棄物の処分や管理には多くの課題があるが，フ

ィンランドのように地震発生の少ない国においては，非常に効果的な施設であるが，

日本のように地震プレートが多い国においては，現実的に難しいと感じた。  
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５／１６（水） 

移動日（ヘルシンキ発 関西空港着） 

関西空港にて 
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