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海外研修視察報告書 

 

平成２９年１２月１１日 

 

長崎県議会議長 様 

長崎県議会議員  

大久保 潔重 

 

海外研修視察について下記の通り報告いたします。 

 

記 

 

１、 期間 平成２９年１１月１２日 ～ 平成２９年１１月１８日 

 

２、 視察先 スペイン（マドリッド、バルセロナ） 

同行者：田中愛国 中島広義 溝口芙美雄 中村和弥  

浅田ますみ 中島浩介 

 

３、 視察目的  

○長崎県で力を入れている文化芸術、スポーツ、観光分野などで先進国・  

スペインにおける取り組みを調査し、本県の今後の振興策の参考にする。 

○世界遺産３７を保有するスペインの保存管理状況、観光客受け入れ体制な

どを調査し、今後の長崎県の課題の整理と対策の参考にする。 

○スペインにおける観光都市の環境保全対策や高速交通を調査し、今後の街

づくりに生かす。 

    

４、 調査事項               

○長崎県美術館と交流のあるプラド美術館の運営、来客対応、今後の連携 

について。 

○スポーツにおける人材育成と施設整備、管理状況、今後の相互交流につい

て。 

○在スペイン日本大使館の表敬訪問とスペイン概況について。 

○マドリッドからバルセロナ間の高速交通新幹線について。 
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○バルセロナ市の観光戦略、都市開発プロジェクトについて。 

○バルセロナ市の世界遺産・サグラダファミリアなどの様々な情報収集。 

 

５、 調査結果 

 11月 14日（火）１０：００  プラド美術館 

副館長アンドレス・ウベダ氏と面会。彼は館長代理であり、コレクションの

管理ディレクターである。プラド美術館は世界でも屈指の優れたコレクション

を誇り、総数２万点を超える収蔵作品は古代から２０世紀初頭までをカバーし

ている。特に西洋古典絵画を専門とし、自国スペインの芸術家の作品と歴代の

スペイン国王が収集した作品が中心である。 

現在年間３００万人の来客があり、エル・ボスコのコレクションで観客が増

えたという。 

プラド美術館の運営管理に年間約４，０００万ユーロの経費が掛かる。その

内、１，３００万ユーロが国からの補助。残りを入場料、貸し出し料、企業・

個人からの寄付で賄っている。 

長崎県から学芸員を派遣しているが、今後も長崎県との交流を続けたい旨の

発言があった。日本では東京、京都、長崎と連携している。 

副館長から我々に、どういうコレクションに興味があるか尋ねられた。 

２０１９年プラド美術館は創立２００周年なので、この年のコレクション貸

し出しは難しい。 

戦時中の在スペイン公使の須磨氏のコレクションが長崎県立美術館にある。 

東洋的なものについては、例えばカタルーニャの芸術家でアジアの一人の幼

児の絵画が好評で、ジャポニズムはスペインでも興味を呼んでいる。 

特に日本の版画については展示会もやり、欧米での関心も高い。 

プラド美術館は約４００人のスタッフ、うち警備が１５０人、絵画などの修

復技術員が５０人。 

 

 11月 14日（火）１３：３０  メルカドーナ 

スペインの奇跡と呼ばれているチェーン店のスーパーマーケットで、長い景

気低迷の中、一人勝ちとも揶揄され、スペインの経済史をも塗り替えた大人気

のスーパーである。 

経営は国内のみであるが、１９８１年には僅か８店舗だったメルカドーナは、

２０００年には４９３店舗、２０１３年には１４１１店舗にまで成長し、現在

も年間６０～７０店舗の新規出店を続けている。 

マーケットシェアでは２０００年に７％だったシェアは２０１３年に１４％

まで拡大し、スペイン国内首位の同社の売り上げは２０１２年度１９１億ユー
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ロにも及ぶ。価格と質で勝負し、 現在８０００種類の商品のうち約４割はプラ

イベートブランド。 

従業員７万人の全てが正社員であり、労働組合によれば他の小売りチェーン

は平均して６割ほどの従業員がパートタイム契約であるという。 

 

 11月 14日（火）１６：００  スペイン教育文化スポーツ省 

 高等スポーツ評議会のハイメ・ゴンザレスゼネラルディレクターやハイメ・

デルレイ会長代理と面会。 

 スペイン経済のうちスポーツが占めている割合は２．８％。ブランドとして

のスポーツの影響は大きい。健康や付加価値など国全体がスポーツの意味を把

握し、教育の中で積極的に推進している。 

 幼少の頃からの体作り、トップアスリートの育成としての新たな価値の創造。 

 国内のプロモーションにおける４つのキーワードは、女性、学校教育（小学

から大学）、障害者、ハイレベル選手育成である。 

 高等スポーツ評議会直属の国内４つの施設は、マドリッド、バルセロナ、グ

ラナダ（シエラネバダ）、レオンに高性能スポーツセンターがある。 

 本国だけでなく外国人選手も来ているが、日本の水泳チームも合宿をしてい

る。グラナダは周りに３０００ｍ級の山々があり、高地トレーニングのため特

に外国人が多い。 

 マドリッドのセンターは、約１５万㎡の広大な敷地に学校や寮も整備されて

いる。陸上、体操、水泳、水球、シンクロナイズスイミングなどが盛ん。 

 どのスポーツも分け隔てなく、平等にプロモーションしたい。サッカーはク

ラブという組織でやるのが通念。 

 ハイレベルスポーツ選手の子供たちは１００％国の奨学金で励んでいる。ス

ポーツだけでなく学業もしっかりやらないと、奨学金は続かない。各スポーツ

団体から評議会に申請が出て、評議会で決定する。 

 指導者の育成は、国が様々な試験をしてトレーナーなどのライセンスを与え

る。身分保障をしっかりする事で、指導に打ち込める。 

 ハイレベル選手の才能発掘、育成のシステムができている。それぞれの競技

のトレーナーが目利きで才能を見出した場合は、上のランクの育成機関に挙げ

る。更に上のランクのトレーナーが育成をする。ピラミッド型のシステム構築。 

 選手の第２の人生、引退後の人生をフォローする制度を作っている。選手を

いかにして普通の生活に戻してやらせるかが重要。 

 オリンピック・パラリンピックのメダリストは、次の４年後を目指して打ち

込めるよう資金が出る。ＡＤＯという制度で日本のトヨタも資金提供している。 

 スペインは現在、東京オリンピック前のトレーニングキャンプで、水泳、バ
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ドミントン、空手、ハンドボールなどが日本で行っている。 

 施設視察中に２０１９年、２０２０年空手女子世界チャンピオンのサンドラ

選手と会った。近日、東京で合宿予定との事である。 

 

 11月１５日（水）１１：００  在マドリッド日本大使館 

 水上正史特命全権大使、草野２等書記官と面会。 

スペインの概要については、 面 積：５０．６万㎢（日本の約１．３倍）、人 

口：４，６４６万人（２０１６年７月）、首 都：マドリッド（人口約３１５万

人）、宗 教：約７５％がカトリック、政治体制：議会君主制、元首：フェリペ 6

世国王（２０１４年６月１９日即位）、議 会：二院制（上院２６６、下院３５

０議席）、任期４年で解散制度あり、政 府：ラホイ民衆党政権 （２０１６年１

１月第二次政権発足）、首相：マリアノ・ラホイ・ブレイ首相（親ＥＵ）、通 貨：

ユーロ（1ユーロ＝約１３５円 ２０１７年１１現在）、主要産業：自動車、食料

品、化学品、観光産業  

（参考）ＧＤＰ：約１兆１，９９７億ドル、一人当たり：２５，８４３ドル、

経済成長率：３．２％、物価上昇率：０．０％、失業率：２２．１％、主要貿

易品目は輸出入ともに自動車・自動車部品、機械、電気機器、石油・ガス、 医

薬品、プラスチック製品等である。主要貿易相手国はフランス、ドイツ、イタ

リア、英国、ポルトガル、米国、中国など。日本の対スペイン貿易としては、

輸出額が２，８６５億円（主要品目：輸送用機器、一般機械、電気機器等）輸

入額は３，０４８億円（主要品目：化学製品、輸送用機器、食料品、動物等） 

                       （２０１５年ＩＭＦによる） 

日本との関係は、２０１８年外交関係樹立１５０周年。２国間のワーキング

ホリデイなどハイレベル交流を通じた協力関係の好機である。 

長崎県とスペインの関係については、外国人登録 ８名（２０１６年 6月末） 、

留学生数１名（長崎大学）、姉妹校交流は長崎外国語大学－サラゴサ大学（サラ

ゴサ市１９８９年）、アルカラ大学（アルカラ市 ２００２年）、ナバラ大学（パ

ンプローナ市２００２年）がある。 

主なスペイン要人の来県実績としては 平成１９年３月にマリア・ガルシア・

イエロ（国立ソフィア王妃芸術センター副館長）が長崎県美術館視察に。平成

１９年１０月にはミゲル･アンヘル・カリエド駐日大使とアントニオ・ガリーゲ

ス（スペイン日本財団理事長）が第１０回日本・スペインシンポジウムに出席

のため。平成２３年８月はミゲル・アンヘル・ナバロ・ポルテラ駐日大使が長

崎県美術館視察に。平成２４年６月は同じくミゲル・アンヘル・ナバロ・ポル

テラ大使が日本２６聖人殉教者列聖１５０周年記念行事に出席のため。平成２

４年７月にエドアルド・アスナル・カンポス専任大使（スペイン年にかかる両
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国の専任大使）が日本におけるスペイン年への協力依頼のため来崎し、石塚副

知事を表敬訪問。平成２５年６月は再度ミゲル・アンヘル・ナバロ・ポルテラ

大使が美術作家のアントニオ・ロペス氏と長崎県美術館で開催された「アント

ニオ・ロペス展」オープニングセレモニーに参加された。 

 

 スペインの重要性について、フラメンコと闘牛だけでない。人口、経済、日

本企業の進出ともに欧州５位の大国である。スペイン語圏人口は約５億人で特

に中南米のゲートウェイである。 

 国内発電構成の内、再生可能エネルギー比率は４２％、ドンキホーテの国ら

しく風力（洋上も含めて）発電が盛ん。また集光型太陽熱発電容量は世界第１

位。 

 ドングリを食わせた豚の生ハムは世界一美味いのではないか？ 

 スペインの消費税は２１％、１０％、４％の３段階がある。 

 王室がある国と皇室のある日本とは共通点、親近感がある。２０１７年４月

はフェリペ国王夫妻が日本訪問、天皇皇后両陛下と面会された。 

 日本における朝廷と武士の関係と、ヨーロッパにおけるローマカトリックと

各国国王との関係と類似している。 

 目下の課題は、政治的にはカタルーニャ分離独立問題、経済的には依然高い

若年者の失業率（３６％５８万人）である。カタルーニャは、過去にスペイン

国内の小さな王国がまとまる中で、マドリッドが中心になり、バルセロナはス

ペインとフランスの間で小さな塊になったという経緯が、今日の運動の背景に

あるのではないか？ 

 

 11月１５日（水）１４：００  ベルナベウツアー 

マドリッドを本拠地とするプロサッカー３チームの１つであるレアル・マド

リッドのホームスタジアムであるサンティアゴ・ベルナベウ視察。世界的人気

を誇る有名選手が多数在籍し、１００年を超える歴史を有する。スタジアム内

に併設のミュージアムには過去から現在の栄光、トロフィーやユニフォームな

どの展示もあり、歴史博物館のようであり、やはり長い歴史を感じる。更に併

設のショップ（ａｄｉｄａｓ）も日本とは比較にならないほどの品数である。 

観客席の地上最高高度は７０ｍであり、観客数は最高８５０００人である。

見学ルートにはロッカールームなどもあり、お気に入り選手のロッカー横で写

真撮影もできる。 

 

 11月１５日（水）１７：００  マドリッド・アトーチャ駅 

駅舎はレンガ造りの歴史的建造物の外観をそのまま保存し、中は植物園にし
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てある。過去にマドリッド駅で爆破テロがあったためか、新幹線乗り場のセキ

ュリティーチェックは飛行場なみに厳しくしてある。時間も厳守でスタート５

分前にはゲートが閉じる。 

マドリッドからバルセロナ間６４６ｋｍ、ＲＥＮＦＥ（スペイン国鉄）のＡ

ＶＥ（スペイン版新幹線）でノンストップ２時間３８分。エコノミーで１２５

ユーロ、最高速度３００ｋｍ/時であるが、今後は３５０ｋｍ/時運行を目指す

という。ドリンク、軽食などの機内サービスも充実している。 

道中トンネルはほとんどなく、車窓から広大な畑、岩山、数多くの風車など

を望む。 

スペインでは起伏の多い国土において強力な大型機関車が必要とされ、また

陸続きの他国による鉄道占用を避けたいとの軍事上の理由もあり、他国とは異

なる広軌（１６６８ｍｍ）が一般に採用されている。１９６９年からフランス、

ポルトガル国境を超える列車で標準軌（１４３５ｍｍ）との軌間変換可能な車

両が開発され、越境時の車輪幅の変換が行われている。このような経緯が、Ａ

ＶＥ（標準軌１４３５ｍｍ）と国内在来線（広軌１６６８ｍｍ）の軌間変換に

つながり世界初のフリーゲージトレイン（ＦＧＴ）の運行になった。 

 

 11月１６日（木）１０：００  バルセロナ市観光課 

 街づくりや人材教育の戦略プランを策定する前ディレクターで現在バルセロ

ナ市のスポーツ部門顧問であるエンリック・トゥルーニョ氏と面談。彼は１９

９２年バルセロナオリンピックの運営委員であった。当時のサマランチＩＯＣ

会長がバルセロナ出身である。当時は７８％の市民がオリンピックを期待し楽

しみにしていたという。 

 市内を４つのエリアに分けて開発、周囲４０ｋｍの環状線で渋滞が２０％減

った。西側がローマ時代からの古い街、東側を新しい街に。 

 エンリック氏は顔役なので是非、東京オリンピックの事前キャンプをお願い

したい。ハンドボール以外もあらゆるスポーツの可能性がある。県スポーツ振

興課ならびに県スポーツコミッションに伝達する。 

 １１時からは２０２０年に向けた観光戦略プランを策定するアルベルト・ア

リアス現ディレクターと面談。持続可能な観光都市バルセロナがテーマである。 

１９９２年のオリンピック後、観光客はうなぎ上りに増えたが、１５年後の２

００７年客が増えすぎて街が疲労した状態が続いた。この事実は街に元々住ん

でいる住民が観光客に押されて市民生活が脅かされる状況だと推察される。そ

の後、２０１５年まで街における集中と分散を進めた。 

 バルセロナの年間観光客数は約３０００万人、内１５００万人が日帰りなの

で、宿泊数は１５００万人。 
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ホテルの数は１９９２年時１１８軒、２０１６年は４０９軒。ウィークリー

マンション（バケーションハウス）は更に急増し、現在約１００００戸。 

 一方、ホテル関係のスタッフの給料は、市内のあらゆる職種の中で一番低い。 

市の中心部人口は１６０万人、郊外を含めて約３００万人、定住人口はあまり

変わっていない。都市計画で地域によってホテル新設を規制するなどの措置で、

住んでいる人の生活を活気良くする。徒歩が可能な街、散策の街づくりを推進

している。また自転車シェアリングを市が主導している。 

 世界的会議、祭事、見本市などの催しについては様々なイベントをどんどん

打っている。ユネスコがバックか？ 

 交通、ショッピング、文化芸術、安全などの要素を重要視した街づくりプラ

ンである。 

 

11月１６日（木）１３：００  都市開発プロジェクト 

スーパーブロックとは碁盤の目のように区分けされた街中のブロック９つを

１つのセットにしたもので、１つ１つのブロックを通る道路は自動車の走行を

規制し、運送会社の自動車や市営バスなどはスーパーブロックの外側を通行す

るという仕組みである。 

自動車による交通渋滞の慢性化、排ガスによる市内の空気汚染の対策のため、

２０１４年のアーバン・モビリティー・プランにより、都市部の人々の移動を

自動車以外の交通手段にシフトする試みである。 

バルセロナ市議会はスーパーブロックによって次の６つの目標達成を目指し

ている。①より持続可能なモビリティー②公共スペースの再活性化③生物の多

様性と緑化の推進④都市部の社会構造と一体性の促進⑤資源の自給自足の促進

⑥住民のバルセロナ市の政策参加 

スーパーブロックの導入は、同じ空間と資源の共有を通じてブロック毎に小

さなコミュニティーを形成し、人々のつながりが強くなるのではないか？また

マイクログリッドの導入も夢ではなく、さらに環境保全型の都市づくりにチャ

レンジできるのではないか？ 

 地球上でもっとも歩きやすく、歩行者にやさしいデザインの街を目指してお

り、この実験プロジェクトを海外にも販売したい考えのようである。 

 

ポプレノウ・スーパーブロック被害者の会のジョルディー・カンピス会長と

面会では、逆に問題点も浮き彫りになった。民主的手続きの欠如、住民に対す

る氏側の説明不足、スーパーブロック外側の渋滞・騒音・大気汚染。生活者の

移動の時間ロス。駐車場不足、商業衰退、サービスの遅延などである。 
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世界遺産サグラダファミリアは建築家アントニオ・ガウディの代表的作品で、

１３０年以上も建設工事が続く未完のカトリック教会。１９８４年に世界遺産

に文化遺産として登録、２００５年にガウディーの作品群として追加登録。１

８８２年に着工開始され当時は完成に３００年かかると言われた。現在は２０

２６年の完成を目指している。生誕の門に飾られている１５泰の天使の像の主

任彫刻家は福岡出身の外尾悦郎氏である。 

 他にバルセロナ市内にあるガウディー作品で、集合住宅のカサ・バトリョと

カサ・ミラも視察。現在も一部には住んでいる人がいるという。独特のデザイ

ンだが自然と調和されたデザインであると評価が高い。 

 

６、 調査により得られた成果および県政への反映方策 

○マドリッドのプラド美術館は世界の主要美術館の１つで、作品の個性と濃

密さにおいて他の美術館と一線を画している。長崎県美術館の今後の運営にと

って学ぶ点は多数ある。平成２１年から２４年まで長崎県美術館の学芸員を毎

年約１カ月派遣していたが、今後も研修は必要ではないか？先方も長崎県との

交流の継続を示唆されたのは収穫だった。さらに２０１９年は開館２００周年

で大々的な記念事業を開催する予定であるという事で、大きな期待とともに

我々としても何がしかの参画の仕方がないか、模索してもいいのではないか？

その事が、２０１９年以降のプラド美術館の価値が高い作品群の長崎県美術館

への貸出しなどにつながるのではないかと考えるものである。 

更に長崎県美術館が有する須磨コレクションは我が国有数のスペインコレク

ションであり、須磨氏が第２次世界大戦時中に在スペイン大使館の公使を務め

られていた事を鑑みるに長崎県とスペインとのご縁、ストーリー性は今後の芸

術文化面での交流を深める一助になると思われる。 

 

○メルカドーナの視察は、第１次産業が盛んで、食材が豊富な我が長崎県に

あって、生産・加工・流通・販売などの６次化への取り組みや雇用・業務形態

など参考になった。店内にとどまらず市内にもフルーツ店が多い。価格も安く、

フルーツを好んで食べる人が多い。果樹栽培が盛んな長崎県でもっとフルーツ

を食べる運動、さらには 

 

○サッカーはじめスポーツの盛んな国なので、本県におけるＶファーレンは

じめスポーツ振興、選手や指導者など人材育成やスポーツ施設管理など参考に

なった。スポーツを国民の健康増進や意欲増進に加えて地域活性化ならびに経

済活性化、産業振興と捉える概念は、今後の長崎県の施策に大いに役立つ。ス

ポーツ施設が豊富で、数多くのスポーツ選手を輩出している長崎県でのスポー
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ツ振興による交流人口拡大は大きな可能性があり、即始めなければいけない。 

バルセロナ市のエンリック氏はスポーツにおける顔役であり、スポーツ合宿

など誘致に向けて協力を頂けるとの言葉があった。なるだけ早い時期に、県当

局より接触の機会を設け、事前キャンプのなどの申し入れをしてみてはどうか。

スポーツ交流では、一層の機運を高めていく必要がある。 

 

○今回の私たちの視察・訪問を契機に、スペインからの長崎県への留学生の

増加につながる方策を模索したい。 

 

○九州新幹線西九州ルートは、平成３４年にリレー方式で開業予定であるが、

スペインの新幹線における駅でのセキュリティーチェックや車内サービスなど

は、飛行機並みであり、利用者の安全性の担保、利用者へのおもてなしの向上

として参考になる。 

 

○世界遺産が豊富で、観光地として成功しているスペイン・バルセロナの取

り組みや受け入れ態勢などを調査し、本県の世界遺産をどうアピールし、観光

客をどのように受け入れていくのかなどの視差を得た。同時に世界遺産登録後

の維持・管理方法について中長期的な計画の重要性を改めて認識した。今後の

議会での議論の対象にしたい。 

 

○バルセロナ市の都市計画は、環境保全型で持続可能な観光都市形成、人に

優しいデザインの観点から今後の長崎県における街づくりについて大いに参考

になった。スーパーブロックは、これから５年後、１０年後の経過を注視して

いきたい。 
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プラド美術館にて 

 

 スペイン教育文化スポーツ省にて 
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在マドリッド日本大使館にて水上特命全権大使と 

             Ｒ・マドリッドの本拠ベルナベウ・スタジアムで 

 

         

メルカドーナにて 
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サグラダファミリアにて       バルセロナ市観光課にて 

 

  

新幹線ＡＶＥ            自転車シェア 

 


