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「イスラムの世界」 

－中東社会の諸問題を考える－                        

 講師 紀行ライター 得津真一郎様 
 
 皆様こんにちは。只今、ご紹介いただきました得津真一

郎でございます。本日は、丸岡ロータリーの皆様に、「イス

ラムの世界」についてお話をさせていただくということで、

大変、光栄に思っております。 

 本日は、事前にお示しさせていただいたレジュメをテキ

ストと致しまして、「中東、イスラム社会というのは、そう

いうところだったのか」という様に解っていただけるよう

お話をさせて戴きたいと思います。  

 このイスラム世界を代表します中東でございますが、皆

様方、中東といいますと何処だと思われますか？エジプト

ですか。実は、中東という地名があるわけではございません。なぜエジプトを中心とする地域を中東と呼ぶ

かといいますと、かつての植民地時代にイギリスから見た場合、インドが東になるわけですが、その中間的

なところが所謂中東、またその近い東が近東となるからです。以前の植民地時代の考え方でいいますと、中

東、そしてインドの東があって、更にその向こう側に中国、日本といった極東といった概念があった訳です

が、いまはガラリと変わりまして、東はアフガニスタン、パキスタン辺り、それから西側にはモーリタニア、

西サワラ辺りまで全部中東という概念に変わってきております。では何故そうなったかといいますと、ＮＡ

ＴＯが「拡大中東」といった概念を使いましてそれらの地域を全部中東扱いにした訳です。モーリタニア、

西サワラといったモロッコ辺りは欧州から見ると東ではなくて南側にあたるわけですが、それも全部ひっく

るめて中東という概念に当てはめている訳です。アラビア語が通用する地域が中東と考えていただければ良

いのですが、ただし例外がございまして、トルコ、イラン、パキスタン辺りはアラビア語ではございません。

トルコはトルコ語、イランはペルシャ語、パキスタンはウルド語です。しかしウルド語にしてもペルシャ語

にしても、非常にアラビア語に似通っています。ご存知のように、イスラムには 7 世紀頃にできましたコー

ランという聖典がございますが、その中で使われている言葉が標準語となるわけですが、この標準語を使っ

ている国はどこにもございません。エジプトに行きますとエジプトの方言がありますし、ドバイの方に行き

ますとまた違う方言があります。それからシリア、ダマスカスの方は所謂標準語に近い言葉です。日本のＮ

ＨＫで放送しております「中東語講座」で使われている言葉は全部シリア、ダマスカス系のアラビア語です。

しかし、モロッコ、西サワラに行きますとこれらの言葉は全く通じません。私自身、このシリア、ダマスカ

ス系の言葉を勉強して使ったことがありますが、全く通じないために最近では、エジプト語あるいはペルシ

ャ語にシフトしています。コーランに書かれています挨拶言葉などは、アラビア圏に行きますと何処でも通

用しますが、ありがとうという言葉を例にとりますと、各国で全く言葉が違います。またこの言葉が決定的

に違いますのはトルコです。このトルコですがイスラム圏の中では一番に西洋化が進んでいます。今、ＥＵ
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加盟問題などで盛んに揉めておりますが、政教分離が完全に成されまして欧米にかなり近い投資機構にもな

っております。またその対極にありますのがイランです。所謂イスラム原理主義の徹底した国で、イラン革

命後、ホメイニ氏、ハメネイ氏、現在ではアハメディジャド大統領が強硬路線を張っておりますが、イスラ

ム圏の中では言葉も国の形態も、トルコとイランでは両極端です。 

 イスラム社会では中東が代表的なのですが、人口では、パキスタン、インド、バングラデシュ、マレーシ

ア、インドネシアの方が圧倒的に多く、何億という数になります。それに対してエジプトなどは 8600 万人程

度と大して多くはありませんが、エジプトに代表されます地帯といいますのは、ユダヤ教、イスラム教、キ

リスト教が興りました要覧の地でございまして、かなり色々なイスラムの社会的な原理というものが浸透し

ている地域です。世界のイスラム教徒をムスリムといいますが、その数は 13 億人位です。5 人に一人位がム

スリムということですが、2020 年を過ぎますとこれが世界の人口の 3 分の 1 位になるのではないかと言われ

ています。何故かと言いますと、現在イスラム圏では日本と逆で、爆発的に人口が増加しているからです。

現在、サウジアラビアは 2千何百万人おりますが、29 歳以下が半分以上で、その他の国でもどんどん子供が

生まれています。では何故そんなに人口が増えるのかということですが、部族社会が多い地域で子沢山とい

うこともありますし、医学が向上したこと、また産児制限もなく育てるのは大変ですが、そのような訳で人

口が爆発的に増えています。ただし、日本とは逆に政治的リスクにも直面しています。昔は人口が少なく石

油や天然ガスであがる収入のうち結構な額を社会福祉に回していましたし、王族や権力者たちはそれらをか

なり自由に使っていました。例を挙げますと、前サウジアラビア国王のアラファド国王などは、モンテカル

ロの賭博場で 2 時間で 4.5 億円、一晩で 7 億円使ったと言われています。自分は勿論たくさんお金を使うわ

けですが、自分のみではなく国民にも石油の富を撒くわけです。富の配分を行うことで自分自身の権威を保

っていた訳です。ただしそれは人口の少ない時には良いのです。大学に行きたい者は国のお金で全て行かせ

る。医者になりたいものも同様です。また、サウジアラビアなどでは医療費はただですし、防衛大学などで

は生活費も一部支給されます。また、土地区画に紐が張ってあり、サウジアラビア国籍を有するものには無

償でその住宅地を与えたり、そこに立てる家の建築資金も無利子で貸し出したりと、石油や天然ガスの富に

より非常に恵まれていたわけです。ところが今では人口がどんどん増加していくものですから、社会的イン

フラが追いつかなくなってきています。日本では水には不自由しませんが、中東地域では海水を淡水化する

ためにものすごい電力を消費しています。飲み水のみならず、畑に撒く水までそのように処理しています。

しかし、人口が爆発的に増加している現在、大都市部においては住宅事情も悪くなっており、インフラ整備

も中々追いつかないことから、中東諸国はその点に大きな問題をかかえています。このようなことから、現

在「アラブの春」とか言われていますが、若者を中心に不満が溜まってきています。極端な話、仕事が全然

ない、石油が出る出ないに関係なく、貧富の格差が拡大しています。それから貧困層が、人口の増加により

恩恵を受けられなくなってもきています。そこにエジプトでしたら「ムスリム同胞団」が医療や福祉を施し

ています。本来政府がやるべきこのようなことを「ムスリム同胞団」が行っています。エジプトでは、アメ

リカが人権重視の市場経済を押し付けたところで、その意思に反して反対の政権が出来上るわけです。暗殺

されたサダド、ムバラク政権は、アメリカの後押しがあり、所謂イスラエルを承認するという様に、アメリ

カにとっては非常に力強い味方だったのですが、今度選挙がありますと、「ムスリム同胞団」がかなり伸張す

る可能性があり、イランのような極端なイスラム国家にはならないまでも、トルコとイランの中間程度の国

家ができるのではないかと思っています。 

 最近、「アラブの春」と盛んに言われていますけれども、皆さんご存知のように昔「プラハの春」というの

がございました。ドピュチュク第一書記が改革をすすめるというもので、最終的には、ワルシャワ条約機構

に弾圧されましたが、この「プラハの春」におきましては、もし政権が倒れても、ドピュチュク第一書記の

ように受け皿がありましたけれども、現在の中東では、ナイジェリアにしましてもリビア、エジプトにしま

しても、この受け皿がないわけです。勿論、「国民評議会」とかは出来てはいますが、確固とした勢力が次に

準備している状態ではありません。そういった状況から簡単に「アラブの春」とは言えませんし、また、世

界の流れの中で、この流れといいますのは、2008 年の金融恐慌に端を発して規制緩和や民営化が進み、その

ときに非常に財政支出が多くなり、金融緩和がなされ、それによって余った金が一気に食糧などに流れ込み

物価が急騰したことを指しますが、中東でも物価が急騰して庶民の生活が苦しくなっており、独裁政権に対

する庶民の反発が大変強くなっています。アメリカが後ろ盾となっている政権には特にその反発が強くなっ

ています。サウジアラビアなどもエジプトと同じくらいアメリカは支援しているわけですが、まだ然程財政

が逼迫している状況ではないためまだ良いのですが、エジプトなどは、石油が然程採れるわけでもありませ

んし、観光だけのところですから、不満が政権に一気に向かいます。政治学的にいいますと、専制といいま

すのは大衆の意向に関わらず弾圧を行いますが、独裁といいますのは、ある程度大衆の操作をしまして味方

につけておいて強権を発動します。しかし、専制も独裁も少数による支配という面では変わりがないのです

が、それらの政権が規制緩和、民営化を世界の流れの中で進めるときに、自分の一族を利権構造の中に組み



- ３            2011～2012 ３月度 月報  .doc 

込みまして、自分自身が政権の基盤を弱体化させていくわけです。一族のものがいい加減なことをやっても

中々ブレーキをかけられないこともあり、何れの国も政権維持が難しくなってきています。アメリカは、イ

ラク戦争時に盛んに民主主義を推し進めることが肝要であるといってきましたが、それは建前だけで、問題

はイスラエルの安全保障と中東の石油に代表される化石燃料の確保のために動いています。それともう一つ

は、イランに代表されるイスラム原理主義政権を樹立させない方向でも動いております。建前と実際の行動

が乖離しておりますので、「ダブルスタンダード」所謂「二重の基準」ということで住民の批判を招いており

ます。 

 イスラムというのは一つの宗教であると言っても、西欧とはまた違った趣が若干あります。西欧で宗教と

いいますのは個人的なものですが、中東イスラム世界では政治・経済・生活のあり方の社会原理になってい

ます。これは非常に特殊な形態であり、我々日本人にとっては全くの異文化といえます。イスラム教には 5

つの義務があるわけですが、「シャハーダ」信仰・告白、「サラート」礼拝、「ザカート」喜捨、「サウム」断

食、「ハッジ」巡礼がそれに当たります。例えば、「ザカート」喜捨に例を取りますと、所謂乞食ですが、日

本では「恵んでやる」ものですが、イスラム社会では全くそういうことではありません。かつて県民福井で

中東の第 1人者であります京都大学の小杉先生が、「イスラム教徒は喜捨するときに釣りが貰える」と書いて

おられましたがその通りで、5 パキスタンルビーのうち、2 パキスタンルビーだけ喜捨しようとした場合、3

パキスタンルビーのお釣りが貰えるわけです。何故そういうようなことになるかと言いますと、日本や西洋

などでは、喜捨即ち慈善的行為とされていますが、イスラム世界でそれは慈善的行為ではなくて、神に対す

る義務になっているからです。自分の得た財産・財貨の中には恵まれない人の分が必ず入っていて、その恵

まれない人の分を 1 年間なら 1 年間で社会に還元するのが神に対する信者の義務とされているわけです。具

体的には 40 分の 1位を恵まれない人のために喜捨するわけです。それでも中にはそれをしない者もいるので

はないかということになりますが、それは必ず神アラーが見ておられるということで皆がそれぞれちゃんと

喜捨しているわけです。それ以上に余裕のあるものがそれ以上に喜捨することを「ザカート」ではなく「サ

ダカ」といいまして、それは普通の寄付ということになります。もう一つ大型の寄付は「バフク」と言いま

す。例えば、金持ちの社長がムスクを建てる、砂漠の中に道路をつけるといったものがそれに当たります。

「ザカート」にしても「サダカ」「バフク」にしても、寄付をすることで自分の富が正当化されるということ

でありまして、故に必ず喜捨をするわけです。喜捨はいつ何処で行っても良いのですが、たいていの場合は

「金曜礼拝」の時に行われます。他に特異なことといいますと、利子の禁止があります。コーランにおいて

のお金がお金を生む、働かずに得た不労所得は認められないという考え方です。ただこれには不都合な点が

ありまして、現在では「イスラム金融」というものがあります。例えば、宝石を売るケースですが、40 万で

売りそれをすぐに 50 万で買い戻す、その 10 万の差額だけを分割払いで返済するといったものです。つまり

お金を貸した形態を取らないわけです。このようなことから、リーマンショック時にもイスラムの金融機関

はあまり被害を被ることはありませんでした。何故なら、日本やアメリカのように金融工学に基づく過度の

信用供与がなく、ドバイショック時におきましても一時的なショックはありましたが、被害が限定的で大き

く拡大することはありませんでした。バーレーンの増本博士が言っておられますが、イスラム経済は実態か

ら大きくはずれることがないため、金融的な被害はいつも少ないのです。お金を売買することもおかしい、

お金というものは物ではない、物の価値を計る尺度でしかない、債務まで売買していることもおかしいとい

うことで、盛んにイスラム金融の安全性というのも重ねて強調しておられました。 

 最後に、「一夫多妻制」についてです。コーランでは妻は 4人まで持てるということになっています。何故

そういうことがコーランで認められたかといいますと、十字軍遠征に代表されますように、昔から戦火の絶

えない地域で夫が戦場で戦死することによって、孤児や未亡人が沢山出てきた、そのときに経済的に余力の

ある者がそれらを助けなければならないというのがその理由です。ただしコーランにはそれに大変な条件が

ついています。経済的にも体力的にも平等に扱えというのがそれです。また、それに伴っての相当な覚悟と

努力も必要となってきます。カダフィー大佐が元気なときに私がリビアにいましたときに案内してくださっ

たガイドの方が言っておられましたが、リビアではほとんど妻は一人でそれ以外は考えられないということ

でした。ナイジェリアなどは日本と同じ様に「一夫一妻制」です。シリアやモロッコも裁判所の許可がある

か、正妻がＯＫである場合以外は認められておりません。日本の方が羨むようなことはないのです。では、

もうひとつ特徴的なことですが、アフガニスタン辺りでは目だけ出す「グルカ」という衣装がありますし、

エジプトやシリアなどにも呼び方は違いますが同じ様な衣装があります。中東においては、人間の欲望を刺

激してはならないということでこれらの衣装があります。日本においては、自分の欲望は自分で抑制しない

といけないことになっていますが、中東ではその点、全く違います。イスラム世界では、人間というものは

弱いものであるから夫や家族も前以外で肌を見せてはいけないとか、サウジアラビアなどでは、女性に自動

車免許をもたせてはならないことになっています。これは事故のときに、交渉時に男と女が接触することに

問題があるということからなっています。人間は弱いものであるという考え方から、男と女が二人になると



悪魔が入ってくるから駄目とか、酒、賭博、麻薬なども徹底的に禁止しています。日本では専有という概念

がありますから、例えばトイレに行っている間にカバンが無くなっていれば窃盗・遺失物横領ということに

なりますが、イスラム世界では、人間の欲望をそそるということが駄目なわけですから、放置されているカ

バンは神様からの贈り物ということになるわけです。随分、文化が違います。例えば、テヘラン空港などで

食事に行く際には、交代で荷物に見張りを付けて、しかも、1 個だけ抜かれないようにスーツケースの持ち

手の所にワイヤーを通して盗まれないようにしています。 

 時間も参りましたので、今日は以上のような特徴的なお話しで終わらせていただきたいと思います。ただ

し、「核拡散防止条約」や「イスラエルのイラン攻撃」「パレスチナ問題」などにつきましては、プロジェク

ターを使ってお話しをさせて頂くと非常に参考になることもございますので、もしまた余裕がある時がござ

いましたら是非お呼びいただきたいと思います。簡単ではございますが、本日はこれで終わりにさせて頂き

たいと思います。 ありがとうございました。 

高島会長より 

本日はありがとうございました。最後に一言だけ、イランに対するイスラエルの攻撃はあるのでしょうか。 

得津氏より回答 

 私の一番得意な分野です。何故今、北朝鮮同様イランも核を持ちたいかということですが、イランはかつ

てのペルシャ帝国、アーリア人の自尊心の非常に高い国家でありまして、中東で自分が覇権を握りたいとい

うがあるわけですが、一番の答えを言いますと、イラクがもし核弾頭を持っていたらアメリカはイラク戦争

を起こすことが出来なかったであろう、ところがイラクは持っていなかったためにアメリカにやられた、も

しイラクが核弾頭を所有していましたら今度はイスラエルがアウトになるわけでして、そのときの教訓とし

まして北朝鮮もイランも自分たちの安全保障は核を持つことと考えているわけですから、おそらく核は離さ

ないと思います。イスラエルが攻撃することは以前から言われていますが、非常に難しくなってきています。

なぜなら、イランはナタンズというテヘラン近郊の住宅密集地に核濃縮施設を７ヵ所程度に分散して地下に

保有しています。イスラエルが攻撃しようとしますと２週間位の大規模なものになりますが、地下に施設が

あること、しかも住宅密集地の地下であることなどから、バンカーバスターをもってしても中々うまくいか

ないのではと考えられます。攻撃をおこなったとしても、イランはハシャクスリーというイスラエルやバー

レーンの米軍司令部に届くミサイルを保有していますから、イラク戦争時と比較にならないほど犠牲がでる

ことになります。また、ホルムズ海峡が封鎖もしくは紛争となりますと、タンカーが一斉に止まりますので

原油価格が急騰することになります。オバマ大統領にしましても、選挙を控えていますが、攻撃によってイ

ラク戦争時の比較にならない犠牲者を出す、原油価格の高騰、またイランはかなりの反撃力をもっています

ので、戦争が長引くことが予想できますから非常に難しい立場にあります。以上のことから、いずれにしま

しても大変難しい状況になっていると思います。 

 ありがとうございました。 

  
 
 

３月１４日（水）１６５３回 例 会  

家庭集会のまとめ          ロータリー情報委員長  林 田 數 一  

 
１．長期計画について ・毎年委員が大きく変わるのはどうか？ ・継続性を大事にする。 
           ・３年委員会の復活（委員－副委員長－委員長） 
           ・他に緑化計画の件 坂井市の計画やガバナー方針により変わる可能性がある。 
           ・長期計画自体に無理があるのではないか。 
２．例会の身だしなみ ・ロータリアンはバッチを普段から付けるべき。選ばれた会員、紳士の集まりである。 
            それが自覚として行動に表れるので良い。 
           ・クールビズ期間があるので、他の期間はネクタイ着用のこと。仕事の内容により違い

があっても良いのでは。やむ負えない場合は見苦しい服装でなければ。 
３．出席について   ・出席委員長のリーダーシップにより刺激になり、出席率が向上した。 
           ・メーキャップに行きいろいろ勉強になった。 
４．クラブの疑問点・改善点 
   ・委員会構成に於いて、委員の重複を避ける様にする。（３委員会まで） 
   ・五大奉仕が後退しているように思える。ＣＬＰの見直しをして欲しい。 
  【奉仕事業内容】１．町民や子供対象の事業をして、ロータリーをもっとアピールする。 
          ２．会費の件 米山、財団の寄付の件 
          ３．人頭分担金の件（安くするのは無理でしょう。）地区の分担金の削減 
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３月２１日（水）１６５４回 例 会  

 
職業奉仕委員会、職場訪問例会ということで本日は福井県

総合グリーンセンターにお伺いしました。緑化技術指導課

長の斉藤様に施設の案内をして頂きました。 

 

＊総合グリーンセンターについて 

 

１、福井県総合グリーンセンターは、県民の皆さんにみど

り豊かな自然環境のなかで、みどりを愛し、みどりを

生活のなかに広げる知識技術の普及啓発と林業に関

する試験研究を行うために、昭和 55 年にオープンし

ました。 

２、平成 4 年には、みどりや木に関する文化・教育・体験ゾーンとしてグリーンパークが完成し、“生活

満足度日本一”をめざす福井県の、みどりに関する総合的な施設となっています。 
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＊総合グリーンセンターの組織    

   

   ◎管理室 …………庁舎管理、都市緑化植物園および 

            グリーンパークの維持管理 

 

   ◎緑化・技術指導課  

      緑化普及推進Ｇ…… 緑の相談所の運営、種子採取事業 

                林木育種場事業、盆栽の維持管理補助 

                花木の栽培および展示、熱帯植物園の展示 

       技術指導Ｇ…………県域支援林業技術普及指導 

 

    ◎林業試験部  

      ・森林育成特産研究グループ……森林の造成管理、 

                      病虫獣害研究、環境保全の研究 

                      特用林産物、きのこの開発 

      ・木材開発研究グループ…………木材の新たな需要開発 

                     木質バイオマス研究 

 

  ＊職員３０人（うち嘱託７人） 

  ＊敷地面積  ２１ｈａ 

  ＊一億 4 千万の運営費（人件費は除く） 

地区に花を広めようと花木に関する初歩的な教室を年間 22 回ほど休日に開催しています。 

現在、福井国体に向かって西川知事のマニフエストのもと花いっぱい運動を県民推進運動というような形で

展開しているところです。 

 

本年度の会長のテーマのひとつであります緑化推進（グリーン化）にマッチした例会でした。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

３月２８日（水）１６５５回 例 会  
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ただき、福井県に丸岡に感謝しております。  

「日本危機時代の福井構想」 

 和光大学名誉教授・伊藤光彦氏 

【講師紹介】 水崎亮博プログラム副委員長 

伊藤先生は元、県立大学の教授をされておられまして、

現在、丸岡町の長畝、文京にお住まいの先生です。県立大

学の創立と同時にお越しいただきました。以前は、毎日新

聞社にお勤めで、毎日新聞社の欧州支局長、ヨーロッパ支

局長をされ、大変国際的な感覚豊かで、国際の情勢に対し

て詳しい方です。県立大学を定年でおやめになり和光大学

へ行き、そこも退職されまして、現在、丸岡のほうに終の

棲家を求めてお住まいです。大変気さくな方で、丸岡、特

に住んでおられます長畝地区のまちづくり協議会の顧問や

いろんな会合に出席し、お願いをいたき、まちのブレーン

として、ご活躍を今後もお願いしなければならない方です。

 

1992 年から 2000 年まで 8 年間、県立大でお世話になり、大

変楽しい 8年間を過ごしました。62 歳の時、東京に遊学する

気になり、東京の町田にある和光大学で 8 年、教員をしてい

ました。 

一昨年の 2010 年 4 月 1 日にこちらへ来て、丸 2 年になりま

す。その間、本当に福井の丸岡の地に惚れ直し私は今年 75 歳になりますが、皆さんに温かく迎えていただき

このような機会までい

時代は大変難しく、国内的にも問題が山積しておりますが、私はユーロ危機の 1975 年から 1980 年までド

イツで取材をしていました。そのときにユーロの一番最初の頃の夢みたいなものが語られ始めた時期です。

今回、ギリシャを中心にした危機で、ギリシャの借金地獄のために、ユーロが一昨年の高いときは 160 円で

すが、今 100 円まで落ち、今 110 円ぐらいです。それは日本の輸出入に大変大きな影響がありますし、特に

円高の時代、円高を招きました。ユーロ安は円高になり、輸出入に関係している方、大変御苦労なさったと

思います。 

私はロンドンに 1990 年代に 3 年ほどいましたが、日本でもあちこちを転勤して、家内が勘定したところ、

結婚してから 22 回引っ越したそうです。取材であちこち歩きまして、行っていないのは高知県と鹿児島県だ

けです。福井は 1970、1969 年に、敦賀の日本原電の第 1 号機が完成間近になりその取材に大阪の社会部の

記者として取材に来たことがあります。福井は山深いところで大変びっくりしました。そして福井の県立大

学から来ないかと言われたときに、福井は山があるから行ってみようかという気になった訳です。景色は気

性を育て、人々に大きな安らぎとかエネルギーを与えます。福井の、特に坂井平野は非常にいろんな豊かな

自然を残していますので、もっと良くしていく事が大事なことだと思っております。 

ギリシャは大変立派な国で、ヨーロッパからギリシャを除いたらほとんど土台のない家みたいになってし

まいます。ヨーロッパのあらゆる思想の根底にはギリシャ哲学があり、軍事的にもアレクサンダー時代から

の、ヨーロッパにおける戦争や征伐、権力争いの原型はギリシャが作りローマ帝国が継いだ訳です。 

しかし経済、経済は本当にデタラメな国です。要するに袖の下経済です。あらゆることが袖の下で動く。

「ファケラキ（Fakelaki）」そのギリシャ語は意味を調べてみますと「小さい封筒」という意味ですが、小さ

い封筒経済、そこにお金を入れる訳です。ギリシャのある新聞社がアンケート調査で調べたところ、国民の

3 分の 1 がその袖の下を使って生活している。そしてその人たちが 1 年間使った、袖の下の封筒に入れるお

金が 1,300 ユーロ。1,300 ユーロというと 13 万円です。馬鹿にならない訳です。ギリシャが今では経済が非

常に悪く雇用も乏しく安給料です。月給が 7 万円ぐらいで、国民の生活も苦しいのですが、それは表面的な

ことで、裏経済というものは非常に確固としてあり、表経済は仮の姿、裏経済で生きているというような国

です。ギリシャの国技は何かといったらそれは“脱税だ”といわれ、脱税をしなかったらギリシャ人ではな

いといわれています。社会主義的な政策で公務員が増え、労働人口の 4 分の１が公務員。そして政権が変わ

るたびに新しい公務員を雇い増えてしまう。日本は労働人口の 10 分の 1で、国家公務員と地方公務員を合わ

せまして日本は 500 万人で 8％か 9％です。ギリシャは 25％が公務員で、ドイツのような非常に強い国と一

緒に、同じユーロを使ってやっていけるはずがない。その結果が、ギリシャ国債の値下がりとなり金利を払

えなくなって、政府が潰れてしまったということです。こういうことが日本で起こるかというと、日本は非

常に表経済の強い国で人々は秩序が好きですでの危機はないと思います。  

しかし、心配は日本の国債残高の多さです。今 7700 兆円プラス財投資金とかいう債務があり大体１千兆円

のです。その 95％は日本の場合は国民か銀行が持っていますので、日本の銀行が買い叩かれて、売り浴びせ



を受けるというような危惧が非常に少ないかもしれません。一体改革が失敗し日本の財政赤字が解消されな

いという見込みがついたときには、日本国債の売り浴びせということが起こる可能性があります。日本の政

治は、このままこれがあと 2年、3 年、5年と続けば非常に危険がある。 

私は他に日本の危険要素は地震。これは首都直下型あるいは東南海の地震が起きるとその災害は 3.11 より

大規模なものになるかもしれません。本当にこれを備える力が日本にあるか、これが第 2の危機要素ですね。 

第 3は人口の減少です。福井県も来年あたり70万台に落ちると思います。今から15年後には大体65万人。

日本の人口も、20、30 年後は大体 8,000 万人ぐらいでしょう。今から 100 年後には、3,000 万と言われてい

ます。そのとき福井は恐らく人口 20 万～30 万の時代が来ると思います。これから人口の減少というものが

国に、特に経済に与える影響はやっぱり人材の枯渇だと思います。 

福井は本当に人口が下から 5 番目ですが非常に先を見た自治政治をしている。福井県は、非常に特殊な特

別な県です。いろんなことで毎日のように福井県が日本一ということがあり、私はそれを非常に喜んで、そ

の日本一のスクラップを作っています。東京で地方自治研究会が出来毎月１回レポートを書いて、福井県の

様子や、昨年の 3月からは原発事故があったので福井のもんじゅを入れて 14 基になる原発の動向を詳しく東

京の友人たちに福井県を１つの教材とした地方自治の勉強会をしています。 

福井県の西川知事は道州制反対論者です。しかし今、東京、永田町の空気は、47 都道府県ではだめだ。も

っと大型の道州、関西州、関西道を作る必要があるという意見は大変強く、特に経済界が支持している訳で

す。私は福井に来て、福井びいきになったせいか、小さな県として独立、自立させねばならないと。それが

やっぱりまっとうな道ではないかと思っています。福井県は最も模範的な県として、成立していく道があり、

それが福井県の構想です。 

この自治王国という形をとり始めていますのは、例えば私の住んでいる長畝村です。水崎先生が、町協、

村協、里づくり委員会の委員長をされていますが、どこにもなかった本当の住民自治があり自治の精神があ

ります。隣同士や自分たちでできることはする。自分たちで、次の世代のこの村、この里はどうなったらい

いかということを考える力は福井県は非常にモデル的です。地（じ）の民主主義、地の自治、人々が走り回

る、自治というものが福井県にはあるのではないでしょうか。特に丸岡、あるいは私の居る旧長畝村がそう

なのかもしれません。私のような年寄りが帰りましても、一緒になって迎えてくれるので、非力であります

けど、何か協力をしたいわけです。人の役に立つ仕事を嫌がらずに積極的に引き受けるという気持ちが、大

変強いように思います。福井県はモデル的、先駆的な自治体の形を少しずつとり始めているんじゃないかと

思います。 

私は福井の教育にも大変注目しています。日本の中で１、２の教育県になっています。学力だけでなくて

体力も日本一です。高校までは良いのでが、大学に行くときに優秀な人が外に出てしまいます。しかし、頭

脳とが東京、大阪、京都に出てしまう。これを何とかですね、差し止めねばならない。そのためには福井大

学と県立大学を合併して総合大学とする。福井県の優秀な学生をそこに留め置くだけでなく、名古屋や大阪

からもどんどん引っ張るような、大学にならないかと思っています。北国、北陸ないし日本海を代表する総

合大学「北国大学」、法学部、外国語学部を作ったら総合大学になると思います。そして福井大学の就職率が

日本の国立大学で第 1 位、92％、福井県立大学の経済学部の就職率は、経済学部のある大学で全国第 3 位で

す。福井という地の、一種の性格を表していると思います。だから福井大学も日本一です。 

景観を含めた福井の自然、環境を立派にすること、これはぜひ、ロータリーの皆様も、課題としていろい

ろと御議論いただきたいと思います。これから 30 年の福井がどういう形になるか。おそらく人口が 4、50

万になりこの辺が空き家だらけになり、山は荒れ放題になるかもしれません。これを阻止して、福井は素晴

らしい景観、日本の田舎、本当の田舎があるとの評判が日本中に広まり人が見に来るような県になってほし

いです。山を整備する、森を造る、林を造る、街には立派な木立や並木を作りましょう。30 年位先の福井は

どうあるかと。そうすると我々の孫の時代に、福井が安心して住める里になるのではないかと思います。 

私は、福井に U ターンしてきましたが、ぜひ帰ってきて福井がどうなったかを確かめてみたい。西川さん

にはもう一個、天国から福井行きの新幹線を造って欲しいと思います。 

（質問者）人口問題で移民っていう方法を聞きますが･･･。 

（伊藤氏） 私は移民推進論者です。移民に伴ういくつかの弊害など良い面と悪い面がありますが、それ

を恐れていてはならないと思います。移民を嫌う、抑え付けている所で、出入力管理事務所が出入国に一番

うるさいのが日本です。彭さんのような多くの優秀な外国人の学生や留学生に来ていただき、日本が気に入

ったら永住していただくいろんな方法があると思います。移民は増やすべきだという移民賛成派であります。 

 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：４０名 例会場：JA 花咲ふくい丸岡支店３F 例会日：毎週水曜日 12 時 30 分  

事務局：〒910-0254 福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA 花咲ふくい 丸岡支店２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
クラブ広報委員会 委員長 - 山下健治 会報委員会 委員長 - 小見山修 副委員長 - 倉田教信 

委員 -島田利男・山本雅人・髙倉文寛・水崎亮博・野澤雄一・柿木満雄・杉本政昭・長谷川敬士 
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