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（ＨＰ公開様式） 
政務活動費の調査研究に係る海外調査、宿泊を伴う県外調査の概要 

 
１ 題目：自民党・県民クラブ大韓民国政務調査について 
 
２ 調査報告概要 
 
調 査 者 
会派名等 

会派名：自民党・県民クラブ 
調査者：石井脩德（団長：議長としての派遣）、浅川力三（副団長）、 

臼井成夫（8/5のみ参加）、中村正則、髙野剛、望月勝、白壁賢一、
山田一功、塩澤浩、桜本広樹、杉山肇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 調査目的 
 平成 27年が、日韓国交正常化 50周年という記念すべき年に当たること
から、忠清北道を訪問し、平成 24 年以来、領土問題などで交流が途絶え
ていた山梨県議会と忠清北道議会との交流再開に向けた意見交換を行い、

今後の両県道議会の交流活性化に繋げる。 
 また、2027 年のリニア中央新幹線開通により誕生する山梨県駅周辺の
整備が課題となっている中、韓国の中心部に位置し、国際空港や縦横に走

る高速道路網、高速鉄道駅、尖端医療産業団地の整備など、物流や新たな

産業開発の拠点として急速に発展する忠清北道の現況を調査することで、

その実態や課題を把握し、本県の今後の施策の参考とする。 
  加えて、2020 年の東京オリンピックに向け、本県としても競技力向上
や競技施設の整備を検討する必要があることから、2014 年仁川アジア大
会のメイン・スタジアム「仁川アシアード主競技場」を視察し、建設概要

や大会終了後の運用について調査を行い、本県の今後の施策の参考とす

る。 
  
２ 調査テーマ 
・地方レベルの日韓交流促進 
・スポーツ振興 

 
３ 調査期間  平成２７年８月３日～５日 （２泊３日） 
 
４ 調査地  大韓民国忠清北道、仁川広域市 

 



2 
 

３ 調査テーマ毎の調査項目と選定理由 
［調査テーマ］ 
地方レベルの 
日韓交流促進 

［調査項目］ 
①忠清北道との交流活性化 
②発展する忠清北道の現況 
 

［選定理由］ 
① 日韓国交正常化 50周年に当たる記念すべき年に、歴史的にも地
政学的にも重要な隣国である韓国と、政治・経済・文化・スポーツ

など草の根交流を促進することにより、未来志向の関係を構築する

ことが、交流人口の拡大を目指す本県にとっても重要な課題となっ

ている。そのため、石井議長の忠清北道議会表敬訪問に合わせて、

自民党・県民クラブとしても同行し、今後の交流活性化の可能性を

模索する。 
② 忠清北道は、首都ソウルから南東に 130 キロの内陸地で、韓国
の中心部に位置し、国内各地から 2～3時間でアクセス可能な立地
条件を活かし、近年、国と連携して、巨大な科学産業団地を造成し、

電子・機械産業、生命科学・医療産業、次世代エネルギー関連の企

業誘致を国内外で積極的に進め、急速に発展を遂げている。自然豊

かな首都に近い内陸部で、製造業が主力産業である点等、本県と似

通った点を多く有しており、忠清北道発展の現況を調査すること

は、中部横断自動車道やリニア中央新幹線の開通を控える本県にと

っても、今後の施策展開において、参考になるものと思われる。 
 
［調査結果の活用方針］ 
①忠清北道議会との交流再開、本県と忠清北道との交流活性化 
②リニア新時代に向けた社会資本整備に関する施策立案 
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［調査テーマ］ 
スポーツ振興 

［調査項目］ 
○仁川アシアード主競技場の建設概要とアジア大会終了後の活用策 

 
［選定理由］ 

2014年の仁川アジア大会は、予算 20億ドル（2130億円）とこれ
までにない質素な大会運営で知られており、前回の広州大会の 10分
の 1、北京五輪の 20分の 1となっている。 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを控えて、競技力向
上や競技施設の整備などを検討していく必要がある本県にとっても、

仁川広域市におけるスタジアム建設やその後の活用策などは、参考と

なる事例と考えられる。 
 
［調査結果の活用方針］ 
  本県のスポーツ振興を図るため、今年度から新たに発足したスポー

ツ議連の活動などに活かしていく。 
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４ 調査項目に係る調査都市・施設・担当者等の選定 
調査項目 都市（市町村）名・施設名・担当者名及び選定理由 

 
忠清北道との交流活性化 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
大韓民国忠清北道・忠清北道議会・ 
議会事務處 総務担当官室 パク・チョンボク 

 
［選定理由］ 
本年は、日韓国交正常化 50 周年に当たることから、領土
問題等により交流が途絶えていた忠清北道議会との交流再

開を果たし、交流の活性を図るため。 
 

 
発展する忠清北道の現況 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
大韓民国忠清北道・忠清北道議会・ 
議会事務處 総務担当官室 パク・チョンボク 

 
［選定理由］ 
忠清北道訪問に合わせ、国際空港や高速道路網、高速鉄道

等の交通インフラ整備と、尖端産業の集積で急速に発展する

忠清北道の現況を調査するため。 
 

 
仁川アシアード主競技場

の建設概要とアジア大会

終了後の活用策 

［都市（市町村）名・施設名・担当者名］ 
仁川広域市・仁川アシアード主競技場・ 
アジア大会競技事業団 団長 イ・ソゴン 

 
［選定理由］ 
低コストの建設費とアジア大会終了後の活用策など、スポ

ーツ競技施設の整備と運用方法などを調査し、本県の競技場

整備等の参考とするため。 
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５ 調査内容 
○調査テーマ：（地方レベルの日韓交流促進） 

調査項目 忠清北道との交流活性化 
調査都市等 忠清北道議会、忠清北道庁 調査日 8月 3日 

 
 
調査結果概要 

■忠清北道議会議長表敬訪問…16:10～16:55 

・ 表敬訪問では、イ・オング議長以下、2名の副議長、各委員会の委

員長、与党セヌリ党院内代表など 16名の議員が出席。報道関係者も

いる中、イ議長から歓迎の挨拶がなされた。内容は、日本に対する韓

国世論が厳しい中、今回の訪問により、両県道議会がパートナーとし

て歩んでいく基礎がしっかりと固められることを期待するというも

のであった。石井議長からも、この機会が、本県議会と忠清北道議会

の交流再開の第一歩となることを願うと答礼の挨拶を行った。 

・ 本県議会からは、富士山など本県観光資源の紹介を韓国語の山梨県

ガイドマップを配布して行うとともに、韓国の教科書などに、日韓交

流に力を尽くした人物として記載されている北杜市出身の浅川兄弟

資料館の韓国語パンフレットを配付して紹介。初めは、硬い表情であ

った忠清北道の議員も、途中から笑顔が見られるようになった。 

忠清北道議会からは、9月 18日より開催される有機農業エキスポ

に、山梨県議会からも訪問して欲しいとの依頼がなされた。 

 

■忠清北道行政副知事表敬訪問…17:00～17:30 

・ パク・チェグク行政副知事より、忠清北道と山梨県の交流は 23年

間、着実に続けられ、韓日両国の友好増進に一役買っていることが誇

りであるとともに、両県道議会間の交流が活発になることを願い、来

月、忠清北道で開催されるケサン有機農業エキスポにもぜひ参加して

欲しいとの挨拶があった。 

・ 続いて、石井議長より、両県道議会の交流再開に向けて新たなスタ

ートを切ることができたこと、今後、両県道の行政と議会が連携しな

がら交流関係を深めたいと挨拶し、併せて、後藤知事の親書をイ・シ

ジョン知事にお渡しいただけるよう手渡した。 

 

■忠清北道議会議長主催懇談会…18:00～20:00 

・ イ・オング議長より、新たに広がるグローバル時代を迎え、パート

ナー的協力関係として忠清北道と山梨県が、経済・社会・文化など多

方面での友好協力関係を広げていくに当たり、両議会が中心的な役割

を果たしていくことを望み、忠清北道議会では、両道県間の交流協力
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増進のために最善の努力を傾けていくと挨拶。 

・ 石井議長からは、今後は、お互いに行き来をする中で、共通する課

題をテーマに、両地域の先進事例を調査するなど、相互にメリットの

ある交流を継続していきたいと挨拶。 

・ 山梨県議会側から、11月の「県民の日」に合わせて忠清北道議会

から訪問団を派遣できないか提案。忠清北道側からは、検討したいと

の回答がなされた。また、自転車など民間レベルでのスポーツ交流が

促進できないか提案を行ったところ、交流の可能性について民間団体

に打診するとの回答がなされた。 

 

◆成果と今後の課題 
・ 交流再開に向けた具体的な方策にまで議論は至らなかったものの、

お互いに友好ムードを醸成することが出来たのは、断絶していた関係

を修復するうえで、一定の成果となった。 
・ 2017年に、山梨県と忠清北道は姉妹締結 25周年を迎えるが、今後
は、相互に先進的な取り組みの調査や、人的交流拡大の可能性を探る

など、両県道にとってメリットのある交流を行っていくことが求めら

れている。 
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○調査テーマ：（地方レベルの日韓交流促進） 

調査項目 発展する忠清北道の現況調査 
調査都市等 忠清北道清州市（①清州国際空港、②清州古印刷

博物館、③オソン尖端医療産業振興財団） 
調査日 8月 4日 

 
 
調査結果概要 

①清州国際空港 

清州国際空港は、空軍の飛行場であったが、1997年から官民共用

の空港となった。開港当初は、利用率が低迷し、日本路線（大阪）や

サイパン路線が相次いでなくなったが、近年、国際線では中国路線、

国内線では済州路線の乗客が増加し、旅客ターミナルや免税店フロア

ーなどの増設が予定されている。 

また、2014年、中国から清州国際空港を利用して韓国内を旅行す

る場合に、５日間のビザ免除措置を付与したことから、中国人観光客

も急速に増えているという。 

将来的には、滑走路の延長や、航空機修理関係の産業団地の造成も

計画されており、旅客のみならず、物流の拠点としても発展の可能性

が高まっている。 
また、清州国際空港には、日本路線がないが、将来的に日本路線の

就航を計画している。本県に空港はないものの、富士山静岡空港や松

本空港との乗り入れを検討してもらえれば、本県としても協力できる

ことがあると韓国航空公社の清州支社長に提案。実現すれば、本県へ

の観光客の来訪も期待できる。 
 

②清州古印刷博物館 
ドイツのグーテンベルクに先立つこと 80 年前の 1377 年、清州興
德寺で、高麗の禅僧・白雲和尚景閑が禅の要諦を著した「直指心体要

説」が金属活字により印刷され、現在、フランスの国立図書館に所蔵

されている。2001 年、この仏教書が、現存する世界最古の金属活字
本として認定され、ユネスコの世界記録遺産に登録された。 
清州古印刷博物館は、興德寺跡に、1992 年、清州市により開館。
韓国の偉大な文化遺産の価値を広く知らしめるため、木版から金属活

字に至るまでの紹介、金属活字印刷技術の工程を再現したジオラマ、

興德寺跡で発掘された遺物の展示などによる広報活動を行っている。 
また、清州市では、「直指心体要説」の文字をデザインに取り込ん

だ「直指ブランド」を立ち上げ、ネクタイや名刺入れなど、様々なグ

ッズをミュージアムショップにおいて記念品として販売。 
本県では、富士山が「世界文化遺産」となったが、地元の山梨県民

にさえ、その価値が十分に知られているとは言いがたい。独自の歴史
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や文化にこだわりを持ち、後世に伝え、訪れる観光客に、その価値を

伝えていく姿勢には、学ぶべき点が多い。本県でも、富士山世界遺産

センターが建設されているが、今後は、これらの施設を中心に、富士

山の文化遺産としての価値も伝えていく必要があるだろう。 
 

③オソン尖端医療産業振興財団 
オソン尖端医療産業振興財団は、世界水準の革新的新薬と尖端医療

機器を開発するための核心インフラ構築を通じて、オソン尖端医療複

合団地を「尖端医療産業のグローバルハブ」として成長させるという

国策の実現を目的に、国と忠清北道が共同で運営。 
ソン理事長からは、山梨県で希望すれば、研究者の受入や共同研究

を検討することも可能であるとの提案をいただいた。 
忠清北道は、既にオチャンに巨大なＩＴ産業集積地を有し、次に、

このオソンで、世界最高のバイオ・メディカル・インフラを構築しよ

うと、政府と一体となって、国家研究機関等の誘致を核に、国内外か

らの民間投資を呼び込むための開発投資を行っている。 
これに、清州国際空港や縦横に走る高速道路網、ＫＴＸ（高速鉄道）

オソン駅を起点とした物流網の整備や街づくりが複合的に絡み合い、

第二・第三の発展の波が起きようとしている。 
今後、本県では、中部横断自動車道やリニア中央新幹線の開通が控

えており、首都圏と中京圏、関西圏を結ぶ新たな物流の結節点となる

本県にとっては、まさに新たな産業と雇用の創出を図って行く絶好の

条件が生まれつつあると言っていい。 
日本は、韓国と違って自治体数が極めて多く、国が自治体と一体と

なって集中的に開発投資を行い、国内外の民間投資を呼び込むという

手法を取る事例は未だ見られないものの、これからの地方自治体発展

の一つの姿として、韓国の自治体のように、世界の中で競争力を確保

し、それを梃子に発展していこうという発想には、学ぶべき点がある。 
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○調査テーマ：（スポーツ振興） 

調査項目 仁川アシアード主競技場の建設概要とアジア大会終了後の活用策 

調査都市等 仁川広域市・仁川アシアード主競技場 調査日 8月 5日 

 
 
調査結果概要 

仁川アシアード主競技場は、前大会よりも10分の1の予算で大会

運営を行ったことで知られる 2014アジア大会のメイン・スタジアム

として建設され、訪問時には、その後の活用策が検討され、実施途中

の状況であった。今回の調査では、スタジアムの建設概要と、その後

の活用策について事業団のイ・ソンゴン団長より概況を聴取し、スタ

ジアム施設の視察を実施した。 

施設の建設整備費については、国家レベルのメイン・スタジアムや

補助競技場、クリケット競技場など、必要十分な規模・規格を備えて

いながら、総事業費が約５００億円というのは、想像した以上に経済

的な予算と思えた。 

また、大会終了後の活用策についても、競技場としての活用計画を

しっかり立てるとともに、ホールやショップなど民間施設の誘致など

を積極的に行うことで、その収益によりランニングコストをまかなう

努力がなされていた。 

今後、本県においても、2020年の東京オリンピック・パラリンピ

ックを控えて、スポーツ振興を図るため、競技力の向上や競技施設の

整備計画を立てていく必要があるが、今回の調査事例を参考に、建設

や整備コストの圧縮のみならず、民間活力を導入しながらの運営策も

念頭に置いて取り組んでいく必要があることを実感した。 
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○各参加者の所感及び調査結果の活用方針 
議員氏名 所感及び活用の考え方 

 

浅川力三 議員 
近年、日韓関係は、領土問題や歴史問題等により、国レベルの交流

は必ずしも順調とは言えない状況にあるが、地方レベルや民間レベル

での交流は、国の関係にとらわれず、独自に取り組むべきものと考え

ている。 
本県には、戦前に、当時の朝鮮半島で日韓交流の先駆けとして活躍

し、韓国の歴史教科書に韓国を愛し韓国人から愛された日本人として

記載された「浅川巧」がいるが、今後の地域間交流や民間交流は、浅

川巧の精神を受け継ぎ、継続して行っていくことが重要だと考えてい

る。 
平成 20 年の山梨県・忠清北道姉妹締結 15 周年記念行事を最後に、

日韓の領土問題などの影響により、本県議会と忠清北道議会との往来

は、しばらくの間、途絶えてしまったが、日韓国交正常化 50周年に当
たる本年、忠清北道を訪問し、議会との交流再開の第一歩を踏み出す

ことができた。 
これを契機に、今後は、議員間の交流を進めていくとともに、両県

道における地域間交流や民間レベルの交流も促進させるよう働きかけ

ていきたい。 

 

臼井成夫 議員 
国立競技場に関し、多く議論されているが、私は県議会スポーツ議

連の研究委員として、体育施設の費用対効果や維持管理について関心

があり、今回の韓国調査では、昨年、仁川広域市で開催されたアジア

大会のメイン・スタジアムである「仁川アシアード主競技場」を視察

し、参考となる見地を得ることができた。 
仁川アジア大会は、これまでになく質素な大会運営を行ったことで

知られているが、メイン・スタジアムの施設や設備については、低予

算でありながら、規格や規模は十分なものであると感じられた。 
また、事後活用策についても、仁川広域市施設管理公団において、

仮設席 32,000席を撤去した空きスペース等に、大会記念館の設置を始
め、ウェディング・ホールや民間受益施設の誘致などを行い、管理運

営費の収支均衡を図るための取り組みを行っている。 
本県においても、今後、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて、スポーツ振興を図るとともに、施設整備についても検討

を行っていく必要があるが、当該視察先は、低コストの施設整備や事

後の管理運営といった点で参考となる事例であり、今後のスポーツ議

連の活動等に活かしていきたい。 
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中村正則 議員 

 

忠清北道議会の表敬訪問や議長主催の懇談会、議会事務局長主催の

懇談会に出席し、道議会議員や事務局の幹部と意見を交わす中で、日

本と極めて似ていると思ったとともに、その制度運用に当たっては差

異があることなども感じられた。 
議会運営の違いに関して言えば、本県議会では定例会の会期は、そ

の都度の議決によっているが、忠清北道議会では年間の会議日程が１

年を通じて決められており、定例会も臨時会も年間の会期日程がホー

ムページ上でも公開されているという。 
また、事務局の幹部職員と懇談して気づいたのは、総務担当官（総

務課長）、議事担当官（議事課長）以外に、議会運営、政策福祉、行政

文化、産業経済、建設消防、教育の各委員会ごとに首席専門委員が配

置され、事務局職員も７７名と、議員３１名に対して、２倍以上の手

厚い人員配置となっていることである。 
韓国では、長らく軍事独裁政権が続いたことから、地方議会選挙が

復活したのは１９９１年と歴史は短いが、道議会を支える体制はしっ

かりとしたものであり、政策立案など、より高度な議会運営が求めら

れている日本においても、体制の充実強化が必要だと感じた。 

 

髙野剛 議員 
平成 24 年 8 月、李明博大統領の竹島上陸により、10 月に忠清北道

で開催が予定されていた姉妹締結 20周年記念行事に、本県議会が訪問
を取り止めて以来、両県道議会の交流は中断された。 
日韓国交正常化５０周年に当たる本年、忠清北道議会との交流再開

のため、忠清北道議会を訪問し、イ・オング議長を始め、キム・ボン

フェ副議長、パク・ジョンギュ副議長、各常任委員会委員長など 16名
の議員たちと意見交換を実施した。 
あいさつの中で、イ・オング議長は「本県議会の忠清北道議会訪問

が、難しい韓日関係回復のための新しい転機の一助となることを確信

し、今後、両議会が、韓日関係改善のために、地域住民の心を一つに

し、先頭に立って進んでいくことを期待する」と述べ、石井議長から

も、「今回の訪問が、本県議会と忠清北道議会の交流再開の第一歩とな

ることを願う」と述べ、交流再開への道筋をつける訪問となった。 
今後は、忠清北道議会の本県への訪問により、両県道議会の交流を

徐々に進めていくことで、緊密なパートナーシップを構築していくこ

とが必要である。 

 

望月勝 議員 

 
忠清北道は韓国の中央部に位置する唯一の内陸道であるが、ソウル

から南東に 130kmの距離にあり、韓国各地から 2～3 時間でアクセス
可能な立地条件を活かし、ＩＴ産業、バイオ産業、次世代エネルギー

関連の企業誘致を国内外で積極的に展開し、急速に発展してきた。 
東西南北に碁盤の目のように走る高速道路網、韓国全土を X 字状に

結ぶ高速鉄道の結節点にあること、国際空港の立地等がこうした発展

を支えているが、今回は、空の玄関口である清州国際空港を視察した。 
清州国際空港は 1997 年に開港し、2012 年以降、中国を中心とした

国際路線からの旅客の輸送実績が年々増加している。清州国際空港に

日本路線はないが、将来的には、路線拡大の計画もあるという。 
本県に空港はないものの、中部横断自動車道やリニア中央新幹線の

整備が進めば、近隣空港からのアクセスが格段に向上する。交流人口
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の拡大が命題となっている本県にとって、富士山静岡空港など路線の

ある空港からの入り込み客数の増加につなげられるよう、忠清圏 550
万人の空港利用者を抱える清州国際空港との連携も考えていく必要が

ある。 

 

白壁賢一 議員 韓国の特徴として、国と地方自治体が連携して、地域ごとに特色の

ある戦略産業の育成に注力しており、忠清北道では、従前より IT産業
とともに、近年では、尖端医療産業の育成に力を注いでいる。 
オソン生命科学団地では、北東アジア最大のバイオ産業集積地とし

て、LG 生命科学、CJ などの製薬・バイオテクノロジー分野の 60 社
が入居するとともに、食品医薬品安全庁、食品医薬品安全評価院、保

健産業振興院、国立保健研究院、疾病管理本部、保健福祉人力開発院

の六大国家機関が移転。引き続き、オソン第 2 生命科学団地の造成完
成も間近となっており、官民一体となって、国家プロジェクトが進行

している。 
今回、訪れた「オソン尖端医療産業振興財団」は、保健医療産業を

韓国経済の新たな成長エンジンとして育成するため、2010年に設立さ
れ、2013年に研究支援施設を竣工。民間企業などが、世界水準の新薬
及び尖端医療機器開発に必要なインフラの提供や支援を行っており、

新たな産業を育成しようとする意気込みが感じられた。 
高麗大学医学部教授でもあるソン理事長からは、本県からの医療関

係研究者等の研究交流受入も可能で、具体的な希望があれば、検討し

たいとのコメントをいただいており、今後の課題である。 

 

山田一功 議員 世界史の授業で、ドイツのグーテンベルクの活版印刷が情報伝達の

スピード化に画期的な役割を果たした発明であると習った記憶がある

が、ここ清州市では、それを遡ること 80年前、1377年に金属活字に
よる仏教書が印刷され、パリ国立図書館に現存する「直指心体要説」

が世界最古の金属活字による印刷物として、ユネスコの世界記録遺産

に指定されているという。 
まさに歴史を塗り替えるとは、このことだが、一見、地味で見過ご

されがちな歴史と文化遺産を評価し、国の誇り、郷土の誇りとして子

供たちの教育に活かし、国内外から訪れる観光客に対しても、普及啓

蒙活動を展開している清州古印刷博物館は、歴史と文化の重要性を伝

えるという意味で、極めて重要な施設である。 
富士山は、自然遺産ではなく、世界文化遺産として登録されたが、

周辺に散在する社寺仏閣などの文化遺産としての価値は、実のところ

十分に知られているわけではない。 
現在、県立富士山世界遺産センターが整備されており、本県として

も、富士山の景観美を保全することはもちろん、日本の誇りでもあり、

本県の誇りでもある富士山と周辺の文化遺産も含めて、その歴史と文

化的価値を見つめ直し、教育や、普及啓蒙活動を展開していく必要が

ある。 
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塩澤浩 議員 
現在、2027年のリニア中央新幹線開業に合わせて、新しくできる山
梨県駅周辺のリニア環境未来都市の整備方針の策定が本県の喫緊の課

題となっている。 
忠清北道では、オソン尖端医療産業振興財団を視察したが、この財

団は、国と忠清北道が進めている国家プロジェクト「オソン尖端医療

複合団地」の中核機関の一つである。 
オソンには、1997 年～2008 年にかけて、国がオソン生命科学団地
を造成し、2010 年にはソウルと釜山を結ぶ KTX（高速鉄道）のオソ
ン駅が開業。保健医療の六大国家機関が移転するとともに、研究開発

機関、大学の研究所、企業の研究開発部門、居住空間や文化施設など

が建設中だという。駅反対側にも、同規模の第 2 生命科学団地を造成
中であり、合わせて約 800haの巨大な尖端医療産業の開発プロジェク
トとなっている。また、駅の南部には、現在、65haの商業地域、文化
施設、交通施設などの整備地域が造成中である。 
国家レベルの開発事業であるため、比較対象にならないところもあ

るが、国と連携したダイナミックな開発手法には、目を見張るものが

あり、山梨新駅の周辺整備にも、時代リードするような産業を中心と

した開発といった視点が必要ではないかと感じた。 

 

杉山肇 議員 
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、本県におい
ても、スポーツ振興を図っていくとともに、海外からの合宿チームの

誘致やスポーツ交流などを通じて、交流人口の拡大を図っていくこと

が求められている。 
韓国では、昨年、仁川アジア大会を開催しており、様々な課題はあ

ったが、前大会の 10 分の 1 という低予算で設備投資と大会運営を行
ったと聞いている。 
今回は、メイン・スタジアムを視察したが、施設や設備もしっかり

したものであり、当日は、ジュニア育成プログラムによる陸上競技の

トレーニングなどに使われていた。 
大会終了後の事後活用策についても、仁川広域市施設管理公団にお

いて、民間受益施設の誘致などを行い、自主財源の確保に努めている。 
本県においても、今後、2020年に向けて、競技力の向上を図るとと
もに、施設整備も検討していく必要があるが、当該事例は国レベルの

施設ではあるものの、低コストの設備投資と自主財源の確保の取り組

みが非常に参考となった。 
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調査状況（写真） 
○平成 27年 8月 3日 忠清北道議会議長表敬訪問 

 
左側：山梨県議会訪問団  右側：忠清北道議会議員 
 

 
石井議長(左)から、イ・オング議長に富士山写真額を贈呈 
 

 
忠清北道議会前で両県道議会議員による記念撮影 
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○平成 27年 8月 3日 忠清北道行政副知事表敬訪問 

 
左からパク・チェグク行政副知事、石井議長、浅川副団長 
 

 
パク行政副知事との意見交換 
 

 
パク行政副知事との記念撮影 
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○平成 27年 8月 3日 忠清北道議会議長主催懇談会 

 
イ・オング議長主催懇談会の全体の様子 
 

 
歓迎の挨拶を行うイ・オング議長 
 

 
和やかな雰囲気の中で挨拶を行う石井議長 
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○平成 27年 8月 4日 清州国際空港視察 

 
韓国空港公社 清州支社長より説明を受ける訪問団 
 

 
訪問団員とホン・ギヒョ支社長との記念撮影 
 

 
清州国際空港内で説明を受ける訪問団員 
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○平成 27年 8月 4日 清州古印刷博物館 

 
清州古印刷博物館正面玄関前にて 
 

 
玄関ホールで説明を受ける訪問団員 
 

 
ユネスコ世界記録遺産「直指心体要説」の概要説明 
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○平成 27年 8月 4日 忠清北道議会事務處長主催昼食懇談会 

 
キム・グァンジュン議会事務處長と握手する石井議長（左） 
 

 
県産品の印伝をキム事務處長に手渡す石井議長(右) 
 

 
意見交換の実施状況 
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○平成 27年 8月 4日 オソン尖端医療産業振興財団 

 
ソン理事長（右）と意見交換を行う石井議長(中央)と浅川副団長(左) 
 

 
概況説明を受ける訪問団員 
 

 
新薬開発支援センターのホールにて 
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○平成 27年 8月 4日 仁川市・仁川アシアード主競技場 

 
アジア大会競技事業団イ・ソンゴン団長（後方右）の概況説明 
 

 
メイン・スタジアムの大型ビジョンに映る訪問団員 
 

 
イ・ソンゴン団長と訪問団員による記念撮影 


