
六十干支からみる寅年 
　［干支］は、古代中国（殷）において、順序や番号を

表すために用いられた10種の漢字（甲・乙・丙・丁・

戊・己・庚・辛・壬・癸）の総称である［十
じっ

干
かん

］と、天空

を12年で一周する木星の方角を示すために用いら

れた12の動物（子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・

戌・亥）の総称である［十
じゅう

二
に

支
し

］の組み合わせです。

元々は十二支に動物の意味はありませんでした

が、民衆でも覚えやすいように身近な12の動物が

割り当てられたと言われています。

　十干と十二支の奇数番目同士、偶数番目同士の

組み合わせが60通りあることから［六
ろく

十
じっ

干
かん

支
し

］とも

呼ばれ、一巡すると「還暦」となります。日本では、

推古天皇の時代に年や日を干支で示すことが一般

化したようで、次第に、それぞれの動物の特性にち

なんだ迷信や俗信が生まれ、物事の吉凶などが占

われるようになりました。

　［六十干支］によると、2022年は壬
みずのえ

寅
とら

の年です。

「壬」は孕
はら

む、即ち妊の姿であり、また荷
にな

う事にあた

る意（任）を表します。「寅」はつつしむの意があり、

進む意とともに敬う意があります。「陽気を孕み、

春の胎動を助く」、冬が厳しいほど春の芽吹きは生

命力にあふれ、華々しく生まれることを表してい

ます。

　2021年後半、新型コロナウイルス感染症の拡大

が落ち着きつつあります。2022年は、アフターコロ

ナに向けた新たなライフスタイルや価値観を基に

した新ビジネスが生まれてくる年かもしれませ

ん。

　2022年が皆さまにとって良い年になりますよう

心からお祈り申し上げます。
〔参考図書〕�干支から見た日本史（毎日新聞社）、十二支（人文書院）、
　　　　　�干支の活学（プレジデント社）、干支の動物誌（技報堂出版）�

年末年始の話題
〜寅年によせて〜

●虎視眈眈（こしたんたん）
　力のあるものが、機会をじっくりとうかがっている様子

●画虎類狗（がこるいく）
　�才能のない者が、すぐれているものの真似をしても、見苦
しい結果にしかならないということのたとえ

●虎の威を借る狐
　�権勢のあるものをかさに着て、勝手気ままに振る舞うこ
とのたとえ

●虎の尾を踏む
　�（凶暴な虎の尻尾を踏むということから）
　非常な危険をおかすたとえ

●虎の巻
　�（中国の兵法書「六韜」の中の編名「虎韜」から出た語）
　兵法の秘伝を記した書。転じて芸道の奥義を述べた書

●虎の子
　�（虎は子供を非常に大切にすることから）宝物として大切
にしている品物、非常に大切にして持ち続けている金の
たとえ

早いもので、今年も残すところあと１ヵ月となりました。
2022年はどんな年になるのでしょうか。
来年の干支「寅」にまつわる話題や過去の寅年のデータをまとめましたので、
年末年始の話題づくりにご活用ください。

寅にまつわる四字熟語・ことわざ



年 主な出来事 世相・流行

1962
（昭37）

�２月：東京都が世界初の1,000万都市（常住人口）
�５月：�大日本製薬が西ドイツの奇形児問題から、サリドマイド系

睡眠薬の出荷停止（サリドマイド事件）
�８月：戦後初の国産旅客機YS11、試験飛行に成功
10月：�米国、キューバでのソ連のミサイル基地建設を理由に海上

封鎖を声明。キューバ危機勃発。
11月：日中総合貿易に関する覚書に調印（LT貿易開始）

首　相：池田勇人
流行語：無責任時代、青田買い
映　画：�『史上最大の作戦』、　　 　 　

『世界残酷物語』
　歌　：『いつでも夢を』

（橋幸夫・吉永小百合）

1974
（昭49）

�３月：�小野田寛郎元陸軍少尉、フィリピンのルバング島から30年
振りに帰還

�６月：国土庁発足。土地行政一元化
�８月：ウォーターゲート事件で米国ニクソン大統領が辞任
�９月：原子力船「むつ」、放射能漏れ
10月：佐藤栄作元首相、ノーベル平和賞決定
12月：戦後初のマイナス成長

首　相：田中角榮、三木武夫
流行語：狂乱物価、金脈と人脈
映　画：『エクソシスト』、『日本沈没』
　歌　：『二人でお酒を』

（梓みちよ）

1986
（昭61）

�１月：米国、スペースシャトル「チャレンジャー」爆発
�４月：男女雇用機会均等法施行
�４月：チェルノブイリ原子力発電所で大規模な事故発生
�５月：東京サミット開幕
�７月：東京外為市場で円急騰、終値で159円25銭（初の150円台）
�９月：土井たか子が社会党委員長就任（国政史初の女性党首）
11月：伊豆大島の三原山、209年ぶりの大噴火

首　相：中曽根康弘
流行語：究極、新人類
映　画：�『子猫物語』、　　　　　　　

『天空の城ラピュタ』
　歌　：『CHA-CHA-CHA』

（石井明美）

1998
（平10）

�２月：郵便番号７桁化
�４月：金融ビッグバン（金融制度改革）始動
�５月：インドとパキスタンが地下核実験
�５月：インドネシアでスハルト体制崩壊
�６月：サッカーＷ杯日本初出場（フランス大会）
�７月：和歌山、カレー毒物混入事件
10月：日本長期信用銀行破綻

首　相：橋本龍太郎、小渕恵三
流行語：ハマの大魔神、老人力
映　画：�『踊る大捜査線�THE�MOVIE』、

『ディープ・インパクト』
　歌　：『誘惑』

（GLAY）

2010
（平22）

�１月：ハイチで大地震、25万人死亡
�１月：日本航空が経営破綻、改革・再生へ
�６月：サッカーＷ杯南アフリカ大会で日本大健闘のベスト16
�６月：小惑星探査機「はやぶさ」が７年ぶりに帰還
�９月：尖閣沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突
10月：チリ鉱山、作業員33人奇跡の生還
11月：北朝鮮が韓国・延坪島砲撃、４人死亡

首　相：鳩山由紀夫、菅直人
流行語：ゲゲゲの～、～なう
映　画：�『アリス・イン・ワンダーランド』、

『トイ・ストーリー３』
　歌　：『Beginner』

（AKB48）

寅年60年の歩み



寅年をふりかえると

出所：総務省、日本銀行、日本経済新聞社
（注）・勤労者世帯実収入：１ヵ月平均、１世帯当たり　1962～1998年については、農林漁家世帯を含まない数値　2010年以降は農林漁家世帯を含む数値
　　・消費者物価指数：年平均、持家の帰属家賃を除く総合（2021年は1～9月の平均値）
　　・日本の総人口：各年10月１日現在の国勢調査人口または推計人口による総人口　1962年は沖縄県を除く（2021年は10月の概算値）
　　・愛媛の総人口：各年10月１日現在の国勢調査人口または推計人口による総人口（2021年は10月の概算値）
　　・日経平均株価終値：各年末終値（2021年は10月29日終値）
　　・為替相場：東京インターバンク市場の直物各年末値（2021年は10月29日末値）

（単位：円）

※2020年のデータ
出所：大卒者（男）初任給：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（1962年は労働省「学卒者初任給調査」）
� 鶏卵・家賃・みかん：総務省「小売物価統計調査」（東京都区部の小売価格）、2021年は１～10月平均
� 道後温泉神の湯入浴料：道後温泉事務所
� 伊予鉄道市内電車運賃：伊予鉄道株式会社「伊予鉄道百年史」「伊予鉄道株式会社創立125周年史」
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物価でみる寅年

年

大卒者
（男）
初任給

鶏卵
1パック

家賃
（民営借家・東京）
1ヵ月・3.3㎡

みかん
１㎏

道後温泉
神の湯入浴料
（大人）

伊予鉄道
市内電車運賃
（大人）

1962（昭37） 17,800 23 551 152 20 15

74（昭49） 78,700 341 3,110 199 100 40

86（昭61） 144,500 361 5,549 416 200 140

98（平10） 195,500 282 8,743 597 300 170

2010（平22） 200,300 219 9,002 561 400 150

2021（令 ３） （※）227,200 227 8,795 718 420 180

　勤労者世帯実収入（万円） 　消費者物価指数（2015年＝100）

　日本の総人口（万人） 　愛媛の総人口（万人）

　日経平均株価終値（円） 　為替相場（円/ドル）



2022年イベントカレンダー

調査レポート・mini調査レポートバックナンバー（2021年）

２月 ・４日～20日：中国北京で冬季オリンピックが開催予定

４月
・１日：日本の成人年齢が18歳に引き下げ

（2002年４月１日～2004年４月１日生まれの人は同時に成人を迎える）

５月
・13日～29日：第19回FINA世界水泳選手権2022福岡大会（世界水泳選手権2022）が開催予定
・15日：沖縄返還から50年

７月 ・参議院議員通常選挙（半数改選）が実施予定

11月
・愛媛県知事選挙、松山市長選挙が実施予定
・21日～12月18日：2022FIFAワールドカップカタール大会開催予定

未定 ・西九州新幹線（武雄温泉駅～長崎駅間）は、2022年度の早期開業を目指している

１月

新型コロナウイルスの影響が続き景況感の改善は
小幅にとどまる
第64回愛媛県内企業業況見通し調査
－2020年下期実績見込みおよび2021年上期見通し－

２月 消費者の暮らし向きが悪化、強まる節約志向
～2020年12月消費者アンケート結果～

３月 オンラインの活用でUターン人材の確保を
～県内企業の新卒採用動向に関する調査～

４月 多様な働き方への対応は人材確保の次なる一手
～愛媛における多様な働き方の現状と取り組みのポイント～

５月

縮小する住宅市場、2040年の住宅着工は20年比
約６割減（8,049戸→3,295戸）
～県内住宅市場の現状と住宅着工の将来推計～

幾多の荒波を越え、前進する海事産業
～愛媛の海事クラスターの現状と今後の方向性①～

６月 海事産業の集積を生かし、さらなる発展を
～愛媛の海事クラスターの現状と今後の方向性②～

６月
新型コロナウイルスの影響を受けつつも
海外ビジネスは拡大へ
～県内企業の海外ビジネスの現状と今後の展望～

７月
景況感は大幅改善も先行きは慎重な見方
第67回愛媛県内企業業況見通し調査 
－2021年上期実績見込みおよび2021年下期見通し－

８月
道後観光の持続的な発展へ
～コロナ危機に立ち向かう道後旅館業の現状と

今後の方向性について～

９月 ８割以上の大学生が社会の動向への関心高まる
～県内大学生の就職・結婚観に関する調査～

10月

レジ袋有料化で高まるプラごみ問題への関心
代替製品価格の「据え置き希望」は5割超
～脱プラに関する消費者アンケート結果～

きめ細かなサービスでエリアを拡大する移動スーパー
～人口減少・高齢化社会に対応する課題解決型ビジネス～

11月 データ活用の課題は人材やノウハウの不足
～県内企業のデータ活用に関するアンケート結果～

【 調査レポート 】

新型コロナウイルスの影響が続き景況感の改善は小幅にとどまる
第66回愛媛県内企業業況見通し調査
−2020年下期実績見込み、および2021年上期見通し−

【 講演録 】
日本経済の見通し〜コロナ危機下の日本経済〜
公益社団法人日本経済研究センター 理事長 / 岩田 一政 氏

2021
No.391

1

【 調査レポートVol.１ 】

縮小する住宅市場、2040年の住宅着工は20年比約６割減
（8,049戸→3,295戸）
～県内住宅市場の現状と住宅着工の将来推計～

【 調査レポートVol.２ 】

幾多の荒波を越え、前進する海事産業
～愛媛の海事クラスターの現状と今後の方向性①～

【 緊急アンケート 】

コロナの影響は長期化
３月末時点で依然７割超の企業に「マイナスの影響あり」
～県内企業の新型コロナウイルスの影響調査（第７回）～

2021
No.395
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【 THE COMPANY 〜あのとき、そして未来へ〜 】

株式会社曽我部鐵工所
〜歯車を通して未来を切り拓く〜
取締役会長 / 曽我部 謙一 氏
代表取締役 / 曽我部 優弘 氏

【 調査レポート 】

8割以上の大学生が社会の動向への関心高まる
〜県内大学生の就職・結婚観に関する調査〜

【 地域の明日を創る THE person 】

赤石五葉松輸出振興組合
会長 / 森髙 準一氏

2021
No.399
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【 調査レポート 】

オンラインの活用でＵターン人材の確保を
〜県内企業の新卒採用動向に関する調査〜

【 mini調査レポート 】

コロナ下で変わる消費行動
〜４割がオンラインショッピングの利用増、キャッシュレス決済の利用も拡大、３割弱がGo Toトラベルを利用〜

【 地域の明日を創る THE person 】
株式会社JAPANDEMIC COMPANY
代表取締役 / 山之内 圭太 氏

【 寄稿 】
日本最大の海事都市今治におけるコロナ禍での取組みと今後に向けて
今治市 産業部 次長 商工振興課長 / 中内 大介

2021
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【 調査レポート 】

景況感は大幅改善も先行きは慎重な見方
第67回愛媛県内企業業況見通し調査
−2021年上期実績見込みおよび2021年下期見通し−

【 TOPICS 】

地球温暖化とどう向き合うか 「適応」の重要性
～気候変動が愛媛の一次産業に及ぼす影響～

2021
No.397

7

【 mini調査レポート 】

データ活用の課題は人材やノウハウの不足
～県内企業のデータ活用に関するアンケート結果～

【 緊急アンケート 】

９月末時点で依然７割超の企業が「マイナスの影響あり」
稼働率はやや改善
～県内企業の新型コロナウイルスの影響調査（第８回）～

2021
No.401
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【 THE COMPANY 〜あのとき、そして未来へ〜 】

瀬野汽船株式会社 / 四国開発フェリー株式会社
代表取締役社長 / 瀬野 洋一郎 氏

【 調査レポート 】

消費者の暮らし向きが悪化、強まる節約志向
〜2020年12月消費者アンケート結果〜

【 緊急アンケート 】

12月末時点の「マイナスの影響あり」の割合はほぼ横ばい
収束は依然として見通せず
〜県内企業の新型コロナウイルスの影響調査（第６回）〜
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【 調査レポートVol.１ 】

海事産業の集積を生かし、さらなる発展を
～愛媛の海事クラスターの現状と今後の方向性②～

【 調査レポートVol.２ 】

新型コロナの影響を受けつつも海外ビジネスは拡大へ
～県内企業の海外ビジネスの現状と今後の展望～

2021
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【 mini調査レポート① 】

レジ袋有料化で高まるプラごみ問題への関心
代替製品価格の「据え置き希望」は５割超
～脱プラに関する消費者アンケート結果～

【 mini調査レポート② 】

きめ細かなサービスでエリアを拡大する移動スーパー
～人口減少・高齢化社会に対応する課題解決型ビジネス～

【 2050年カーボンニュートラルへの挑戦 】 〜脱炭素で変わる地域と企業経営〜

第１回　企業がカーボンニュートラルに取り組む意義

2021
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【 THE COMPANY 〜あのとき、そして未来へ〜 】
三浦工業株式会社
取締役会長 / 髙橋 祐二 氏

【 調査レポート 】

多様な働き方への対応は人材確保の次なる一手
～愛媛における多様な働き方の現状と取り組みのポイント～

2021
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【 調査レポート 】

道後観光の持続的な発展へ
～コロナ危機に立ち向かう道後旅館業の現状と今後の方向性について～

【 mini調査レポート 】

「2050年カーボンニュートラル」を
県内企業はどう受け止めているか
～言葉の認知度は９割超えも「自発的・積極的に取り組む」は１割未満～

2021
No.398
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