
民主 リ ベラ ル京都労組懇｢ベト ナム視察研修会｣に参加し て （ 上）・

「やれやれ」を連発した 5 日間
（ 2007 年 10 月 3 日～ 7日）

岡 本 哲 也

前口上

ベトちゃん・ドクちゃん、生春巻き、アオザ

イ、フランス料理が美味、社会主義国、ベトナ

ム戦争とベトコン。ベトナムについての知識は

この程度しかなく、出発数日前になってインタ

ーネットで「地球の歩き方」をチェック。日本

との時差は 2 時間で、10 月はまだ雨季。通貨

はドン（VND）だが US ドルが流通している。外

務省の渡航情報には危険情報なし。続いて「ウ

ィキペディア」をチェック。位置は、北を中華

人民共和国と、西をラオスとカンボジア、東は

南シナ海に面し、フィリピンと対する。日本と

の関係は良好で、2003 年には日越投資協定を

締結し、2007 年にはＷＴＯ加盟を果たしたな

ど、情報を頭に詰め込んでいるまさにそのとき、

会報の編集担当から寄稿の依頼があった。小生

の生まれは 1961 年。ウィキペディアによると

ベトナム戦争は、1960 年から 1975 年。小生の

政治に関わる記憶の始まりは、故佐藤栄作元首

相と沖縄返還ぐらいからで、ベトナム戦争につ

いては 「ヒッピー」と「ピースサイン（Ｖサ、

イン 、枯葉剤と犠牲者が「ベトちゃん・ドク）」

ちゃん」という程度。字数 8000 字は、故大平

元首相を見習って 「あ～ 「う～」を必ず文の、 」

前に置き、それでもダメなら句読点ごとに前置

きするしか方法がない、といったんは断るが、

担当者に押し切られた格好で、今キーボードを

叩いている。

拙稿では、目覚しい経済発展を続けるベトナ

ムを、戦跡だけではなく領事館訪問や食事、人

々の生活や街並みなども交えて報告していく。

なお、文章のタッチは 「読み易いもの」すな、

わち「堅苦しくないもの」という要請だったた

め、柔らかタッチですすめてまいりたい。

集合から 到着まで

10 月 3 日に関西空港に集合した面々は、私

鉄総連、電機連合、情報労連、ＪＰＵ、全日通、

京交、そして自治労の総勢 15 名。何度も海外

旅行を経験している人から、まだまだビギナー

クラスの人まで様々で、都市交の瀬戸委員長を

団長とする「ベトナム視察研修会」が始まった。

午前 11 時にホーチミンに向けて飛び立った

ベトナム航空のシンボルは「ゴールデン・ロー

タス 。5 時間 20 分の旅だ。機内には所々に空」

席が見られ、2 列後ろが 3 席続いて空いている

のを発見。ベルトサインが消えるのを待ってす

ぐさま移動。通路側に着席した瞬間、背もたれ

が倒れた。リクライニングが故障しているらし

い 「アイム ソー……」と言いかけながら振。

り返ると、日本人だった。日本語で謝って隣へ

移動。どうにか広いスペースを確保できた。や

れやれだ。

程よくドリンクと昼食のサービスが始まった。

第 1日目のスケジュールは、領事館訪問である。

ここは赤のグラスワイン 1杯で我慢し、大事に

ちびちび飲みながら、日本食に近い機内食を難
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なく平らげた。その後、機内免税販売の冊子を

見るもめぼしいものはなく、ビデオや読書を楽

しみながら到着を待つ。

あと 1時間ぐらいで着くかなと思っている矢

先に、飛行機はまるで未舗装の凸凹道でも走る

ように、ガタガタガタと小刻みに上下したかと

思うと、スゥッと落下。お尻が浮いた。足から

血の気が引いた。周りから「オッ、オォー、ホ

ォ」の驚きと安堵を一度に表したような音や声

が。やれやれだ。

そして、いよいよ着陸準備のアナウンスが入

った。ウィーン、ウィーンと車輪を出す機械音。

少しして飛行機はホーチミン・シティ国際空港

に向けて降下、そして降下 「あれ？ なんか。

知らんけど着陸するには、ちょっとスピードが

速すぎるのとちがう？」と心の中で自問してい

たのは、私鉄総連の中川議長。さすがにプロの

ドライバー、そして渡航熟練者。スピードには

鋭い反応だ。飛行機は空港をすれすれに飛びな

がら再度、急上昇。着陸のはずが離陸している。

「えっ！ もしかしたら車輪が出てへんの？」

と、1 年振りに渡航する小生も、自問。飛行機

は旋回しながらもう一度着陸態勢へ。今回は成

功した。やれやれだ。そして飛行機が駐機場へ。

止まった瞬間に座席の前のモニターが消えた。

あれ？ 最後に映ったあのマークは？ あれは

マレーシア航空のマークだ。この飛行機はマレ

ーシア航空の中古機にちがいない。何年落ちだ

ろう？ マレーシアは新品で買ったのかな？

いずれにしても、無事着いてやれやれだ。とり

あえず入国審査場へ急げ。

きっと日本などはバーコードで読み取るシス

テムで、テキパキと入国審査を済ませているの

だろうが、スキャナか何かで読み取っているの

か、1 人に要する時間が非常に長い。前に 6 人

の白人が並んでいたが、20 分以上は待った。

やれやれより、イライラだ。
．．．． ．．．．

荷物のターンテーブルはまだ回っていなかっ

たが、団員全員が揃う頃に、計ったように動き

出した。1 人 2 人と荷物を見つけ、他の乗客も

荷物を持って税関へ移動していく。そのうちス

ーツケースを手にした団員が、外へ移動し始め

た。しかしまだ数人のスーツケースが出てこな

い。ここでも渡航熟練者とそうでない人との差

が出る。さすがに熟練者の自治労京都府本部の

木村委員長 「誰と一緒に預けた？」と荷物の。

紛失に備えて先読みして動き出す。数人同時に

荷物を預けたので、クレームタグは代表者が持

っているのだ。それが誰か分からない。そんな

ことお構いなしに先に出て行った人がきっと持

っていたはずだ 「荷物が出てこなかったら面。

倒なことになるナァー」と思いながら、テーブ

ル上ではなく荷物が出てくる搬入口を凝視した。

もう数人しかターンテーブルの周りにはいない。

「だめか？」と思ったとき、出てきた。わたし

と上林委員長のスーツケースだ。やれやれだ。

領事館訪問

最近のベト ナム事情

言うまでもなく、ベトナムの首都はハノイで

ある。日本の大使館もハノイにあり、旧名サイ

ゴンのホーチミン・シティには総領事館がある。

団専用のバスは、ガイドのクォン（CUONG）さ
’’ ―

んの流暢な日本語の説明とともに、空港から市

内の中心にあるホーチミン総領事館をめざして

走る。1 時間ほどで到着。在カンボジア大使館

や在ベルギー領事部を知る小生にとっては、関

西弁で言うもっさい感じがするが、入口前には
．．．．

数人のガードマンが常駐し、執務室につながる

ドアは二重ドアで、片方を閉めないともう片方

が開かない格好だ。そしてやや複雑な通路と階

段を登り、会議室へ。

午後 4時前。水城総領事からのレクチャーが

始まった。そして報告も堅い話に移る。

1986 年のドイモイ政策以降、ベトナムの経

済成長は目覚しく、とりわけ近年の経済成長率

は 7％を越える、非常に高い水準にある。ベト

ナムと日本の関係では、有名な阿部仲麻呂が帰

20



国途上で遭難し、現在のベトナム領域に漂着す

るなど、遣唐使の時代にさかのぼるほど古い。

現在、日本はベトナム・カンボジア・ラオス・

ミャンマーの民主化や社会化のため、ＯＤＡな

どを通じて支援しており、特にベトナムに対す

る日本のＯＤＡの額は世界一である。

ベトナム国民の平均年齢は 25 歳と非常に若

く、人口構成は日本の 1960 年代に似ている。

歴史的な長さや文化の相似性、社会主義国では

あるが 8割程度が仏教徒であることもあり、国

民も親日的である。若者を中心に約 3万人が日

本語を勉強し、まだまだたくさんの希望者がい

るため、教室が足りない状況にある。最近、村

山元首相が会長を務めるＮＰＯが、現地高校に

無償で日本語教育施設を設立した。

しかし残念なことに、去る 9 月 26 日に、ベ

トナム南部のビロン省で、日本のＯＤＡで建設

中の橋が崩落し、多くの死傷者を出している。

救助作業の他、早急な原因究明と施主であるベ

トナム政府、工事を担当している日本企業で責

任を明確にし、ベトナムにおける日本の評価を

落とさないように対応しているそうだ。

日本からの投資を見ると、ミャンマーは民主

化問題を抱えており、タイでは最近クーデター

が起こるなど安定していない。ベトナムは賃金

が安く、識字率は 70 ％で近隣より高いため、

条件は良さそうである。しかし、まだまだイン

フラ整備は不十分ばうえ、行政的な処理が遅い

ことを、日本の企業は嫌っているようである。

環境問題に目を向けると、外国投資が多く、

社会基盤整備が進み、賃金が高めのホーチミン

と、1 日 1 米ドル未満で生活している最貧困層

が多い地方とでは、電気などのインフラや医療、

教育などの格差が大きく、多くの国民にとって

は環境より生活、すなわち経済重視となり、環

境が徐々に悪化してきている。

治安に関しては、引ったくりなどの軽犯罪が

多く、最近は子どもの物売りを装った窃盗事件

があった。また、立ち入り禁止区域が観光客と

総領事館で最近の「ベトナム事情」を聞く

記念撮影におさまった水城総領事と団員

ベトナム人双方にあるので、注意が必要である。

労働運動に関しては、ベトナムは中国と同じ

で 1つの労働組合しか存在しないが、国民には

その認識は低く、団結して団体交渉による解決

という方法を採ることはまずない。頻繁にある

のが、誰か 1人が不満を持つとその周りの人が

同調してサボタージュするという、いわゆる手

順に則った合法的なストライキではなく、いわ

ゆる違法な山猫ストが多い。新しい労働法が整

備され、違法ストライキに規制がかけられたが、

何が違法で何が合法なのか、不透明な部分が多

く、是正となるかどうかは分からない。

縦に細長いベトナムであるが、貧困地帯は北

西山岳部の、言葉が異なる少数民族地域、中部

高原地域、そして南部メコンデルタ地域である。

とりわけ厳しい貧困地帯は、中部のラオス・カ

ンボジア・ベトナムで構成される「開発の三角

地帯」と呼ばれる高原地帯。ホーチミン市民の

平均年収が 800 米ドルに対して、その地域は約
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40 ％の 320 米ドルしかなく、最貧困エリアで

ある。一方、南部のメコンデルタ地帯も貧困層

が多い。ただ、土壌が肥えているので、フルー

ツなどの栽培や二毛作・三毛作、ブラックタイ

ガーの養殖なども可能だが、社会主義的な壁も

あり、産業化が遅れている。

以上のような、質問の回答を含めたレクチャ

ー（独断で、わたしの質問以外の説明は割愛）

を受け、記念撮影をして、約 1時間の総領事館

訪問を終えた。外に出たら緊張感から解放され、

ホッとした。やれやれである。以前はタバコを

吸っていた小生。周りの喫煙者のおいしそうな

顔を見て、久しぶりに羨ましいと感じた。ちな

みに訪問時に出されたのはベトナム茶のみで、

味はジャスミン茶に似ていた。

そろそろお腹が空いてきた。いざホテルへ。

いざホテ ルへ

先を急いでいたので、空港から領事館への道

中では述べなかったけれど、ベトナムでまず驚

（タイトル写真を参かされるのはバイクの量だ

。中国の自転車に匹敵すると思われるぐら照）

いの量で、横断では自動車を避けるよりも、バ

イクを避ける方が大変と思われた。事実、バス

から見ていても、バイクがすれすれかつ無秩序

（日本人から見れば）に走っており、冷や冷や

することも、たまではなくてしょっちゅうであ
．． ．．．．．．

る。とりわけ領事館からホテルへの道中は、ホ

ーチミンで一番の繁華街を通るメイン通りを走

った。交通量に加えてその激しさやクラクショ

ンなどの騒音には目を見張る。多くの団員が、

驚きの声とともに、目を見張る光景に向けたシ

ャッター音が、車内に響く。今回のホテルは、

3 日目の日程により 2 つに分かれ、小生を含め

て 7人がカラベラホテル（CARAVELLE HOTEL）

に。繁華街の中心だ。

ガイドのクォンさんがチェックインをしてく

れているのだが、ギャランティーが必要で、代

表者、彼いわく「団長さん」のクレジットカー

ホテルの 23階の窓から

ドが必要らしい。ここは次期連合京都会長の木

村委員長を、失礼ながら急ごしらえの団長に祭

り上げて、クレジットカードを出してもらった。

この結果、小生や他の団員は 15 階（日本の 16

階）だが、団長は 24 階中 21 階の高層階に。社

会主義国らしいはからいだ。

カードキーを受け取っていざエレベーターへ。

ポーターが荷物を台車に載せて待っていたが、

みんな台車から自分の荷物を取っている。自ら

運搬するようだ。ポーターのがっかりした表情。

総額 7米ドルのチップが泡と消えた。エレベー

ターにはみんなで乗り込んだが、動かない。そ

れどころか階のボタンが反応しない。シンドラ

ー製だ。嫌な予感。そこへ他の宿泊者が乗り込

んできた。カードキーを挿入口に入れてから、

行き先階のボタンを押すシステムらしい。宿泊

客以外は部屋に行けないということだ。チップ

をケチったことで、エレベーターの乗り方のレ

クチャーがなかったようだ。やれやれ。

15 階に着いて、急ごしらえの木村団長（以

後、団長（急造）とする）を残して全員が降り

る。小生もいざ部屋。荷物を置いてすぐに街の

散策に出かける約束になっていた。カードキー

を挿入する。しかし、一瞬グリーンのサインが

出るが、すぐにレッドのサインに 「あれ？」。

もう一度するが、グリーンのサインが出ている

時間はほんの一瞬で、その間にドアを押すなん

て不可能だ。みんなは既に部屋の中。故障だ。

ポーターがいたらすぐに対応しただろう。チッ
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プをケチったつけはすべて小生に来たらしい。

やれやれ。

ラッキーなことに 2人のルームメイドがいた

ので事情を説明し、彼女たちが持っている全室

対応のカードキーで開けてもらうことにした。

1 人が挿入する。しかし状況に変化なし。小生

がドアを押しながら彼女がキーを挿入するとい

う共同作業を実施。しかしダメ。既にドアの前

について 10 分が経過していた。きっと団長

（急造）がロビーで待っていることだろう。電

話したいが、まだ空港で借りた携帯電話の使い

方がわからない。ルームメイドの 1人がフロン

トに連絡してくれた。小生も団長（急造）への

事情説明のためロビーへ。そしてフロントにも

説明。再びエレベーターで 15 階へ向かおうと

したが、エレベーターも動かない。カードキー

を挿入しても、行き先ボタンが反応しない。再

度フロントで説明すると、クラークが試してく

れたが反応せず。キーを変えるがダメ。別のク

ラークのキーで 15 階に到着。日本人の従業員

が待っていた。試しているが開かない。シリン

ダーキーを使うもダメ。そのうちホテルの技術

担当者が到着。いろいろ試すもダメだった。そ

の頃には、小生の部屋の前に 5人の従業員が事

態を見守っていた。そして結局、部屋を移動す

ることに。移動した部屋は、なんと 23 階であ

る。団長を超えてしまった。日本人に案内され

て部屋に入る。すばらしい眺望だ。ラッキー。

30 分待った甲斐があった。

最初の散歩

急ごしらえの木村団長と街へ。海外滞在で私

が最初にする行動は、買い出しである。水やビ

ール、野菜不足になりがちなのでトマトか野菜

のジュースなど。いきなり驚いたのが、ホテル

の向かいにルイ・ヴィトンが、隣のシェラトン

にグッチやカルティエなど、高級店が並ぶ。帰

国後に知ったが、これらの高級店は今年の 4月

頃から順次オープンしているらしい。いずれに

しても小生には関係ないので、スーパーを

探す。大通りを渡ったところにそれらしきもの

を発見。いざ横断。しかし渡れない。バイクも

車も止まらない。特にバイクは巨大な鯵の群れ

の回遊よろしく、切れ目なく突進して来る。こ

の中へのダイブは不可能だ 「歩行者優先」な。

どという概念はないのだろう。団長（急造）と

恐る恐る、少しずつ前に進んでいく 「止まっ。

てはいけない」というのが渡航熟練者である団

長（急造）のアドバイス。でも止まらんと轢か

れてしまう。ただ分かったことがある。敵は自

動車でない。バイクだ！

どうにかこうにか渡りきって、スーパーへ。

手持ちのかばんは入口で預け、店内へ。土産物

になりそうなものがないかと、店内を探索。ベ

トナム名物フォーのインスタントラーメンを発

見。これがお土産に良いかもと思いつつ、本日

はガス水 7 本（6 本買うと 1 本おまけ）を買う。

夕食の集合時間が迫っていたので、急いで外へ。

そこには勇気のいる鯵よろしくバイクの群れへ

のダイブが待ち構えていた。ところが横断歩道

のそばに、ツーリストポリスが立っているでは

ないか。何も言わないが安全を確保してくれる

ようで、一緒に横断してくれて無事対岸へ。後

で気が付いたことだが、注意して見ていると、

ツーリストポリスが所々に立っている。親切か

どうかは個人差があるようだ。

ホテルに着くと迎えのバスが、待機していた。

ベト ナム料理

ベトナム料理といえば生春巻きしか知らない

小生。滞在中の 3度の昼食と夕食は、いずれも

ベトナム料理だったらしいのだが、美味い、不

味い、臭い、見たくない……など、感想はピン

きりだ。東南アジアに多い香草、特にタイのパ

クチー、ベトナムではザウムイと呼ぶらしいが、

小生はこれが大の苦手。しかし、ザウムイがな

くては生春巻きもフォーも始まらない。ザウム

イごときに負けてたまるかと、今回でザウムイ
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苦戦したベトナム料理

上段は本場の｢フォー｣、中段は｢生春巻き｣

ことパクチーの制服をめざして果敢に挑戦し、

この目標はクリアできた。夜食や朝食時に食べ

たフォーには、たっぷりのザウムイが盛られて

いたが、すべて平らげた。また「まるでウ○チ

の匂いや」と、団長（急造）をベトナム料理か

ら遠ざけてしまった魚醤油、ヌクマムも問題な

くクリア。これだけ読めば「きっとベトナム料

理を堪能したことだろう」と思われるかもしれ

ないが 「何をか言わんや」である。知らず知、

らずのうちに判断基準は 「美味いか／不味い、

か」ではなく「食べられるかどうか」になって

いた。とりわけ 2 日目の夕食に出された Canh

Chua Ca (カイン・チュア・カー)と思われるビ

ーフスープに、缶詰のパイナップルや香草、魚

などが入った、表現できない味の鍋料理。日本

の醤油と唐辛子をもらって調整したが、征服す

るどころかほとんど食べることができなかった。

我が団員のテーブルはほとんど手付かずのまま

残った。とりわけ、事務局の木村氏を筆頭にベ

トナム料理に飲み込まれ、遂には箸すら持つこ

とをためらう日本人を作ってしまったザウムイ、

ヌクマムそして Canh Chua Ca は、人気沸騰中

のベトナム観光に水をさすことにならないこと

を祈りたい。

ちなみに、小生は、観光客向けのベトナム料

理のセットメニューには必ず生春巻きが付いて

くと予想していたのだが、レストランによるの

だろうが、最終日の昼食までご対面できずじま

いであった。おかげでザウムイは征服していた

ので、ザウムイ入り生春巻きにヌクマムを付け

て、難なく食べることができた。

本場のフ ォ ー

本場のフォー（Pho）を食べたくてカラベラ

ホテルに滞在する団員で、夜の街を散策 「Pho。

24」という 24 時間営業の店を発見。団長（急

造）いわく「地元にも人気の店」とのこと。ケ

ンタッキー・フライドチキンのように「コンボ

○○」とセットメニューがあったが、単品のフ

ォーを注文した。200 円程度か。味はまあまあ

だが、日本のラーメンには敵わない。ビールと

一緒に流し込んだ。うまい！ 特にビールが!!

しかし 7人中たった 1人、ＪＰＵの外賀委員

長は、ほとんど不戦敗のようだ。団長（急造）

のおごり。ごっつあんです。
．．．

＜次号は「 戦争の足跡」 を ご紹介し ます。

ご期待く ださ い＞

（おかもと てつや・京都地方自治総合研究所理事、

連合京都副事務局長、自治労京都府本部書記次長）
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