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今年、5月 19 日から 25 日まで、連合京都 20

周年事業の一環として、教育、福祉、環境をテ

ーマに、北欧のフィンランド、スウェーデンへ

訪問する機会を得た。

これからの日本社会が 「労働を中心とする、

福祉型社会」となることをめざす私たちにとっ

ては、まさに先進国である北欧の具体的な事業

の現場を見ることができ、大変有意義でした。

日本と比べて人口密度も低く、都市の周りに

も豊かな自然が残り、ゆったりと時の流れる北

欧について、報告させていただきます。

■ 5月 19日（火） ― ヘルシンキ到着

午前 11 時、フィンランド航空 078 便（機AY

、材はアメリカ・ダグラス社の 11型機）でMD

予定どおり、関空から総勢 13 人で出発。

、ヘルシンキ空港には約 10 時間のフライトで

現地時間の午後 2 時 50 分に到着。ここはヨー

ロッパの入口でもあり、多くの人が、それぞれ

ヨーロッパの各国をめざして乗り換えていた。

私たちは入国手続きをすませ、空港から 1時

間ほどで、今夜の宿泊地であるホテル・クラウ

ンプラザ・ヘルシンキに到着した。オペラハウ

スの近くにあるホテルは、バルト海に面し、前

の広い道路にはトラムが走るといった、ヨーロ

ッパに来たという実感がわく環境に建っていた。

早速、荷物を部屋に置いて、バルト海沿いに公

園内の遊歩道を歩いて、中央駅、元老院広場な

どが建つ街の中心に向かった。

帰りは 「これも経験」とトラムに乗ってみ、

たが、切符の買い方が判りにくく、やっと運転

席横の窓を見つけて声をかけ、購入することが

できた。切符は、車内で買うと 1時間以内なら

乗り換え自由で、2.5 ユーロ（約 330 円 。日）

本と比べ、少し高い。駅の自動販売機や、売店

で購入すれば、もう少し安いようだ。

6 時半から、ホテルでチキンとポテト（？）

の夕食をとり、部屋に帰ってゆっくり風呂に入

った。10 時になっても、外はまだ明るかった

が、疲れたせいか、早々にベッドへ入った。

■ 5月 20日（水）

― 視察（小学校と高齢者福祉施設）

朝食前に、ホテル周辺を散策。あちこちに大

きな岩盤が見え、ヘルシンキが岩盤の上に築か

れていることがよく分かる。

朝食後、郊外の「メッソラ小学校」をバスで

訪問。まさにムーミンが住んでいるような森の

中にある。周囲には塀も無く、歩いて一周でき

るように、円形の木造平屋建ての小学校だった。

森の中の「メッソラ小学校」

教育・福祉・環境をテーマに、フィンランド・スウェーデンを視察 1



ヘルシンキにある高齢者施設

街角にある核シェルター

岩盤をくり抜いて造った「テンペリアウキオ教会」

ヘルシンキの街並み

小学校内にはカフェテラスがあり、そこで美

味しいジュース、クッキーなどをいただいた。

ホールでは、卒業記念学芸会が開かれていて、

小学生に混じって、ギターの弾き語りを見学さ

せていただく。小学生のときから個人の感性を

大事にするのか、木工教室には専門的な工具が

揃っていた。音楽教室にはドラムまである。

印象的だったのは、職員室。事務机などは一

切無く、ゆったりとしたソファーに、コーヒー

の香りが溢れていた。まるで休憩室のようで、

日本では考えられない光景だった。今回は訪問

できなかったが、保育園は 100 ごとにあるそm

うで、子育て支援の充実ぶりがうかがえる。

午後は、高齢者介護・福祉施設を訪問した。

施設の好意により、昼食は、施設内で皆さんと

同じものをいただいた。ここも、花と緑に囲ま

れた、静かで自然豊かな環境の中にあった。施

設内には、サウナ、リラクゼーション室、木工、

織物の作業室があった。特に、施設のあちこち

に、さまざまなトレーニングマシンがあるのが

目につく。100 歳を超えたお年寄りも、トレー

ニングに励んでいるそうだ。地下には、核シェ

ルターも設置され、収容人員に応じたシェルタ

ーの設置が、法律で定められているそうだ。

また、日本とは違って、施設の医師は白衣な

どを着用せず、私服で勤務していた。痴呆症の

人は、希望すれば配偶者と一緒に入居できるそ

うだ。2 人で仲良く、手をつないで散歩する姿

が見受けられた。これからの季節は、野外パー

ティーを、皆、楽しみにしているそうだ。

帰路、バルト海に面した、携帯電話で有名な

「ノキア」本社前で記念撮影。欧米の観光客は

しないそうだが、中国人は必ず寄って、記念撮

影するそうだ。

夕食は、市内中心部のレストランでとり、歩

いてホテルへ。夜、思い切ってホテルの地下に

あるフィンランドサウナへ、1 人で出かけてみ

た。外国人（西欧人）の男性と、裸の付き合い

は初めての経験だったので、少しドキドキした
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が、大量の爽快な汗をかいたおかげで、夜は熟

睡することができた。

■ 5月 21日（木）

― 市内観光を経て、船でスウェーデンへ

この日はキリスト教の昇天祭で、フィンラン

ドは祝日。1 日中、ヘルシンキ観光をした。途

中、両手に登山用のステッキみたいなものを持

ってウォーキングする人を、多く見かけた。流

行の健康法らしい。街角には核シェルターがあ

って、ドキッとさせられる。ヨーロッパの観光

名所といえばキリスト教会である。元老院広場

にある大聖堂や、岩盤をくりぬいて造った「テ

ンペリアウキオ教会」といった有名な教会を観

光した。フィンランド国民のほとんどがルーテ

ル派キリスト教徒であるため、教会は他のヨー

ロッパ諸国と比べ、非常にシンプルな造りだっ

た 「テンペリアウキオ教会」は、いざと言う。

ときには核シェルターにもなるそうだ。過去に

ロシアの支配下におかれていたためか、ロシア

正教会の「ウスペンスキー聖堂」も観光名所に

なっている。我々が訪れた時は、昇天祭のミサ

が行われており、見学はできなかった。

午後、高速道路で、スウェーデンに向かう船

が出る、トゥルクの街へ向かった。トゥルクは、

非常に静かな街で、トゥルク大聖堂、トゥルク

城を見て、港へ。しかし、ここでハプニングが

起こった。トゥルクに向かって運行していた、

我々が乗船する予定の「シリアライン」が、途

中で人が海に落ちたらしく、捜索のために入港

が遅れていた。結局、2時間余り遅れて、10 時

過ぎに出港した。

乗船するとまず 「シリアライン」の環境対、

策についてレクチュアーがあった。予定時間が

遅れたため、楽しみにしていた一般客の入れな

い船内の見学は、あえなく中止となった。

船内レストランで、非常に遅い夕食をとった。

メインディッシュは、私の今回の重要な目的で

ある、トナカイ肉のステーキ。うわさに聞いて

ヘルシンキ市内の児童公園

いたが、レバーのようなくせがある、なかなか

の代物だった。全部平らげて自室へ。

船室は、2 段ベッドが 2 つと、洗面・トイ

レ・シャワーのついた部屋をシングルユース。

窓外にはきれいな景色が広がっているはずが、

出航が遅れたため、ほとんど暗くて見えなかっ

た。12 時過ぎには就寝。

■ 5月 22日（金）

― スェーデン・ハンマビー臨海地区を視察

4 時ごろ目覚め、甲板に出る。朝の澄んだ空

気に、聞いていたとおり、ボスニア湾を横断す

る航路には多くの群島（ アーキペラゴ」と言「

うそうだ）があった。小さな島々に、きれいな

色彩の、小さな家が散見できる。まるでおとぎ

の国に迷い込んだようだ。時間を忘れ、思わず

カメラを覗き込む。興奮のために寝付けず、そ

のままレストランが開くのを待つ。朝食会場は

船首にあり、180 度の視界が開けていた。食べ

るのを忘れ、外の景色に思わず見とれてしまう。

船は、出航の遅れを 1時間ほど取り戻し、午

前 8時ごろストックホルム港へ接岸した。下船

後は市内に向かい、ノーベル賞の晩餐会が催さ

れる市庁舎を見学。受賞者になった気分を味わ

った。旧市街地のガムラスタンは 「魔女の宅、

急便」のモデルとなった街と言われている。坂

が多く、中世の趣きを残す。王宮や大聖堂、ノ

ーベル博物館もここにある。博物館では、当然、

世界のおのぼりさんとして、ここでしか手に入
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ノーベル賞の晩餐会場になる「ストックホルム市役所」

ノーベル博物館前の広場

らないあのノーベルチョコレートを購入。他で
・ ・

販売したいとオファーがたくさんあるようだが、

頑なに、ここだけで販売を続けているそうだ。

昼食後、ハンマビー臨海地区を視察。ストッ

クホルム市都市計画局のビヨンさんから、レク

チャーを受けたが、外はあいにくの雨。屋外の

視察は、ここで中止となった。

環境にやさしい街づくりとして 2 削減にCO

熱意を燃やし、ゴミ収集車も極力使わない。ゴ

ミは、地下に埋設されたバキューム管による分

別回収という、特別のシステムがとられていた。

下水処理場は、小高い丘の地下に、6 に及km

ぶ処理施設（世界一だとか）が造られている。

外からは全く分からなかった。お椀を伏せたよ

うな丘にはリフトが見えたので、どうも冬場は

スキー場になるようだ。

ここですべての公式視察を終え、ハンマビー

臨海地区を後に、ストックホルムの南部にある

グローベンホテルへ。近代的なホテルの部屋に

はソファーもあり、出張で使うビジネスホテル

よりゆったりしている。しかし、 のラン接PC

続や湯沸器はなく、少しサービスが不足気味だ

った。夕食は、ホテルのレストランで。この日

はどっと疲れが出て、8時には就寝した。

■ 5月 23日（土） ― スウェーデン観光

今日は休日で、1 日中、観光となった。まず

は、ストックホルムより西へ 70 ほどの、メkm

ーラレン湖畔にある、おとぎ話に出てくるよう

なかわいいマリーフレッドの町へ。小雨が降る

あいにくの天気だったが、グリプスホルム古城

が中世のたたずまいを見せていた。このお城は、

17 世紀、グスタフ・パーサ王によって建てら

れ、4 つの円塔を持っている。膨大な数の王侯

貴族の肖像画をコレクションしていることで有

名で、つづれ織りの掛かる各広間に飾られた肖

像画は、3500 枚に上るそうだ。街には駅と古

城とを結ぶ、小さな観光列車が走っていた。

町を散策したときに買った土産のジャムが、

実は、サラダにかけるドレッシングに近いもの

で、甘味がなく、家では大変不評だった。店員

さんにジャムだと確認したつもりだったが、英

語が通じなかったようだ。

午後からは、フリータイム。中央駅前で買い

物を楽しんだ後、中世を忍ばせる旧市街（ガム

ラスタン）を散策し、あちこちで写真撮影した。

街では、歴史などのテーマに分かれて実施して

いるのか、ウォーキング・ツアーをあちこちで

見かけた。こうした街並みの観光は、徒歩こそ

似合う。歩き疲れて、旧市街のオープンカフェ

で休憩した。

夕食は、予定していた地元のレストランをキ

ャンセルし、我慢できずに皆で日本食レストラ

ンへ。懐かしい日本の味に皆、感激。今までで

一番テンションが上った夕食となった。

■ 5月 24日（日）

― ハンマビー地区再取材、そして帰国

朝から快晴。昨日の視察は、雨のため十分写
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真も撮れなかったため、岡本君と 2人で再びト

ラムに乗って、ハンマビー臨海地区へ取材に出

かけた。

休日のためか、住宅地も非常に静かで、ウォ

ーキングを楽しんでいる人ぐらいしか見かけな

かった。住宅地で、昨日説明を聞いたゴミの吸

引口を見つけて、感激。こんな風になっている

んや！ 街はみどりにあふれ、お年寄りの夫婦

が静かに日向ぼっこをしていた。物価さえ高く

なければ、こういうところに住んで、こんな風

に歳をとりたいものだ。

いよいよ午後の便で、ヘルシンキを経由して

帰国の途に。添乗員の説明では、ストックホル

ム空港は大きいので、買い物はここでしたほう

が良いとのこと。皆、少ししかない店で頭をひ

ねって土産を買った。しかし結局、ヘルシンキ

空港のほうが数倍大きく、皆で添乗員にブーイ

ング。帰りはフィンランド航空 077 便、機材は

往路と同じアメリカ・ダグラス社の 11 型MD

機だった。機内では、新型インフルエンザの影

響で、3、4 人がけのシートを 1 人で占領し、

横になれるほどガラガラだった。

■ 5月 25日（月） ― 帰国

予定通り、全員無事に関空へ到着。帰りの空

港タクシーの乗客は、西欧人の若者と 2人だけ

だった。乗車してから沈黙が続いたが、名神高

速道路の桂川パーキングで休憩したとき、思い

切って声をかけた “ ？”。 Where are you from

すると、ノルウェーから夏休みを使って 2カ月

だけ、立命館大学に日本語の勉強に来たそうだ。

笑顔のかわいい青年だった。

短い期間で、駆け足の視察だったが、内容は

これからの日本を考えるうえで大変、重要なテ

ーマだったし、先進国の状況をこの目で見るこ

とができ、大きな収穫だった。それ以上に、フ

ィンランド、スウェーデンのファンに、すっか

りなってしまった。また、機会があれば是非、

訪問したいと思う旅となった。

マリーフレッドのグリプスホルム城.

マリーフレッドのミニ鉄道

ハンマビーのトラムの駅

地下に埋設されたバキューム管に送る、ゴミの吸引口

（きむら みきお・連合京都会長）
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