
 

 

 

 

お役立ち情報：成田入国体験スケッチ その 2 

 

新型コロナ禍の成田入国体験記(その２) 
 

アミーゴ会メキシコ代表 遠藤滋哉 

はじめに 
7 月の下旬に私用で一時帰国を強行しました。「武漢肺炎ウイルス」（私の主義であえて発祥発生の地名で

呼びます）の感染症下（禍）の日本入国（帰国）は今回で 4 度目となります。ちょうどオリンピック開催中、

パラリンピックの開催前と云うこともあり、前回昨年 12 月の帰国時より出発国出国前 72 時間以内の PCR

検査陰性証明の取得義務化など、日本の入国規制は更に厳しくなりました。 

アミーゴ会員の皆様のお役に立つかどうかは？？？ですが、筆者の入国体験をレポートしてみます。メヒ

コに興味をお持ちのアミーゴ読者に「お役立ち情報」となるのであれば嬉しいことです（9 月 22 日記）。 
【編集部注：遠藤メキシコ代表の手になる｢成田入国体験スケッチ その 1｣は本誌 2021 年 1 月号に掲載しています。

今回の｢その 2｣は一時帰国を終えて 9 月上旬にメキシコに戻られてからお寄せいただきました。なお、「武漢肺炎ウ

イルス」は以下文中では「新型コロナウイルス」と表記します。】 

 

PCR陰性証明書で搭乗：抗原検査陰性確認で入国 
新型コロナウイルス感染症禍・緊急事態宣言下・まん延防止等重点措置下の日本帰国報告です。前年 12

月と違ったのは、搭乗地国出発 72 時間前の PCR 検査の“陰性証明書”の取得義務です。これは日本の厚生

労働省が定めたフォームに記載されたものが必須です。「抗原検査」は成田空港検疫で実施するので、陰性証

明書は「PCR 検査」でないとダメです。従って結果が出るのに 8 時間かかります。今はメキシコ空港内の検

査クリニック・ブースで出来ます（費用は約 12,000 円）。他に空港隣接ホテルのカミノ・レアルとコートヤ

ード・マリオット内にも検査施設があります。この陰性証明書が無いと搭乗手続きが出来ません。 

多くの国際便が運休・減便する中、ANA メキシコ便（NH179、NH180）は幸いなことに毎日運航されて

います。オリンピック・パラリンピックの観戦者はいなくなったものの、出場選手および関係者が多く乗る

便（7 月中旬）を避けて、開催後の 7 月 27 日成田着にしました。ANA 便は定刻より若干早く 6：17 に成田

に着きました。月曜発の NH179 便はドリーム・ライナー（B787）でしたが、全 169 席の約 30％≒50 人ほ

どの乗客でした。待合室にはトリコロールのユニフォームが目立つ一群が居たので「オリンピックに出るの？」

と聞いたところ、陸上競技に出る女子選手とコーチでした。成田到着後、国際線の乗り継ぎ乗客は検疫・入

国審査・税関検査が不要なため直ぐに降機、機内に残った日本入国者は 30 名ほどです。空港検疫でメキシ

コチームの姿は無かったので、別のルートで入国されたようです。 

チーフ・パーサーからしばらくの機内待機のアナウンスがあって、（空港検疫職員の就業時間に合わせるた

めか？）30 分ほど機内待機してから降ろしてもらえました。新型コロナウイルス感染症対策のため設えた検

疫カウンターに移動させられます。長時間座ったままの身には良い運動でした。機内で配られた検疫の問診

票を提出、厚生労働省要請＝14 日間待機期間中のルールを遵守する誓約書、降機した順に番号札（これが陰

陽性を告知する検体特定番号）をもらい、検体採取を受けます。スマホから QR コードで事前申告した人は

先に進みます。 

私と嫁はスマホを持っていないので、PC コーナーでパソコン入力です。前は自己入力だったのですが、

出来ない人がいるせいか、今回は係員が聞き取りで入力してくれました。ここで自己健康診断、空港から公
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共交通機関不使用の誓約および使用交通手段の申告、14 日間の待機居所申告などを入力し、プリントアウト

したものを検疫官に提出してから抗原検査を受けます。 

検体採取は前回同様に、番号を記入した試験管（小さい漏斗が付いている）に約１ml の唾液を落として、

すべて自身で蓋をして（検査前なので他の人への感染を避けるため）備え付けのステンレス籠に置きます。

唾液を出しやすくするためでしょうか？「梅干し＆レモンの輪切り」の写真（実物では無い！）が大きく貼

ってあるのは前と同じです。しかし、「梅干し」は外人さんにも効果があるのでしょうか？この後は検体採取

番号順に待合スペース（椅子 2 席づつ空け）で結果発表まで約 30 分待ちます。所々に案内と見張りを兼ね

た外国人留学生（アジア系のアルバイト）が立っています。5 人ずつ番号が呼ばれて検査結果の告知を受け

ます。幸い私達は陰性でした。もし陽性反応が出た場合は、別室でさらに検査＝詳細な PCR 検査を受けた

後、再び陽性なら政府指定の医療機関に隔離されるようです。 

さらに新たに加わった規則はスマホにアプリケーションの入力です。2 つのアプリのダウンロードが要求

されます。アプリ①は MySOS で、○a健康状態報告：毎朝 11時以降通知が来たら 14時までに健康状態を報

告すること。○b位置情報報告：毎日複数回通知が来たら現在地を報告すること。○cヴィデオ通話への応答：

着信があったら応答し顔と背景を映すこと。アプリ②は COCOA で、陽性者との接触状況の確認、すなわち

陽性者との接触が確認されたら入国者健康確認センターに相談すること。これらの確認・報告の違反者は氏

名や行動履歴の公表など、罰則の対象になる可能性があります。要注意です。 
【参考】厚生労働省 HP：①日本入帰国後 14 日間の待機期間中の各種報告義務の詳細（誓約義務）。②MySOS の利用・

報告内容など（入国者健康確認センター：https://www.hco.mhlw.go.jp/）。 

 

この日、自身のスマホにダウンロード出来ない人が何人かいて、係員（すべて外国人でバングラデシュ、 イ

ンドネシア、ネパールなどの若者。カタコトの日本語を話せるが、苦情を言っても難しい事は

WAKARIMASEN！）が、個人面接みたいにそれぞれのブースで入力を手伝っていました。 

私と嫁はスマホを持っていないので検疫所内にあるブースでスマホをレンタルしました（ほぼ義務です）。

レンタルを拒否した場合はどうなりますか？との質問に、回答は「検疫所長に報告して、入国拒否など面倒

なことになります」との事です。業者さん（GLOBAL WiFi(株)ビジョン一社独占）なので懇切丁寧に対応し

てくれます。すでにアプリが入っているスマホ（充電器付き）が 15 日間で一台 15,000 円。しかし、このス

マホは 14 日間の待機専用なので、スマートフォンなのに電話もメールも出来ません。支払いはクレジット

カード決済のみです。 

 

入国許可後の“新サーヴィス” 
これでようやく検疫検査終了。放免された後は、入国審査、税関検査は変わりありません。ただ、今回は

税関内に犬（麻薬犬）を連れた女性係官がいました。4 つあった預け荷物の内「この荷物だけ開けていただ

いてよろしいですか？」と丁寧な要請で、奥にある動植物検査台で検査を受けました。コーヒーのいい香り

がしたからでしょうか、いままで何十回の日本帰国で初めての事でした。なお、税関内にある到着後免税店

は休業です。今は検査の結果が直ぐに出るので、空港ビル 3 階に設けられた待合室（昨年帰国の時には飲み

物、サンドイッチ等の軽食が用意された）での待機はありません。 

今回は付け馬のようなヴェトナム人、ネパール人などアジア系外国人のスタッフが申告通りの交通手段の

利用確認をすることはなく、例えば家族出迎えのマイカー、ハイヤー、レンタカーなどの利用見届けまでは

付いて来ませんでした。私たちは抗原検査陰性で無罪放免の身になったとは云え、厚生労働省の要請（＝強

制＝ほぼ義務付け）はユルユルですね。これでは荷物を宅配便で送って身軽になった後、素知らぬ振りでバ

スや電車を利用しても分かりません。 

新型コロナウイルス感染対策の入国規制も 2 年目で、外人さんや事情のある邦人向けに民泊施設をレンタ

ルする業者が複数あります。オリンピック、パラリンピックで海外から集う観客を当て込んだ販売不振の穴

埋めなのか、そのキャッチコピーが驚きです。曰く「現在、空港近接の宿泊施設はどこも満室です。コロナ

の影響で隔離される帰国者が、『空港で段ボール・ベッド生活』にならないように、送迎と衣食住をご提供す

る心温まるサーヴィスです。当局から認可を受けているので安心です」と。たしかに凄いですね！一番安い

「１K プラン」で 14 日間の合計料金 110,000 円は１日当たり 8,000 円弱で食材付きですから確かにお安い

です。 

また、前回には無かったサーヴィスが、東京空港交通のリムジンバスによる TCAT（東京シティエアター

ミナル）および都内指定ホテルまで帰国者専用バスによる送迎です。TCAT＋ハイヤー乗り継ぎサーヴィス

（都内 23 区、三鷹市、武蔵野市）でお一人料金 20,000 円、TCAT 降車＋ご案内サーヴィス（プライヴェー

ト迎車の確認、見届け）＋指定ホテルの場合はホテル予約が必須でお一人運賃 4,000 円です。 

また、京成スカイライナー専用車両による京成上野駅（迎車の駐車料金込み。ただし日暮里駅は不可）ま

でお一人運賃 4,500 円、ハイヤー乗り継ぎサーヴィス（都内 23 区）はお一人料金 20,000 円です。どちらも

ウエブ予約が必須です。これも特定業者の利権でしょうか？ 
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私と嫁は予約してあったレンタカー利用です。レンタル料金は１日 9,500 円ほどと安いものの、乗り捨て

料金が値上げになって 39,000 円とかなりかかってしまいました。高速道路料金＋ガソリン代で合計 69,000

円でした。成田空港を 9 時に出て、常磐道から圏央道を回って東北道を山形に向かいました。途中、佐野と

吾妻のSAで休憩して14時に故郷の米沢に着きました。いつも機内での独り飲みを楽しみにしている身には、

成田から米沢までの運転のために「素面（しらふ）」でのメキシコ・成田間の 14 時間はつまらない時間です。

運転があるので「導眠剤」も飲めません。ヤレヤレの長旅です。  

入国した後は毎日、「入国者健康確認センター」から確認の通知（報告要求）がスマホに届きます。健康問

診、位置情報、待機要請です。 

 

メキシコ入国の心得 
ここまでのレポートはメキシコ発ですから、多くの読者の皆さまにとっては帰り便（日本帰国）の場面で

すね。以下にメキシコ入国の様子も少しばかりご案内しましょう。 

私の日本発は 9 月 10 日でした。成田空港は団体の観光客も無く、閑散としていました。お土産物の店は

ほとんど閉まっています。開いているのは宅配便カウンター（レンタル携帯業務も兼ねている。以前は別だ

ったと思う）、郵便局、銀行（両替）、海外旅行保険販売、キヨスクのような飲料、お菓子などの店、クスリ

屋、それにコンビニは地階と 5 階に 2 軒が開いていました。 

ANA のチェックイン・カウンターも 14 時にならないと業務が始まりません。これは意外でした。NH180

便は 16：45 発ですから、保安検査を受けて、出国手続きをして、コーヒーを一杯飲んでいると搭乗時刻に

なってしまいます。今回の誤算は友人たちに月刊誌 10 月号や最新週刊誌を土産にしようと探しましたが、

空港内外どこにも売っていません。コンビニにもスポーツ新聞しかありませんでした。雑誌・本の類は空港

に出かける前に事前調達する必要があります。 

空港までのアクセスは高速空港バスが便利だったのですが、今や茅ケ崎、藤沢、私の自宅がある戸塚から

の京急空港バスは長らく運休しています。YCAT や TCAT からのリムジンバスの利用は往路が面倒です。大

船駅からの成田エクスプレスは朝と夕方しか運行していないので使えません。代わりに 130 分かかりますが

1 時間おきに JR 横須賀線・総武線を各駅で行く「成田空港行き」が簡便です。東京駅八重洲口から出る空

港バスは 1,300 円と安いですが、乗り換えや手荷物を考えると電車の利用が渋滞もなく楽です。 

NH180 便は定刻にはドアが閉まり、プッシュバックしました。驚いたのは防護服で完全装備した 2 人が

乗り込んできたので、てっきり機内消毒に来たのかと思いましたが、こんな出発間際にオカシイな？と思い、

CA さんに聞いたら「中国からのお客様です。時々防護服姿でのご搭乗者がいらっしゃいます」との事。メ

キシコまで食事の時以外はフェース・シールドも被ったまま！で、ビックリです。成田～メキシコ間は約 12

時間、13：30 に着きました。ANA のパイロットにしては機体が揺れてランディングは正直下手でした。 

メキシコ入国はパスポート・チェックの前に定置カメラで体温測定をするだけです。ただ、税関（大蔵省）、

植物検疫（農水省）はかなり厳しくなりました。300 ドル以上の私用ギフトには課税、植検ではタネ類（小

豆など）、レトルトのカレー、シチュウーなど箱に肉類（と思われるもの）が描かれていると没収です。対策

としては、体裁が悪いけど箱を捨ててきた方がよい。あと、チーズ、クリーム類もダメです。タバコは 1 人

1 カートン（400 本）まで無税、2 箱目は関税が 1,200 ペソ（≒6,600 円）で要注意です。 

やはり麻薬犬でしょうか、犬の反応がある荷物は奥の検査台に行くよう係官から指示されます。日本から

の便だったせいか、まず全員すべての荷物（女性のハンドバックの中身まで）を中央の大きな検査台で開け

てチェックされます。食品類は SAGARPA（農畜水産農村開発食糧省）の検査官が立ち会います。4 つの荷

物を（手荷物まで）念入りにチェックするので 30 分はかかりました。成田の検疫検査も閉口ですが、メキ

シコの税関検査もストレス増幅です。お疲れさまの旅でした。 

 

余談：国際運転免許証 
メキシコで取得した国際免許証では日本でレンタカーを借りる事は出来ません。日本で使える国際免許は

「ジュネーブ条約（1949 年発効）」加盟国の発行した国際運転免許証です。どう云う訳かメキシコが加盟し

ているのは「ウィーン条約（1968 年発効）」で、逆にここには日本が加盟していません。両方に加盟してい

るお隣のグァテマラ、ジャマイカ、ドミニカ、ハイチ、キューバで発行された国際免許証は日本で使えます

（上陸１年以内）。ジュネーブ条約を批准していない国でも日本が自国の運転免許証の使用を認めている例外

国があります。スイス、ドイツ、台湾で、①日本語翻訳文の添付および②日本上陸から１年を超えない期間

との条件を満たしている場合です。 

いずれにしても、すでに条約発効から 70 年以上も経つのですから、メキシコもジュネーブ条約に、日本

もウィーン条約に加盟してもらいたいものです。                        （了） 
【参考】日本入国に関わる「最新の水際対策措置」（10 月 8 日付）については日本外務省の海外安全 HP でご確認くだ

さい（https://www.anzen.mofa.go.jp/）。また、コロナ禍での海外在住者運転免許証更新等の特例については警察庁の HP

で確認できます（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html）。 
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注 1：2020 年数値は実績値｡ 注 2：2022 年は民間 34 社 9 月調査の平均値｡ 

出所：｢2022 年経済政策一般基準｣その他より抜粋転記｡ 

メキシコ報告 

2022年経済成長率は4.1％：経済政策一般基準 
まとめ：編集部 河嶋正之 

AMLO大統領は大蔵公債省を通じて9月8日、2022年度(1月～12月)予算策定の基礎となる「2022年経済政策一

般基準」(Criterios Generales de Política Económica 2022)を歳入・歳出法案等と一括して「経済パッケージ2022」(Paqute 

Económico 2022)として連邦下院に提出した。 

今年の経済パッケージの特徴は大蔵公債省声明によると、マクロ経済の安定を最大目標に“三本柱”としての

①不平等格差の是正と包括的な経済回復、②国民統合・発展・福祉・雇用に向けた起爆剤的投資増､③財政基盤の

安定・納税の簡素化・開発可能な債務管理に基づき編成されている。AMLO大統領は「現実的内容で増税・新税

もない」として、経済パッケージはメキシコ社会のニーズ(社会・インフラ開発と保健行政の充実)に合致している

と自賛している。論者は包摂的経済の回復、適切な均衡支出、社会的責任の遂行を目指すものと評している。 

今後の審議日程は歳入法案の下院承認期限が10月20日、上院は同10月31日(注:10月26日無修正可決)。歳出法案

は下院専決で同11月15日。承認後20日内に官報掲載、掲載後20日内に印刷予算書一式が下院に送付される。 

政府見通しは楽観的：民間は3％成長 
経済政策一般基準は 2022 年の経済(GDP)

成長率を 4.1%と予測している。他方、メキシ

コ銀行(中央銀行)が 8 月 31 日に公表した 22

年 GDP 成長率見通しは 3.0％で、同行が毎月

聴取する民間調査機関の GDP 成長率予測の 9

月調査平均値(10 月 1 日公表、34 社)は 2.88％

と、政府見通しは民間予測に比べてソレナリ

に高い楽観的な数値といえる。その他の指標

(インフレ率 3.4％、金利 5.0％、対ドル・レー

ト 20.3 ㌷など)は民間部門の予測との乖離も

小さく現実的な予測値といえる。しかし、租

税と並ぶ二大歳入源である原油の 22 年生産量 

を日量 182 万㌭と計上しているが、21 年 6 月実績の 175 万㌭に比べるとソレナリに過大な数字といえよう。 

他方、2021年のGDP成長率について経済政策一般基準は6.3％、民間34社は6.15％と高い成長を見込んでいる。

21年の回復要因としては、前年のマイナス8.31％成長の反動としての生産・投資の回復、貿易収支の改善、実質

賃金の上昇、労働市場の改善、民間消費の増大、米国経済回復、家族送金の急増(注：1～8月累計329億㌦､前年同

期比+24.8％)、感染症対策(ワクチン接種)の進展などが指摘されている。 

歳入法案：強まる徴税監視 
2022年歳入法案には新税の導入もインフレ調整税率を除く税率の引き上げもないが、所得税法(ISR)の改正とし

て新たに｢信頼納税制度｣が創設された。この信頼に基づく納税制度は、14年導入の小規模個人事業者への簡易納

税制度(RIF)を廃止し、売上額一定額以下の個人・法人事業主に手続きの簡素化および申告内容の簡易化の恩典を

与え、確実な納税と経費縮減とを目指す。具体的には提出書類や税務申告の簡素化、個人事業主への簡易税率(1

～2.5％)の導入、法人税の現金ベース算出の容易化および加速償却の導入などがある。 

2022年歳入法案は実質税収額を21年予算比プラス7.5％とGDP成長率(4.1％)以上を見込むも、GDP比債務残高

を51％と据え置いており、総じて楽観的との指摘がある。他方、国税庁(SAT)は大企業や外国企業の節税対策を大

いに警戒しており、損金算入や付加価値税(IVA)仮払いの制限などの施策が税制改正案に入っている。特段の投資

促進策や景気刺激策を講じずに徴税方策のみが厳格化されているとして、内外企業から不満が表明されている。 

歳出法案：経済省の手続き遅延が経営リスク 
歳出法案(歳出計画)では実質で前年比9.6％増の支出総額が計上され、主として社会保障費が同12.8％増、固定

投資費が同17.7％増、連邦政府支出費が同4.7％増となっている。また、保健厚生費が同15.2％増計上され新型コ

ロナウイルス対策(ワクチン接種拡大と医療従事者確保)に充当される。歳出法案は上述の“三本柱”に基づく①社

会福祉政策の拡充、②投資・社会開発・福祉を促す地域開発計画の財政支援､③安定し均衡した財政の維持を主目

的に、社会的不平等の解消・国民福祉の充実・社会の安定・教育充実・地方開発支援・統治改革・公共の安全な

どの分野で前年比増額されている。大統領肝いりの総合福祉計画は歳出の8.6％を占め、とくに所得水準不問の一

律年金の支給開始年齢引き下げ(68歳→65歳｡隔月2,550㌷｡1㌷≒5.5円)に伴う年金予算が約70％拡大する。 

社会インフラ投資も拡充され投資的経費が14.3％増加する。大統領が注力する｢マヤ観光鉄道｣や｢ドス・ボカス

製油所｣の建設予算も大きい。また、道路建設や治水・災害対策などの公共事業費も増額されており、建設部門支

援と雇用創出の効果を狙う。他方、産業政策を担う経済省の予算は前年比約31％減少する。現政権による産業育

成・企業支援の軽視政策(≒緊縮財政)のもと同省予算は過去3年連続減額されており、今後も経費や人員の削減が

予見される。同省所管の各種行政手続きの遅延がいっそう顕在化し、進出日本企業などの円滑な事業運営・遂行

に支障を来しかねないとの懸念もある。大蔵公債省は節度ある財政を堅持し、マクロ経済の安定と投資家の信頼

に資する責任ある予算案だとはいうものの、現実に即した均衡ある体系的な政策展開が期待される。   (了) 

マクロ経済見通し:指標(単位) 20201 2021 2022 2023 20222 

実質 GDP 成長率(年率%) -8.3 6.3 4.1 3.4 2.88 

インフレ率(年率%) 3.2 5.7 3.4 3.0 3.84 

対ドル相場(平均㌷/㌦) 20.0 20.1 20.3 20.6 20.83 

指標金利(CETES28 日,%) 5.3 4.3 5.0 5.3 5.47 

原油価格(年平均㌦/㌭) 35.8 60.6 55.1 60.2 nd. 

原油生産量(千㌭/日) 1,726 1,753 1,826 1,905 nd. 

原油輸出量(千㌭/日) 1,120 997 979 86.4 nd. 

経常収支(%/GDP) 2.4 0.1 -0.4 -1.0 nd. 

総合財政収支(%/GDP) -2.9 -3.2 -3.1 -2.7 nd. 

債務残高(%/GDP) 53.7 51.0 51.0 51.0 nd. 

米国 GDP 成長率(年率%) -3.4 6.0 4.5 3.1 3.95 
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トピックス TOKYO2020：メキシコ選手の活躍ぶり 

東京2020オリンピックでメキシコ選手団はアーチ

ェリー混合団体、女子76キロ級ウエイトリフティング、

男子サッカー、女子シンクロ高飛び込みの4種目で銅メ

ダル4個を獲得する大活躍をしました。 

NHKサイトでメダル獲得者の顔写真も見られます。 
☆メキシコのメダル | 東京2020オリンピック | NHK 

東京2020パラリンピックでもメキシコ選手たちは

大活躍し金メダル7個、銀メダル12個、銅メダル13個、

を獲得しました。競技種目別メダル数は競泳金メダル3

人(男子150ｍ個人メドレー、男子50ｍ平泳ぎ、男子50

ｍ自由形)、銀メダル1人(男子200ｍ自由形)、銅メダル

6人(女子100ｍ背泳ぎ、男子50ｍ背泳ぎ、男子50m平 

泳ぎ、女子50m平泳ぎ、男子50m背泳ぎ、男子200m自

由形：いずれも運動機能障害)です。柔道では銅メダル

2人(男子81キロ級、女子70キロ級)、テコンドーでは金

メダル1人(男子74キロ級)、パワーリフティングでは金

メダル1人(女子61キロ級)、陸上では金メダル2人(女子

1500m:視覚、男子400ｍ:脳性まひ)、銀メダル1人(女子

砲丸投げ:車いす)、銅メダル5人(女子円盤投げ:車いす、

女子砲丸投げ:視覚、男子100m:車いす、男子100m:車

いす、女子円盤投げ:脳性まひ)です。 

同じく下記NHKサイトでパラリンピックメダリス

トの顔写真も見られます。 
☆メキシコのメダル | 東京2020パラリンピック | NHK 

アミーゴ応援団の皆さまもお疲れ様でした。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

中間選挙 2021：追報 連邦下院政党別確定議席数 

 9月 1日開会の第 55回国会における連邦下院の政党

別議席数を本誌「7 月号」掲載の 6 月 6 日中間選挙獲

得予測の体裁で転記します(下院 HP 9 月 13 日付)。 

総数 499 人のうち女性議員が 250 人(50.1％)、男性

議員が 249 人(49.9％)と女性 2 人増で下院のジェンダ

ーフリーが進みました。選挙区では女性 148 人、男性

152 人、比例区では夫々102 人、97 人が選出されまし

た（出所：Estadistico genero LXV (diputados.gob.mx)）。 

 AMLO 大統領の 9 月支持率 61％(前月比+5％)、不支

持率 35％(同-7％)でした（El Financiero 紙 10 月 4 日付）。 

政 党 名 選挙区 比例区 合計 占有率 

与党連合 182 95 277 55.6％ 

 国家再生運動 125 76 201 40.2％ 

 緑の環境党 31 12 43 8.6％ 

 労働党 26 7 33 6.6％ 

野党連合 111 88 199 39.8％ 

 国民行動党 73 41 114 22.8％ 

 制度的革命党 31 40 71 14.2％ 

 民主革命党 7 7 14 2.8％ 

市民運動 7 16 23 4.6％ 

出所：Integrantes de la LXV Legislatura (diputados.gob.mx) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

トピックス メキシコ独立｢達成｣200 周年 

1821 年 9 月 27 日にイツルビデ軍がメキシコ市に凱

旋入場、スペイン支配

300 年の軛からの独立

を達成しました。本年

は独立｢達成｣200 周年

事業が盛大に開催され

歴史を重んじる AMLO 大統領はスペイン国王からの

侵略謝罪は未だないと述べました。翌日のソノラ州で

のヤキ族に対する歴史的侵害の謝罪式典で土地 2 万㌶ 

の返還と 11 億㌷のインフラ投資を公表しました。9 月

15 日の独立の叫び(グリート)も翌日の独立｢開始｣記念

式典も軍事パレードも例年どおり挙行されました。 
☆達成式典静止画(大統領府)：Fotogalería. 200 Años de la 

Consumación de la Independencia – Presidente de México 

☆達成式典映像(You Tube)：https://youtu.be/xZ8JhGBcOq4 

また、1521 年 8 月 13 日のアステカ(メシーカ)帝国

征服(テノチティトラン陥落)500 年を記念する｢インデ

ィヘナ(先住民)の抵抗500年｣事業も実施されています。

しかし、メキシコ先住民はアステカ人だけではないと、

アステカ人偏重主義史観への批判もあります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

トピックス アボカド輸入 メキシコ産が 8割以上 

2020 年に輸入されたアボカドは約 8 万トンと過去

最多で、メキシコからの輸入が 6.8 万トン余と全体の

85％を占めました(横浜税関発表)。原産国別ではメキ

シコ産に次いでペルー産、米国産の輸入が多く、近年

の健康志向の高まりでアボカドの輸入は増加を続け、

10 年前と比べて 1.8 倍とのことです。とくに昨年は新 

型コロナ感染拡大の影

響で外食産業の需要が

大幅に落ち込んだが、自

宅で消費される量が増

えて輸入量の増加をも

たらしたようです。 
(出所:NHKTV 首都圏ニュース 9 月 27 日朝放映)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お知らせ 駐メキシコ日本大使の交代 

駐墨日本大使の交代が 10 月 8 日発表。2017 年 9 月

に着任された高瀬 寧(たかせ やすし)大使が駐ラトビ

ア大使に転任され、後任にはメキシコ生まれの福嶌 教

輝(ふくしま のりてる)大使が就任されます。福嶌大使

はメキシコ公使、サンパウロ総領事、アルゼンチン大

使などを歴任。直前は東京オリパラ担当大使でした。 

お知らせ メキシコ市場開拓ノウハウ byJETRO 

ビデオ「メキシコ、そこは誰もが開拓者になれる国」

を 2021 年 2 月公開。20 分。ビジネスノウハウ実例集。 
☆メキシコ、そこは「誰もが開拓者になれる国」 - YouTube 

  

 
あとがき：遠藤さんの｢成田入国ルポその 2｣のご寄稿

でヤレヤレの大助かり。日本では 10 月にコロナ感染

者数激減も理由不明で不気味･･･。識者は第 6 波に備

えよとのご託宣。メキシコでも新規感染者 1,446 人

(10 月 31 日)と急減。独立達成 200 周年事業を盛大に

展開。｢歴史家｣AMLO 氏の面目躍如。一日も早く地

球を安心往来できる日の近からんことを切に希求。 

QUEDATE EN CASA で読者が書きためた玉稿の投

稿を夢見てひたすら鶴首も真夏の夢物語。編集子自ら

｢メキシコ報告｣と格闘するも思わぬ手間取りで今号

も発行遅延。お詫びします。捲土重来!! [20211013 ま] 
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