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１ はじめに 
 
（１） 視察の目的 

タイは親日国として知られているが、特に北九州市とは、これまでも環境や港湾などの分

野でさまざまな交流があった。最近では、テレビドラマのロケ誘致や東京オリンピックの事

前キャンプ受入れが決定するなど、スポーツ・文化交流でより強い結びつきを持つようにな

っている。今後は更に市民の交流が進み、両者の関係が深まっていくことが期待されており、

日本とタイがお互いを理解し合うことは非常に重要である。 

また、タイは近年、ASEAN 諸国でも高レベルの女性の社会進出を成し遂げた国でもある。

特に、「東南アジアのハブ」と称される国際都市バンコクには、国連をはじめとする国際機関

が集積し、アジア太平洋地域におけるジェンダー平等、女性のエンパワーメントを強力に推

進している。 

そこで、今回 KFAW は、北九州市と強い結びつきを持つタイを訪問し、タイ社会について

の理解を深めると共に、アジア太平洋地域におけるジェンダー平等の達成に向けた課題につ

いて考えるためのスタディツアーを実施した。 

 
（２）スケジュール 

 

期間：平成 30 年 12 月 11 日（火）～12 月 16 日（日） 5 泊 6 日（1 日機中泊を含む） 

 

 

 

 

 

 

日 行程 宿泊 

12/11（火） 

9：40  福岡空港集合 

11：40  福岡空港発（タイ航空 TG649） 

15：40  スワンナプール空港着 

ウィンザー 

スイーツホテル 

バンコク 

12/12（水） 
AM    タイ国日本大使館訪問 

PM    プラティープ財団訪問、クロントイ・スラム視察 

ウィンザー 

スイーツホテル 

バンコク 

12/13（木） 
AM     国連開発計画（UNDP）訪問 

PM     国際移住機関（IOM）訪問 

ウィンザー 

スイーツホテル 

バンコク 

12/14（金） 

7：50   スワンナプール空港発 

9：10    チェンマイ空港着 

PM      チェンマイ大学女性学センター訪問 

チェンマイ 

プラザホテル 

12/15（土） 

AM       チェンマイ市内視察 

20：50    チェンマイ空港発発 

22：10    スワンナプール空港着・乗り継ぎ 

機内泊 

12/16（日） 
8：00    福岡空港着（タイ航空 TG648） 

解散 
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２ タイ王国の概要 
 

【一般事情】 
国旗：中央の紺は国王、白の部分は宗教、 

 赤の部分は国民と国歌を象徴 

首都：バンコク 

国土面積：約 51 万 4000 平方キロメートル 

（日本の約 1.4 倍） 

ミャンマー（ビルマ）、ラオス、カンボジア、マレーシアと国境 

を接する。 

気候：熱帯性気候 

人口：6,572 万人（2015 年 タイ国勢調査） 

民族：タイ族約 85％、中華系 10％、モーン・クメール系、マレー  

   系、ラオス系、インド系が暮らしている。山岳部にはそれぞ 

れの文化や言語をもった少数民族が暮らしている。 

宗教：仏教 94％，イスラム教 5％ 

言語：タイ語 

略史：タイ王国の基礎は 13 世紀のスコータイ王朝より築かれ，その後アユタヤ王朝（14～18 世紀）、ト

ンブリー王朝（1767～1782）を経て、現在のチャックリー王朝（1782～）に至る。1932 年立憲

革命。 

 

 

【政治体制】 
政体：立憲君主制 

元首：マハ－・ワチラロンコン・ボテインタラーテーパヤワラン  

クーン国王陛下（ラーマ 10 世王、2016 年 10 月即位） 

行政組織：内閣は国王によって任命された首相 1 名と 35 名以内 

の国務大臣によって構成。中央行政組織は、1 府 19 省。 

各省庁には国務大臣及び一部省庁に副大臣が任命されてい 

る。 

議会：国家立法議会（220 名） 

 

 

 

【経済】 
GDP:4,069 億ドル（名目，2016 年，国家経済社会開発庁（NESDB）） 

 一人当たり GDP:6,033 ドル（2016 年，NESDB） 

  経済成長率:3.2％（2016 年，NESDB） 

  失業率:1.0％（2016 年，NESDB） 

  主要貿易品目 

・輸出 コンピューター・同部品，自動車・同部品，機械器 

具，農作物，食料加工品 

・輸入 機械器具，原油，電子部品 

 主要貿易相手国・地域（2016 年） 

・輸出 1.米国 2.中国 3.日本 

・輸入 1.中国 2.日本 3.米国 

通貨:バーツ（Baht）                                   

 

地図・データ：外務省 HP より抜粋 

  

王宮 

バンコク市内 
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３ 参加者レポート＆コラム 

タイ国日本大使館訪問 

 
訪問日時：12 月 12 日（水）10：00-12：00 

説明者：鷹合一真氏（一等書記官・タイの労働事情専門） 

タイ国日本大使館について： 

バンコク都パトゥムワン区に所在し、特命全権大使 佐渡島志郎  

氏のもとで日本人の保護、日本とタイの関係推進や国際社会での協力等

の活動を行っている。組織は、総務部、領事部（旅券やビザ発給）、国際

機構部（タイにある国際機関との関係）、政務部（タイ・周辺地域情勢の

把握など）、経済部（経済関係の促進、地域協力）そして広報文化部（対

日理解・交流の促進）に分かれている。 

タイ国日本大使館全体で約 100 人の職員が働いており、うち日本人は

約 50 人。 

 

〇タイの概要 

タイは地政学的に重要な、東南アジアの中心に位置し、日本とは 600 年にわたる良好

な交流の歴史を持つ。政治状況は不安定で頻繁にクーデターが起こり、2014 年からは

軍事政権となっている。また、東南アジア最大規模の日本企業の拠点であり、約 5,000

社の日本企業が進出し、在留邦人は約 10 万人以上といわれる。人口は日本のおよそ半

分の 6,891 万人で、面積は日本の 1.4 倍。大きな川があり平地が多いため農業が盛んで

ある。経済は長期にわたり安定的に成長しており、GDP は約 4,554 憶ドルで世界で 26

番目、ASEAN ではインドネシアに次ぐ大きさである。また GDP 成長率は 3.9％とかなり

高い。国民の 9 割以上が仏教徒。福岡には領事館ができ、福岡－バンコク間の直行便

も就航しており、訪日するタイ人は年間約 100 万人以上。 

 

〇タイの課題 

出生率はほぼ日本と同じ 1.5％で、平均寿命も 75 歳まで伸び、急速に少子高齢化が進んでいる。介護保険制

度がなく、都市化が進み同居率が下がっているため、介護が深刻な問題となっている。またタイは発展途上国

から中進国（中所得国）となり、今後先進国へと移行する過程で「中進国の罠（発展パターンや戦略を転換で

きず成長率が低下、あるいは長期にわたって低迷すること）」の回避が大きな課題である。タイで特に大きな

問題が所得格差と地方格差である。スイス銀行の調査によると、タイは所得格差が世界一となっており、1%の

高所得者が 67%の富を独占し、日本とは桁違いの金持ちがいる一方で、バンコクの中に多くのスラム街が存在

する。タイには土地税、相続税がほとんどなく、社会保険料の上限は月額 750 バーツ（約 3,000 円）と低く、

高所得者から税金が取れていない状況である。また 2016 年の平均賃金もバンコクが 19,000 バーツであると

ころ、北部では 8,000 バーツであり、圧倒的な差がある。また、恋愛のもつれなどから射殺事件もよく起こり、

特に工場内では麻薬使用が蔓延しており社会問題となっている。 

 

〇タイの労働事情 

産業別就業人数は農業が 32％と最も比重が高い。製造業は 17%だが、GDP の 3 割以上を生み出している。

公務員や企業の雇用者が約 4 割で、残りの約 6 割が農業、自営業、屋台、タクシー運転手などのインフォーマ

ルワーカーである。女性の就業率は高く、出産を機に仕事を中断することがない。これはコミュニティがしっ

かりしているので、子供を誰かに預けることができるからである。また特にバンコクでは物価が上昇しており、

共稼ぎでないと暮らしていけないという側面もある。課長、部長などの管理職に占める女性の割合は約 3 割と

高く、日系企業の人事によると、男性に比べて女性のほうがは

るかに良く働くとのことである。また周辺国のミャンマー、ラ

オス、カンボジアからの出稼ぎが多く、タイ人のやりたがらな

い建設、土木などの仕事の担い手となっている。また違法な移

民労働者が多く、人身取引が問題となっている。 

 
 

※本文中に記載している数値は、2018 年 9 月に外務省南東アジア第一課が作成した資料の数値です。 

2 ページの外務省ホームページから抜粋したデータの数値と一部異なりますのでご了解ください。 

 

 

タイ国日本大使館正面玄関 

一等書記官 鷹合氏 

講義風景 

 レポート：三村 麻美（KFAW） 
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ドゥアン・プラティープ財団訪問 

「タイの格差社会、人権保護の取り組みを学ぶ」 
 

 

訪問日時：12 月 12 日（水）14：00-17：00 

説明者：ラダパン氏・タイ氏（国際部）／荒巻氏（日本人ボランティア） 

 プラティープ・ウンソム・秦氏 

ドゥアン・プラティープ財団について： 

1968 年当時 16 歳だったプラティープさんがスラムの子どもたちに学ぶ機会と

して自宅の１室を開放。姉のミンポンさんと一緒に「１日１バーツ学校（塾）」を開

設した。 一人でも多くの子どもたちに可能性を伸ばすチャンスを与え、子どもたち

の心の灯をともしたいと始めた。学校で学ぶ子どもたちの姿はスラムが抱える社会問

題を浮き彫りにし、国や地域住民の問題を意識させるきっかけとなった。1997 年に

アジアのノーベル賞と呼ばれる「ラモン・マグサイサイ賞」を受賞した。この賞金で、

1978 年、教育活動を柱にスラムの人々の生活改善を目指すドゥアン・プラティープ

財団の設立に至った。今年度で 40 年周年を迎えた。 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

〇プラティープ・ウンソム・秦氏 （プラティープの意味：灯）日本人の秦辰也さんと結婚。  

1952 年にクロントイ・スラムで生まれ、6 歳の頃から路上で物売りを始めた。11、12 歳の頃には家

計を助けるために何十人もの子どもたちと貨物船の船底で錆をノミで叩き落す仕事をしてきた。仲間の辛

く悲しい事故を経験したものの、当時は事故にあっても何の保障もなく、二度と雇ってもらえなくなる恐れか

ら訴え出るものは一人もいなかった。プラティープさんはずっと恐れてきたが、誰かが問題に立ち向かわなけ

ればと自分に問いかけ、この思いが源になり、貧しい子どもたちの教育と貧しい住民の生活向上に尽くそう

と心に決めた。後に「スラムの天使」と呼ばれるようになった。 

 

〇スラムの発生の原因  

タイのスラムは急激な国の近代化、工業化の政策の歪みによって発生。バンコクを中心に都市部や郊外にさ

まざまな工場が進出し、表面的には経済力の強さを見せてきた。しかし農村部では経済的な繁栄とは裏腹に、

経済格差による生活の苦しい人々が数多く暮らしていた。農民は生活や豊かさを求め都会へ流入してくるよう

になった。バンコクでは大量の安価な労働力を必要とし農村から移入してきた労働者を雇い、経済発展の基盤

を築いた。しかし住宅問題や子どもたちの教育対策を考えることをしな

かったため、バンコク市内には 1800 ヶ所以上のスラムが形成され、 

300 万人以上もの人々がスラムに住むことになってしまった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドゥアン・プラティープ財団(創立 40 周年) 

↑最近のスラムの様子 

40 年前のスラムの様子→ 

 レポート：原田 君子 

1 日１バーツ学校で読み書きを教えるプラティープさん
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〇ドゥアン・プラティープ財団が 40 年間取り組んで来たこと  

プラティープ財団を核として 40 年間スラム住民と一緒に確固たるコミュニティを築き上げてきた。  

・クロントイ・コミュニティの住民として平等な人間として生きる取り組み  

    ・強制立ち退き・麻薬・エイズ問題の取り組み  

    ・法的問題・環境や住宅問題・社会問題・教育問題  

    ・経済的問題・健康問題  

    ・深まる政策混迷と財団が果たすべき役割の模索 

 

〇スラムがいま抱えている問題 

クロントイ・スラムの立ち退き問題  

クロントイ・スラムの住民は港湾局の土地に住んでいる。以前から立ち退き問題はあったが、港湾

局の都市計画により立ち退きは確実となり、避けられない事実になっている。  

 

[住民への立ち退きの条件] 

①スラムに近い場所に 40 階建ての高層マンションの提供 （住むための費用などを払うお金がない）  

②郊外に土地を提供、但し家は自分で建てる （家を建てるお金と仕事に通う交通費がない）  

③一時金（金額は未定）の受け取り（使ってしまえば何も残らない）    どれにも問題が残る 

 

40 年かけてコミュニティを築き上げてきてもつぶされない保証はな

く、簡単に切り崩されてしまうかもしれない。そこでプラティープさん

としては、移転計画そのものに反対をするのではなく、立ち退きに対

してどのようにするのかを十分に話し合うことが大切だと言っている。

タイ政府が掲げる再開発のテーマは「スマートシティ」だが、プラティー

プさんは「コミュニティシティ」と言っている。今のコミュニティを最大限

に活かし、しかも住民が散りじりにならずにこの地域で住み続けてい

けることを目指していくべきではないかと方向づけている。（荒巻氏談）  

国際部部長ラダパン・プレスリトーンさんの案内によりスラム内を安全に散策（感謝） 

国際部のタイさん「クローン運河にはトーイ
という草が湿地帯に群生していた。そこから
クロントイと言われるようになった。」 

左から日本人ボランティアの荒巻さん、プラティープさん、

通訳の中川さん 
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国連開発計画（UNDP）訪問 

 

 

訪問日時：12 月 13 日（木）9：00-10：30 

説明者：宮負こう氏（アジア太平洋地域ジェンダーチームリーダー） 

 備瀬ちひろ氏（アジア太平洋地域災害予防プロジェクト担当） 

国連開発計画（UNDP）について： 

1966 年発足。国連総会と国連・経済社会理事会の管轄下にある国連機関の

1 つで、本部はニューヨーク。現在 160 の国で、各国の課題に対する開発支

援（貧困、災害復興支援等、ガバナンス構築）や SDGｓ推進等のグローバルな

課題に対する取り組みを行っている。UNDP バンコク地域事務所は、アジア太

平洋地域の本拠地。域内の各国事務所が実施するプロジェクトへの政策アド

バイス、計画立案段階でのサポート、アドバイザリー業務を担う。バンコ

ク国連ビル全体で約 2,000 人の国連職員が働いており、うち日本人は 70～

80 人。 

 

 

 

バンコクの国連はアジア太平洋地域の本拠地であり、様々な関連機関がオフィスを持って活動してい

る。UNDP 国連開発計画は１６０カ国に事務所を置き、開発途上の国がより良く発展していくよう助言・

支援している機関である。その役割は幅広く、政治・教育・労働・自然環境等多くの分野において、ジェ

ンダー視点からサポートをしていることが分かった。また、今回は防災チームの活動についての話を聞く

こともできた。 

 

アジア太平洋地域における分野別ジェンダー格差のデータによると、教育や健康はほぼ平等になって

きているものの、経済・政治の分野ではまだ開きがあり、このことから教育を受けている健康な女性が、

社会で十分活躍していないことがうかがえる。このデータの分析と、UNDP が現在かかえている課題のい

くつかを紹介していただいた。（①～⑦） 

 

① 雇用人口における貧困は女性のほうが高い。 

② 女性・女児が無償ケア・家事労働に費やしている時間は、男性・男児の１１倍にも及ぶ。 

③ 性暴力の被害を受けた女性は２人にひとりと、今でも大きな問題がある。 

④ 児童結婚は、南・南西アジアでは３人にひとりと、世界で最も高い。最近では、大人の女性が意

にそぐわず国境を越えて結婚をしているという状況があり、特にお金のために結婚して中国 

 

 

 レポート：木下 久美代 

備瀬氏(左)  宮負氏（右） 国連ビル 
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へ行くという問題が取り上げられている。 

⑤ アジア太平洋地域では、妊婦による死亡率が高く、その原因は、病院など医師や助産婦のもとで

出産する事例がまだ少ないことである。この問題には地域格差があり、病院が良くない所という、

昔ながらの考え方が残っている南・南西アジアの死亡率が非常に高いと言える。 

⑥ 女性の就業率は低く、働いていても賃金の低い仕事や、条件の悪い仕事に就いていることが多い。 

⑦ スラムの生活者の中で、１５歳以下の女児の割合が高い。そのため女性の社会進出率が低い。 

 

これらの問題はほんの氷山の一角であり、UNDP ではアジア太平洋地域の国々がさらに安心して暮らせ

るよう SDGｓの視点から様々な働きかけをしている。そのためには、ジェンダー格差のデータ収集が不可

欠であるが、細かいところまでの調査ができていない。例えば、教育や健康に関するデータは十分である

が、エネルギー・水・公共サービスなどは家族が一つのユニットとしてカウントされるので、女性・女児

の不平等が生まれていたとしても、それを見出すことができないことがある。このようなことから、問題

解決策を見つけることが難しいという課題がある。ジェンダー平等の実現は SDGｓゴール 5、及び全ての

目標の包括的かつ加速された達成が必要不可欠である。 

 

防災チームは、日本からの支援で 18 か国での津波防災訓練を実

施している。国によっては避難経路や計画がないところもあり、ま

た「津波とは何か」という教育からスタートしたこともあった。現

在は学校での実施が主で、成果としては、・多言語の津波防災啓発用

教材作成・津波、その他災害にかかわる学校防災教育及び避難訓練

の実施・２０１７年「世界津波の日」でのプロジェクト映像公開な

どがある。参加人数や男女比などのデータを次の訓練の指標として

いる。 

 

アジア太平洋地域では、女性の社会参加がまだ少なく、男女の賃

金格差にも開きがある。その原因は、家父長制やステレオタイプな

ど、女性に差別的な社会規範が根強く残っていることによる。日本

でも同じような風潮がないとは言えない。そのような価値観の中で

は、どんな政策やサービスを提供されても改善することは難しいと

感じた。 

 

今回このツアーに参加することで、なかなか訪問できない施設を見

て話を聞くという経験ができ、自分たちの周りではどうなのかと、ジ

ェンダーの視点から再考することができた。これからも、様々な情報

に耳を傾けて視野を広げていきたい。そして小さな事でも、何か自分

にできる事を実践していこうと思った。 

 

UNDP 講義スライド 
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国際移住機関（IOM）訪問 

   

 

訪問日時：12 月 13 日（木）15：30-17：00 

説明者：Ms. Mariko Tomiyama（IOM タイ所長）ほか 

国際移住機関（IOM）について： 

国際移住機関（IOM）は、世界的な人の移動（移住）の問題を専門に扱う

唯一の国連機関であり、移民個人への直接支援から関係国への技術支援、移

住問題に関する地域協力の推進、移住に関する調査研究などを通じて課題の

解決に努めている。 

特にタイのメコン川地域では、急速なグローバル化に伴い人々の移動が活

発化する中で、人身取引が国境を越えた深刻な問題となっている。 

 

 

〇IOM の役割および機能 

 

アジアは近年著しい経済成長を続けて活動的、精力的な地域となっている。国内外の移民・移住者はア

ジアの社会的、経済的な発展に伴って重要な役割を果たし続けているが、多様な民族、経済、そして最近

の政治的変化は、複雑な移民・移住の課題や問題を生み出すこととなった。特に東南アジアや中央アジア

はそれら困難な障害や課題に直面している。アジア各国の地方における移民・移住、出稼ぎ労働者の傾向

は本来不法で人権を無視、侵害し違法な事象になりがちだ。なぜなら正規の法律を遵守した移民・移住、

出稼ぎ労働の過程や手続きは複雑で、費用および時間を必要とする。その結果多くの移民、難民、出稼ぎ

労働者が人身売買の被害者となり、労働搾取、借金による身体的拘束、身体的又は言葉による虐待で苦し

んでいる。  

上記の様な移民、移住者、出稼ぎ労働者の苦労、困難、苦難を軽減・解決するため、IOM は各国政府当

局に移民・移住、出稼労働の現状及び窮状の情報を提供し、各国政府機関と協力、連帯し、弱い立場の移

民労働者を援助、救済する活動を行っている。また各国政府および民間団体にも移民、難民に対する啓蒙

活動を行っている。 

 

 

〇アジア太平洋地域における移民の現状 

 

１） 世界の移民の 32％の 8,250 万人がアジア太平洋地域

で生活し、その内の 7,720 万人が母国を離れて暮ら

すことを余儀なくされている。  

２） 全世界の出稼ぎ労働者の送金額のTOP10のうち7か

国がアジア太平洋地域の国で、出稼ぎ労働者の送金

額合計は 2,470 億ドルとなっている。 

３） 全世界の 62%の人身売買の被害者がこの地域に関連

していて、被害者のほとんどが接客サービス業、農

業、漁業、建設業に従事している。 

４） 全世界で自然災害のため余儀なく移転を迫られた難

民の 80％がこの地域である。 

 

 

 レポート：池田 秀雄 

IOM 配布資料 
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〇タイ・バンコク IOM について 

 

約 350 人のスタッフが在籍し、35 のプロジェクトを展

開している。タイ全土に 10 か所のオフィス及び拠点を有

し、東南アジアの IOM の活動の中心的な役割を果たして

いる。 

ちなみに日本人スタッフは2～3名で諸外国のスタッフ

に比較して数が少ない気がする。その日本人も全員が女

性で日本の女性パワーには圧倒された。 

 

 

 

 

 

〇IOM オフィスを訪問した感想 

 

東南アジアばかりでなく全世界で戦争、内戦、政治不

安、自然災害によりいかに多くの難民キャンプ、移民が

発生しているか、また貧困等により女性や子供が人身売

買の犠牲者になり人権を侵害されているかが、IOM スタ

ッフの写真及びグラフによる説明で良く理解できた。ま

たIOMのスタッフがいかに移民の窮状を救済する努力を

しているかを理解することができた。今回のタイ IOM 訪

問は非常に有意義なものであり、この様な機会を準備、

企画、実施して下さった関係者各位ならびに関係機関に

心から感謝したい。 

 

IOM TOMIYAMA 所長（右） 

講義風景

IOM 特製ナップサックとくまのキャラクター 

IOM 講義スライド 
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チェンマイ大学（Chiang Mai University 略称: CMU）女性学センター訪問 

 

 

訪問日時：12 月 14 日（金）14：00-17：00 

説明者： Ariya Svetamra, Ph.D.  

チェンマイ大学女性学センターについて： 

チェンマイ大学は、タイ王国チェンマイ県チェンマイ市に位置し、17 学

部と 3 研究所を持つ総合大学で、学生総数 2 万 4000 人を抱えるタイ北部

随一の国立大学である。今回の視察先である女性学センター（社会科学部

女性学科）は、4 平方キロメートルにも及ぶ広大なキャンパスの中に図書

室やキッチン付きの談話室など独立した施設を持ち、タイの女性問題に関

する学術研究等を行っている。 

 私たちは、女性学センターの教室でアリア先生と講師の方３名に迎えら

れた。タイの伝統菓子とお茶が用意されており、これらをいただきな

がら和やかなムードのなか、女性学センターと女性学部の取り組みに

ついて話を伺った。 

 

 

〇女性学センターについて 

 現在の女性学センターの取り組みは、①大学卒業・博士課

程の学位を与える②情報センター機能③農村地域の女性の

準法律的なことについての支援④フェミニスト理論に基づ

いた研究の 4 つである。 

同センターの活動を開始して 32 年になるが、大学内にセ

ンターを設置するのはとても困難だったそうである。大学の

目的は学生を教育することであり、NGO でもないのになぜ大

学に女性学センターを設置するのかとの疑問が出されたと

いう。センターの発足から現在に至ってもなお戦いは未だ

続いているとのことであった。 

 

女性学センターの活動の目的は、大学内だけに留まらずネットワークを構築し、地域ぐるみでジェン

ダー平等を達成することであり、上部組織の社会科学部に先んじて女性学センターが設置されたという。

設立当初は農村地域における女性リーダーの支援を目的としていたが、2000 年以降は、西洋式のフェミ

ニズムを取り入れた活動をしている。センターでは、修士課程のプログラムを展開しており、学生の論文

テーマは 30 以上の幅広い分野にまたがっている。また、センターでは多くの研修を実施しており、その

対象はタイ国内にとどまらず、国際的な団体の受け入れも行っているそうであ

る。裁判官や警官がジェンダー問題を正しく理解していないと結果として大変

なことになるという危惧があり、司法関係者への研修を実施しているそうだが、

先生のお話を聞きながら日本ではこのような取り組みや視点はあるのか興味を

持った。活動を通して繋がったネットワークを活かして、大学内では学生や地

域の人々と床に座り話し合うなど、インフォーマルな交流を行っていると聞き、

女性学センターは学生が実践を通して体験的に学ぶ場になっていると感じた。 

 

 

 

Ariya Svetamra, Ph.D. 

 レポート：後藤 加奈子 

講義風景 
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また、地理的にメコン川流域国（タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、ミャンマー）に位置している

ことから「リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）」という国際援助活動も行っているとの

ことだった。 

 

 

〇女性学部について 

 2009 年に女性学部が設立された。学生の数は少ないが、情熱をもって学習しているそうである。ほと

んどの学生は、様々な社会経験を持っており、論文テーマは「いかにして女性になったか」や、自身の経

験をもとに作成した「離婚した女性について」等多様とのこと。 

 学生には主体的な活動を指導しているそうで、ジェンダー平等をできるだけ多くの人々へ広めていき

たいという学生の思いから始まった「ジェンダー・トーク」について説明があった。自分たちで課題を決

め、実体験者の話を聞くことによって学ぶという取り組みであり、学部内外の友人をワークショップに誘

い議論を深めているそうだ。 

   

取り上げる課題は、山岳地帯の少数民族の女性の話・家庭内暴力・労働賃金の低さなど女性を取り巻く

様々な問題で、最近のトピックとしては LGBT が多く取り上げられていた。その中でも印象に残っている

のは、「トイレ問題」である。トランスジェンダーの人は公衆トイレを使うときに、迷いや躊躇があると

聞き愕然とした。当たり前のように女性トイレを使ってきた私にはその視点がなかったのである。トラン

スジェンダー用のトイレを作れば解決するという話ではない。それもまた新たな差別を生むのである。 

トランスジェンダーを含む LGBT が社会課題として大きく取り上げられる以前は、男と女、おおむね二

択のジェンダーであったように思う。これまで私はジェンダー平等とは男女間でのことだと思っていた

が、トランスジェンダーのような多様な性の存在を知り、一人ひとりの人権に深く関係している大事な課

題だと気づかされた。これは SDGs の「誰一人取り残さない」という考え方に合致している。他人事とは

思えない切実で身近なこの「トイレ問題」を知り、改めてジェンダー問題について視野を広げることがで

きた。 

 

大学内に女性学センターを設置した意義は大き

い。学生が中心となって取り組むことにより、LGBT

のような「今」の課題を内外に発信している。はたし

て、私は「今」の課題に敏感に気づき、自分事として

捉えているだろうか。この度のスタディツアーは自

分の活動について振り返る良い機会となった。 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

CMU 女性学センターの正面で. 
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みなさんが「海外に来たな～！」と実感するのはどんな時ですか？私は、その国の料理をいただいた時

です。料理には、その国の歴史や文化、生活習慣など様々なものが影響しており、食文化を知ることはそ
の国をより深く知ることにつながるのではないでしょうか。 

今回は、北九州市食生活改善推進員として、健康的な食生活・食習慣の普及に取り組む長尾さんに、「タ
イの食文化」をテーマにレポートをしていただきました。食事の写真とともにご覧ください。 

（KFAW 事務局） 

    タイの食文化について 

   

 タイの食文化は米の飯が中心で、日本の私たちが食べているうるち米の文化

圏と、もち米を食べる文化圏がある。うるち米をおもに食べるのは中部、南部

であり、もち米を食べるのは北部と東北部である。しかし近年、実際にはだい

ぶ流動的になっており、もち米に比べてうるち米のほうが調理も保存方法も手

軽であることから次第にうるち米を食べる割合が増えてきたようだ。1990 年

代からは、それまでかなり異質に受け止められていた東北タイ料理もバンコク

をはじめ他の地域でも受け入れられるようになった。 

 

タイ国内の各地方の料理の特徴についてだが、まず、中部タイの料理の特

徴は絢爛豪華な複合性にある。もともと内陸の盆地と川の民であったタイ族

が移動して平野にたどり着き、カンボジア人、モーン人、マレー人、中国人、西洋人など異民族と融合

し外来の伝統をとりこみつつ発展してきたのが中部タイの料理である。特に中国人社会とタイ人社会と

の融合が 20 世紀中頃以降は活発になり、レストランや食堂の経営者は中国系の人が多く、首都バンコ

クにおいては外食文化がますます発展していった。 

北部と東北部はおもにもち米を食べるという共通の文化があったが、北部は長く征服されていたミャ

ンマー（旧ビルマ）の影響やシャン族の影響を受けて、まろやかな味とナムプリック（唐辛子やニンニ

クなどをすりつぶしペースト状にしたもの）の発達が特徴である。東北部は、多様なハーブを使ったス

パイシーな味付けと水牛などはじめとする肉料理の発達に特徴がある。 

南部は、新鮮な海の魚を食材として使いウコンなどで黄色く色づけした塩辛く濃い味付けが特徴であ

る。 

 

21 世紀になってからは、タイ食文化の地域差は特に薄くなった。国内の人々の移動が多くなり地域間

移動が頻繁になったことが大きく影響しているようだ。他方、食品産業の全国化もその理由にある。食

品産業の規模は大きくなりほとんどが中部都市に拠点を置く華人系企業である。 

結果的に、中部とくにバンコクの料理のインスタントものがデパート、スーパーマーケット、コンビ

ニエンスストアなどで売られるようになり、全国の家庭の台所までそれらが普及し、タイ料理のスタン

ダードになっている。また、都市部ではファストフードやタイスキのチェーン店も増加している。これ

らの影響がタイ料理の均質化に一役買っているとみられる。 

タイのスープ「トムヤンクン」は世界三大スープの一つと言われているが、他にも豚肉や鶏などの具

や、種類が豊富なスパイスなどで作られるカレーや、多種多様な味で食べる麺類など豊富な種類の料理

がある。タイの味付けは復雑で唐辛子や胡椒などの辛味、ライムなどの酸味、ココナッツミルクやバー

ムシュガーなどの甘味、ナンプラーなどの塩味、海老味噌やナンプラーでうまみとコクが醸し出され

る。レモングラスやコプミカン、パクチーなどの香味野菜が、タイ料理の特徴である。食文化の実態は

だいぶ流動的になり、以前は毎日もち米を蒸して食べていた地域でも電気釜で簡単に炊けるうるち米に

だんだん代わり、中部地方のおかずがタイ全土に広がりをみせるようになったようである。 

 

人間にとって「食べること」は、欠かすことのできない大事なことである。だからこそ、その時代にあ

ったそこに生きている人間にとってより良い食べ方、食文化を一人一人が生活の中で大事に紡いでいく

ものであろう。 

 レポート：長尾 由起子 
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 スタディツアー食事の記録 

タイスキ タイ料理（タイカレー） 

カントークの夕食 飲茶料理 
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参加者コラム 

「ジェンダー平等実現の方法論を求めて 

～性別役割分業意識の低いタイの事例を通して～」 

 

本スタディツアーで、私に課せられた報告は「タイ国日本大使館」について

であるが、スタディツアー全体の感想も交えて行いたいと思う。 

 

KFAW 企画のスタディツアーは今年も充実していた。 

堀内理事長が事前学習会で、タイで学ぶこと・視点について、 

① バンコクにはアジア太平洋地域を担当する国連機関のほとんどが所在

していること、 

② タイは 1 国ではなく、アセアン 10 ヶ国の取り組みとして相互に影響し

あっていること、 

③ タイでのジェンダー平等の進展状況・要因について、 

を挙げられ、その意義の認識が深まり、現地での研修効果を高め

ることができた。 

 

さらに、その学びの視点をツアーの目的に取り入れ、①日タイ両国の相互交流をさらに進め、相互理解

を深めること、②タイは ASEAN 諸国でも女性の社会進出が高く、国際機関が集積しているバンコクはジ

ェンダー平等、女性のエンパワーメントを強力に推進しており、ジェンダー平等について考えるには最適

の場所であるということであった。その目的に加えて、③私はジェンダー平等実現のための方法論につい

て、仮説実証の事例を得たいと考えていた。 

 

従って、主な訪問先であった「タイ国日本大使館」｢プラティープ財団｣「国連開発計画」「国際移住機

関」「チェンマイ大学」でのレクチャーと質疑応答による研修、「王宮＆エメラルド寺院」等の見学研修、

チェンマイの郷土料理カントークと古典舞踊鑑賞、メーサエレファントキャンプで垣間見たカレン族の

人たちの見事な像使いと居住様式、バンコク・チェンマイ市街で面前に広がる人の営みとしての人・モノ・

コトなど全ての事象がタイを理解する「師」であり多くの有意義な情報であった(例えば黒いスーツに身

を包んだ颯爽と歩くサラリーウーマンらしい人が早朝から屋台で朝食を購入)。そしてそれは、ジェンダ

ーに関する課題解決の方法論の探求の必要性を痛感したばかりか、ジェンダー学の認識方法論をも再検

討の課題として私の中に浮かびあがらせた。タイ訪問は学会で訪れたのを最後に十数年ぶりであり、市街

の変貌ぶりから時の経過と凄まじい経済発展を実感させられ、時代の急速な進展ぶりに、初めて訪れた場

所かと錯覚するほどであった。 

 

訪問した「タイ国日本大使館」は、広い敷地の中に清楚に白く建てられていた。入館するとすぐ 2 階の

一室に案内された。昨年 3 月に赴任されたという若い鷹合一真一等書記官がタイの最新情報を手作りの

資料を用い、「タイ王国の概要」｢タイ政府・経済情勢｣「日台関係」、「タイの労働事情」(2018.12)「タイ

の課題」を約 1 時間半かけて熱心にレクチャーをして下さった。レクチャーの詳細は別の機会に譲るとし

て、「タイの労働事情」の資料は 58 頁も及ぶ圧巻であり、女性労働に関心を寄せている私にとって、この

タイの最新情報は、帰国後に大いに活用させていただきたいと思っている。｢タイの課題」として挙げら

れた項目は、「少子高齢化」「所得格差」「地方格差」「中進国の罠」｢銃社会・麻薬社会｣の 5 項目であった

が、「少子高齢化」「所得格差」「地方格差」は、わが国も直面している喫緊の課題である。これらの解決

コラム：花崎 正子 
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には、ジェンダーの課題解決と同一線上に考えられるのではないかと思っている。すなわち、人間の生き

方を根本的に包括的に全人類で問い直し、SDGs という途方もなく大きな概念を個々にブレイクダウンし、

人間の一人ひとりの生き方とリンクさせ、「誰一人取り残さない」社会実現に向けて歩むという作業が必

要ではないか。そのためには、環境(自然・社会)と共生する思想が根本にあることはいうまでもない。 

 

第一日目の最初に、上のようなタイへの予備知識を得たことは、後のツアー理解を助けるものとなった。 

私は、かつて、東南アジアの国々（東南アジア諸国連合最初の 5 ヶ国で、タイはそのひとつ）を度々訪

問した。そこでの人々の生活や思いに触れているうちに、何か心温まる気持ちにいざなわれ、母の懐にか

えったような優しい心になったものである。そのような人の「思い」や「気持ち」はどこから来たのであ

ろうか。その疑問を解くことが、アジアの国々を訪問する動機であり、目的となっていた。なぜなら、そ

のような「思い」「気持ち」をもたらしてくれる「何か」こそが、ジェンダー問題の解決を進め、さらに

は、男女共同参画・平等を実現してくれるのではないかとの思いが、茫漠としたものではあったが、生ま

れていたからである。そして、それは直接的に「少子高齢化」「所得格差」「地方格差」ひいては｢銃社会・

麻薬社会｣課題解決と同一線上にあると考えていたからである。これらが、自分自身への確たる問題提起

となっていた。 

 

タイは、親日の国であるという。ほほえみの国ともいわれる。本ツアーで、その「心温まる何か」は何

か、親日やほほえみを生み出す生活の原点の一端に触れることができればとの思いであった。そういえば、

プラティープ財団のニュースレター名も「ほほえみ」であった。 

 

タイは性別役割分業意識は低い国である（1990 年代の我々の調査にもそのような結果が出た）。ジェン

ダー平等を実現するには、性別役割分業解消がより良く生きるための方法的必須条件であると位置づけ

ている。労働もそのような生き方の中で捉えている。まさに「働くことは生きること」であったのである。 

 本ツア―を企画下さった堀内 KFAW 理事長、スタッフの大村課長、三村様に心より感謝いたします。 

 

エメラルド寺院の像 

チェンマイ蘭園にて 

バンコク市内にて 
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タイ視察を終えて 

 

 

「タイの女性の社会進出は進んでいる。なぜか？」を理解するために、今

回のスタディツアーを企画しました。タイ女性の就業率は高く、また管理

職に占める女性の割合も日本に比べ高い（日本が低すぎるのですが。) 背

景を探ることにより、日本を含めたアジア地域のジェンダー問題への理解

促進が、今回の大きな目的です。 

 

加えて、バンコクは「アジアのジュネーブ」と称されるほど、ほとんどの

国連機関のアジア・太平洋地域事務局（所）が所在しています。国連のジ

ェンダーに関わる地域活動を理解することももう一つの大目的でした。多

くの国で、国連（とともに活動した NGO）なくしてジェンダー平等（政

策）が進まなかった―特に日本で―ので、国連活動の理解は基本的に重要

と考えています。この点で、大きな役割を担っている国連開発計画（UNDP）及び現在の地球的大課題で

ある人々の移動 (人身取引問題や難民も含む。) を取り扱っている国際移住機関（IOM）を訪問できたの

は価値のあることだったと思っております。時間的制約のため、残念

ながらアジア太平洋地域の国連の中心的機関である国連アジア太平洋

地域経済社会委員会（ESCAP）事務局を訪問できませんでした

（UNDP 訪問のため敷地内に入りましたが）。併せて、このツアーで

は、象使いが全員男性という事実から、人々の意識変革の課題も垣間

見られました。 

 

 

最初に、私が思う現在のタイ社会の感想というか、憂慮を述べたいと思います。それは、かつてない

ほどの社会の分断が見られることです。どこの国も貧富の格差にみられるように、格差の大きい社会

で、それが社会の分断をもたらしているといえますが、タイは、憂慮すべき状況というのが、私の印象

です。また、軍政が続いており、そのためか、女性の政治参加は低くなっています。一方で、経済発展

は続いており、国民生活は改善し、全般的に以前に比べ、豊かな社会になっています。このことは、日

本へのタイからの観光客の増加で実感している方も多いと思います。 

 

私にとって、タイ・バンコクは、特別な思い出のある地です。国連機関関係勤務で、初めての地方勤

務（？）であったからです。正確には、初めての本部所在地以外での勤務であったというべきですが。

タイでは、今までの、世界会議等会議の文書作りや会議の裏方といった仕事から、現場の開発関連の実

際的仕事が多くなりました。一番の思い出（忙しかった！）は、97 年に起きたアジア経済危機への対応

（開発独裁からの転換が図られ、一挙に民主化が進んだ時期でもありました。）ですが、私が特に成果と

思うのは、南アジア諸国の国別事務所長を、すべて女性に変えたことです。このことの政府への心理的

影響力は大きく、南アジア各国政府の高官会議を行ったときは、全員がジェンダー平等政策は重点と強

調したほどでした。新鮮な体験は、少数民族・先住民族の現実。国連機関のなかで、唯一条約のある機

関の勤務であったため、理解が飛躍的に深まり、状況の厳しさに心を痛めつつも、豊かな文化・伝統に

心を奪われました。彼らが多く住む土地を訪問できなかったのは残念でした（象使いで、若干学びまし

たが。） 

 

 

 

像使いは全員男性？！ 

KFAW 理事長 堀内 光子
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今回は、12 月という年末の時期であったため、参加人数は少なかったのですが、まさに少数精鋭のグ

ループで、全員が大変熱心に学習・見学、そして吸収されました。このことは、皆さんがまとめられた

訪問記に表れています。バンコクに加え、北部のチェンマイも含めて、実質４日間という、極めて短期

間の駆け足の訪問でした。そのため、参加者の方々の理解は難しいのではと思っていましたが、訪問記

では、皆さんの深い理解が読み取れます。ぜひこの部分を読んでいただきたいと思います。皆さんの旺

盛な好奇心・学習意欲のおかげで、私が思った以上の理解・成果を収められたことは、嬉しい限りで

す。 

 

訪問機関・団体について、残念なことは、ドゥアン・プラティープ財団以外の、市民社会組織

（CSO）の活動を視察できなかったことです。言葉の問題があるせいか、タイの活発かつ先進的な CSO

活動があまり日本に知られていないのではないかと思います。私が仕事をしていた当時、英字新聞の週

末版にそうした活動が報道され、感銘を受けたことを覚えています。チェンマイ大学女性学センター

で、研究・教育機関の CSO への関りを見たことは、今後の活動の示唆にもなったことと思います。 

 

最後になりましたが、日本大使館の鷹合一等書記官、UNDP アジア太平洋地域ジェンダーチームリー

ダー宮負こうさん、UNDP アジア太平洋地域災害予防プロジェクト担当の備瀬ちひろさん、IOM タイ事務

所富山所長、プラティープ財団のプラティープさん、そして財団の皆さま、チェンマイ大学女性センタ

ー・アリアさん、そして訪問中お世話になった皆様にお礼申し上げます。（＊タイでは名前をファースト

ネームで呼ぶことが普通ですので、ここでもタイ人の方々は、ファーストネームで書かせていただきま

した。） 

UNDP 正面玄関にて宮負さん、備瀬さんと一緒に 
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～ 感謝の言葉 ～ 
 

 今回のスタディツアーには、6 名の皆さまに参加していただきました。年齢や職業の垣根を越え
た皆さんとの出会いから、多くのことを学ぶことができました。参加してくださった皆さま、あり
がとうございました。 
 また、今回のツアーでは、タイ国日本大使館、ドゥアン・プラティープ財団、国連開発計画、国
際移住機関、チェンマイ大学など、タイの多くの方々のご協力をいただきました。関係者の皆様に
心より感謝いたします。 

KFAW はこれからも、ジェンダーを中心とする世界の様々な課題に目を向けて、皆さんに発信し
続けていきたいと思います。（KFAW 事務局） 
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