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海外派遣事業報告書 2012 
タイ・カンボジア・シンガポール 

１ 趣 旨 

道内各地の青年を海外に派遣し、視察や関係者との意見交換などを通じて、本道との違

いや地域社会のあり方などについて学ぶとともに、異文化や国際交流等に対する理解を深

め、国際的な視点に立って地域づくりを進める人材を養成し、地域の国際化の促進に資す

る。 

 

２ 訪問国 

タイ、カンボジア、シンガポール 

 

３ 派遣対象者 

  北海道の青年（２０～４５歳程度） 

 

４ 研修内容 

国際協力の実態と効果的な協力事業のあり方や、多文化都市の現状について学ぶ機会と

する。 

  ・JICA 事業の取り組み（タイ、カンボジア） 

  ・NGO、NPO、日系企業などの活動状況（タイ、カンボジア、シンガポール） 

  ・多文化共生の取り組み（シンガポール） 

 

５ 派遣計画 

   ・訪問先  ：タイ、カンボジア、シンガポール 

    ・派遣人員 ：８名（団長１名、団員７名） 

    ・派遣期間 ：平成２４年１０月２７日（土）～１１月４日（日）９日間 

 

６ 参加負担金 

  １５万円 

 

７ 旅行主催 

    トップツアー株式会社 
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タイ 

10月27日～29日 

バンコク最大のスラム、クロントイ地区を視察 

JICAタイ事務所でタイにおけるODAの現状を聞く タイの代表的な王室寺院、ワット・ポーを視察 

財団の皆さん、子どもたちと ドゥアン・プラティープ財団・ミンポー女史との会談 
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カンボジア 

10月30日～11月1日 

国際保健協力市民の会（SHARE）の皆さんと 

（母子保健におけるる国際協力の取り組みを学ぶ） 

アンコール・ワットでカンボジアの歴史や日本との

つながりを学ぶ 

トゥールスレン博物館、負の遺産の慰留碑 
JICAカンボジア事務所で同国の現状、日本による支

援事業等について聞く 

日本国際ボランティアセンター（JVC）で自動車技術

普及の取り組みについて説明を受ける 
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シンガポール 

11月2日～3日 

団員から剣道の型を実演。自治体国際化協会職員が

相手とつとめてくれた。 

自治体国際化協会シンガポール事務所を訪問 

マーライオンと記念撮影 

日星文化交流団体の会員（学生）と交流を楽しんだ 

ニューウォータービジターセンターで、同国の水ビ

ジネス事情について学ぶ 
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平成24年度海外派遣研修事業の概要について

協力研修訪問団

団長 石井 博美

当センターでは、道内の青年たちを海外に派遣し、視察や関係者との意見交換などを

通じて、異文化や国際交流、国際協力に対する理解を深めることにより、国際的な視点

を養い、地域づくりに貢献できる人材を養成するため、毎年、海外派遣研修事業を実施

している。今年度は、国際協力研修として、10 月 27 日から 11 月 4 日の９日間にわた

り、タイ、カンボジア、シンガポールの 3 カ国を訪問し、研修を実施したので、その概

要について報告する。

今回の研修は、東南アジアにおいて、未だ経済発展を遂げるに至らないカンボジア・

プノンペン、これまで日本をはじめとする先進各国の協力などにより、東南アジア有数

の経済都市に発展しつつ、一方では 2 割のスラム生活者を抱えるタイ・バンコク、そし

て先進アジアのトップランナーとして経済・金融の核となっているシンガポールを視察

し、現場で活躍されている方々から直接、それぞれの地域の現状と課題などについてお

話を伺うことにより、3 カ国、3 地域の特色や相違を学ぶことを主眼とした。

タイ・バンコクでは、「ドゥアン・プラティープ財団」を訪問し、財団の創設者であ

るプラティープ・ウンソンタムさんとともに財団の推進役となってきたミンポン・ウン

ソンタムさんから、二人の日本人スタッフとともにお話を伺った。ミンポンさんは、プ

ラティープさんと七つ違いのお姉さんで、姉妹二人三脚でバンコク最大のスラムといわ

れる「クロントイ・スラム」での福祉活動に取り組んできた方である。日本人スタッフ

にスラムの中を案内していただいたが、そこには我々日本で生活する者にとっては、想

像を絶する光景が展開していた。生ゴミなどのドラム缶 4 ～ 5 本から発する異臭、粗末

なベニヤ板 1 枚で区切られた住居、窓からのぞけるのは板一枚の床に寝そべる住人、狭

い通路の脇のどぶ川などなど。

視察後、財団の事務所で子供たちや母親など近所の皆さんとの交流会をもったが、そ

の明るく人なつっこい笑顔に救われる思いがした。子供たちと一緒に遊んだり写真を撮

ったりして、すっかり打ち解け、極貧の生活にもめげずに、たくましく育っている子供

たちの元気な姿に感動したものである。

カンボジア・プノンペンでは、2 カ所のＮＧＯを訪問した。ＪＶＣ（日本国際ボラン

ティアセンター）は農業支援や環境教育を、また、ＳＨＡＲＥ（国際保健協力市民の会）

は医療・保健関係の支援を行っている団体である。驚いたことに、いずれの団体でも現
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地で活動している方は年若き女性たちであった。カンボジアはラオスなどとともに後進

アジアの代表であり、プノンペンは都市化が進みつつあるとはいえ、現地では未だ不便

な生活を余儀なくされることが少なくないと思われるが、そうした状況下で日本の若き

女性たちが日々汗をかきながら頑張っているとは。日本男子としては、頭が下がる思い

であった。特に医療・保健関係はかなり遅れていて、医師や看護婦、薬剤師の国家試験

がなく、大きな病院もない中で、資格のない者が薬品を扱って市民に売ったり、診療を

したりしている現状には、大げさではなく戦慄が走った。

最後の訪問地、シンガポールに着いたとき、これが同じ東南アジアの地かと、別な意

味での驚きがあった。マレーシアから独立してわずか半世紀でここまで先進的な大都市

ができあがるとは。長期にわたり独裁的に支配し今日の繁栄を築いたリー・クアンユー

初代首相の手腕に負うところが大きく、面積も人口も少ないため、マネジメントしやす

いなどの側面はあるにせよ、マンションのような共同住宅を国が建てて国民に販売し、

財産を持たせる手法により、国民の私有財産への意欲を鼓舞して、浮浪者などをなくす

などの政策は、まさに的中した感がある。ここには他のアジア諸国にみられるような極

端な貧富の差はみられない。

こうして、先進、後進、その中間という３つの都市を回って歩き、改めて東南アジア

諸国の抱える課題がみえてくるようであった。

今回の研修を通して、研修生諸君はそれぞれの研修テーマにそった、あるいはそれを

超える様々な印象を抱き、問題意識を共有したことであろう。

それぞれ歩む道は異なるが、今後のキャリアに活かしていただければ幸甚である。
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日本と東南アジア～北海道の選択肢 

市之宮 直子 

 

 タイ・カンボジア・シンガポールでは、訪問し

て最初に、日本人と顔立ちがよく似ていることに

驚いた。ときには、日本人と見紛うほどで、そこ

には我々日本人のルーツさえ感じる。また、これ

までも東南アジアでの日本車人気はよく耳にして

いたが、バンコクやプノンペンのタクシーが見る

限り、ほとんどが日本車であるという実情を目の

当たりにし、東南アジア、少なくともこの 3 カ国

と日本の距離の近さを初めて実感した。 

 

 今回の研修中、各国で JICA や NGO 事務所などを

訪問し、私が認識していた以上に日本および日本

人が公私にわたり、多くの国を支援・援助してき

た事実を知った。しか 

し、ODA により、各国民の生活に関わる部分、橋

梁の施工や大学の増設、空港建設など、日本が多岐にわたる支援に関わってきたにも関

わらず、日本人の多くはその事実を知らないことを知った。さらに現地でも、国際空港

が日本の支援で完成した事実さえあまり知られていないという。互いの国が「つながり」

を感じる大きなチャンスを逃していると感じた。今後、そのような事実は少し積極的に

広く知らしめ、互いの国と人との共通項を増やすことがさらに強く結びついていくため

のきっかけになるのではないか。 

 ODA による日本の援助が現地であまり知られていない一方で、日本の NGO 団体による

活動は、一団体の活動範囲は限られるものの、より地域に密着し人と人との交流は多く、

地元の人々との共通認識や相互理解があると見受けられた。 

自動車修理技術を教えるカンボジアの学校は、個人の日本人による支援から始まった

そうで、校長室には現在も支援者やボランティアの方々の写真を掲げ、校長先生がその

功績を私たちに語る口調には強い感謝の念を感じた。同じくカンボジアのシェムリアッ

プでは、個人の日本人が日本語学校を設立し、無償で日本語を学ぶ機会を提供している

ことも知った。また、タイのスラムでは、北海道出身のボランティアが活動していたり、

日本から多くの支援を受けたりしていることなどから、東日本大震災の際に感謝の気持

ちで義援金を送ったという。スラムの生活環境から察するに、決して豊かではない中で

捻出した義援金は、日本を近く感じる人が少なくないことの表れではないかと思う。 

 以上の事実を知り、日本に少なからず親近感を持つ東南アジアの人々の存在を知った

が、それは数十年間をかけ、先人が支援というかたちで少しずつ信頼を培い、互いをよ

日本車で溢れるバンコク市街 
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く知ってきたこと、そしてそれを現在も引き継いで尽力している日本人の努力が土台と

してあるからだろう。 

 

近年、北海道では外国人観光客誘致のため、様々なおもてなし戦略を掲げ、集客に努

めている。しかし、即効性のある直接的 PR やサービス改善策と同時、もしくはこれに先

んじて、日本と各国との関係・歴史など、もっと踏み込んで国と人を知れば、対応と戦

略はさらに変わってくると思う。 

カンボジアのアンコール遺跡では、隣接する国との攻防の歴史、プノンペンのトゥー

ルスレン収容所では政情が国民に与える影響を目の当たりにし、国と人を知るには歴史

を学ぶことが不可欠と実感した。そして、一国の貧富の差が数百倍ともいわれる国々が

あることを知り、それらの国からの観光客をさらに増やそうとしているからには、もっ

と長期的視野に立つことが必要と感じた。例えば、長い目でみるならば、大小に関わら

ず、その国をよく知るために「支援」というかたちの取り組みも戦略として選択肢にあ

げてもよいと思う。 

また、今回訪問した国では、日本に行ったことが 1 度も無いにも関わらず、流暢な日

本語を話す人に会ったり、米作のみだった地域で NGO の支援により野菜栽培から加工品

を作って販売するに至った話を聞いたりし、その国の人々の計り知れない潜在能力も感

じた。ひとたび交流が深まれば、日本・日本企業が支援する一方向にとどまらず、互い

に学び成長することは可能だろう。恐らく無邪気な子どもたちの笑顔を見るだけでも、

我々が見失っている何か、の一端を感じられると思う。今回の研修は、互いに知ること

は、国の経済状況等にかかわらず、双方向の成長に通じると感じた研修でもあった。 

 

 シンガポールでは、すでに観光地として北海道人気は高まっている。本研修中もシン

ガポールで北海道物産展が開催され、関心の高さを見た、そのようなシンガポールにも

引き続き北海道を隣人として感じてもらうには、我々からの能動的な努力は、今後さら

に必要になってくるだろう。 

視点が「内向き」ともいわれがちな北海道だが、海外へ視点を広げる道内企業もちら

ほら見え始めたなか、企業経営環境が厳しいとはいえ、長期的な視野に立ち、諸外国と

もう一歩深く関わるための選択を始める時期が来ていると強く感じる。そして私にとっ

て、この海外研修は、新たな視点と視野に立ち、実感を持ってこれまでの経験と知識を

生かす大きなきっかけとなるように思う。遅ればせながら、まずは今回の 3 カ国から、

その歴史を学びたい。 

 

 

 

 



11 
 

東南アジア三か国 

今井 みき 

 

 タイ・カンボジア・シンガポールへの研修旅行に参加させて頂く機会を得、訪問国 3 カ国について

大きく異なった印象を得ましたのでここに記述致します。 

 まず始めにタイに入り、空港からバンコク市内に入るバスの車窓から、貧民層が住んでいると思わ

れる長屋のような建物を見ました。背景に近代的高層ビルが立ち並んでいる為、とても違和感があり

ました。そしてそれは、バンコクにいる間中感じ続けました。日本にも勿論格差社会は存在しますが、

この地では頂点と底辺が本当に隣り合わせ。近年まで、そこに住んでいる子供は学校にも行けていな

かったと云うスラム地区。淀んだ水の上に狭い路地を囲んで建つバラック。訪問させて頂いたドゥア

ン・プラティープ財団では、こうした場所の環境改善、教育改善に34年前から取り組んできているそ

うです。しかしながら親の世代からの教育不十分もあり、スラム地区の内部に踏み込んだ意識改良に

は長い時間がかかるようです。 

 一方、JICA(独立行政法人国際協力機構)タイ事務所訪問の際に伺ったお話によると、活動において

の意識は現在、「援助」から「協力」に変化。それだけタイ自体が国力を上げており、東南アジアの中

では中進国として、開発途上国をリードする立場も担っているとか。高度教育を受け、先進技術者と

対等に渡り合い、タイに何が必要であるかを考えられる人材が存在しているという事です。JICAで派

遣している海外ボランティアには「青年海外協力隊」と「シニアボランティア」がありますが、タイ

ではシニアボランティアの数がとても多いそうです。それだけ教育を受けられる場、教育を受けたい

人間が既に存在するという事は、後述するカンボジアと随分違った感じです。 

 

 小さな国際線航空機で到着したのは、カンボジアのかの有名なアンコールワットに程近い、シュム

リアップ空港。周囲の景観に似つかわしい木造平屋の

建物。そしてカンボジアの印象はまさしくその建物か

ら受けた、「昔にいるような」感覚でした。 

 歴史を刻んだ遺跡群は私を圧倒しました。足を踏み

入れる多数の観光客を無言で包む史跡。しかしその横

で、現実の生活も昔ながらの農業中心。経済発展に時

間がかかっているのが見て取れました。カンボジアで

は JVC（日本国際ボランティアセンター）、シェア（国

際保健協力市民の会）、JICAカンボジア事務所を訪問さ

せて頂きましたが、共通して力を入れているのが同国

民自身の生活基盤の向上、経済活動・衛生意識の向上。

まずカンボジアの人達に、「生活を良くしたい」「生活

を良くする為に勉強をしたい」と云う意識を持っても

らう事、そして研修などでリーダーを担える人材を育

成していく事。農業技術についても昔ながらの方法で 負の遺産・カンボジア 
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はなく、近代的技術を取り入れれば収穫率が上がり、生活基盤が向上すると云う、人々が「変えよう」

と思っていなかった部分に働きかけているようです。カンボジアでは格差よりも、全体がそのように

一昔もふた昔も前に留まっている印象を受けました。それもこれも教育の遅れが原因。知識層の不足

には、ポル・ポト政権時代の虐殺が絡んでおり、まだ記憶に新しい不幸な歴史の為にカンボジアの払

っている代償の大きさを感じました。近年日本で芸能人がマスコミを賑わし、カンボジアに学校を建

てる運動などがありますが、「ハード（場所）」だけあっても「ソフト（教育者）」がおらずに放置され

る事もしばしば。現状を正確に把握した支援でなければ役に立たないのだと云う事も痛感致しました。  

 

 最後に訪れたのはシンガポール。タイ、カンボジアを見てきた後の私には、目が眩むような所でし

た。美しく、安全。風水の影響か、歩道に水をはった所も多々ありましたがその水も澄んでおりゴミ

が浮いている事もありません。法規制も大変厳しいそうです。人々の生活には潤いが見られました。

交流した日本語学校の生徒さんから、休日って旅行以外に何かする事ありますか、と言われた時は驚

きました。 

 国土が札幌市より小さなこの国では、水資源確保が大きな問題です。現在隣国からの供給も受けて

いるそうですが、近い将来その契約が終わるため、全ての水資源の自国供給を目指し、日本企業もそ

の一端を担ったという排水リサイクルを行っており、供給契約が終わる時には自給自足が可能予定と

の事。シンガポールでの国際協力の現場は、「先進技術協力」の現場でした。街全体がテーマパークの

ようで、今や世界中の観光客の人気スポットであるシンガポール。訪問三か国の発展状況の違いは本

当に目を見張るものです。 

 状況の違う国々の国際協力の現場で、何が必要かを試行錯誤しながら力を注ぐ方々の姿を拝見出来

た事は、今後私自身働いていく上で、支えと励みになる事でしょう。 

 この様な機会を与えて下さった関係各所の皆様、有意義かつ楽しい旅にしてくれた団長始め同行の

皆様へ、あらためて厚く御礼申し上げます。 
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海外で働く日本人が抱える問題 

                             小西 梨奈 

 

1.背景 

今回、大学の事務局の方に「こんなサイトもあるよ」と言われたのがきっかけでサイト

を見つけ、海外派遣研修に参加することを決意しました。もともと海外ボランティアに興

味があったのと、就職活動も控えているので様々な世界を見ることができたらと思いまし

た。しかしＪＩＣＡという機関を知ったのは今回が初めてだったので事前準備も行いまし

た。 

 

2.課題の設定 

私は以前は海外で働きたいと思っていました。高校生のときには青年海外協力隊に入り

たいと思ったこともあります。しかし最近は絶対に日本を出たくないと思っています。そ

れは海外旅行を重ねた経験と１ヶ月韓国に住んでみたことで生まれ育った日本が一番いい

と改めて感じることができたからです。私は今回の研修では海外で働く日本人はどのよう

な思いがあるか、利点や欠点などのお話を聞けたらと思いました。 

 

3.課題解決のプロセスとその結果 

ＪＩＣＡタイ事業所を訪問した際に耳にしました。タイではごみの分別がしっかりでき

ていないこと。話を聞くと燃えるごみやペットボトルなどといった分別を一切行わずに捨

てるそうです。さらにはゴミ箱に捨てるのではなくゴミ箱付近に向けて投げ捨てる人もい

ると聞きました。それから注意して街中のゴミ箱を見ると確かにゴミ箱の周りに投げ捨て

られたごみが散乱していました。バンコクは栄えていますが一本通りを入るだけでがらっ

と風景が変わってしまうためごみの問題を解決し、リサイクルを繰り返せば少しでも改善

できることだと思いました。カンボジア

では電力が弱いということが問題になっ

ていると伺いました。確かに、私がホテ

ルで寝ている間にカメラを充電しました

が、朝起きても終わらなかった事実があ

ります。この問題を解決するのはタイと

比べると少し難しいかもしれません。シ

ンガポールは技術がとても進んでいまし

た。節電の問題もなさそうなぐらい冷房

がきいていました。シンガポールの教育

もしっかりしていてあまり問題点を感じ

ることはありませんでした。三カ国で共通することは、海外で働く日本人が心配している

ことは病気になったときです。シンガポールはまだしもタイやカンボジアで病気になり、

タイのスラム街に暮らす子どもたち 
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病院に行ってもあまり薬がなかったりするみたいです。日本人スタッフが医療のサポート

をしていても今の段階では限界があるようでした。これも今後改善していきたいところだ

と思いました。 

 

4.まとめ 

私はこの海外派遣研修に参加して、今まではインターンシップでしか企業の中に入った

ことなかったのですが何度も訪問することで企業の雰囲気を掴むことができました。大学

生らしい意見にはなってしまいますが、他の団員の方の行動や言動からも学ぶことがとて

も多かったです。様々な年代の人と一緒に旅をするということも初めてでとても楽しい経

験ができました。今回のメインと言ってもいいシンガポールでの交流会ではタイ、カンボ

ジアのときから全員で踊る AKB の練習をしたり、班長を中心に発表内容や順番を考え、全

員が一つになろう、協力しようという姿勢であり非常によかったです。今回の経験をまず

は就職活動で活かしたいと思います。社会に出ても忘れないであろう研修でした。ありが

とうございました。 
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東南アジア圏の国々を巡って 

戸塚 大 

 

今回幸運にも会社の研修の一環で 2012 北海道海外派遣事業の団員として参加するこ

とができたのですが、私自身が初海外ということもあり、かなり不安を持っての出発と

なりました。９日間という長い期間ではあったのですが、終わってみるとあっという間

の９日間で、一緒に旅をした団長以下６名の団員の皆様、及び各訪問先で温かく迎えて

くださった皆様には心から感謝と御礼の意を表します。 

 

 さて、この度は東南アジア圏をタイ、カンボジア、シンガポールと巡る機会を頂いた

のですが、どの国も最初持っていたイメージとは異なり、実際に目を通して見ると多く

の驚きがありました。 

 

 IT 企業に勤務し、その方面に興味がある私が、まず驚いたのは、タイもカンボジアも

日本と変わらないくらいに IT が普及している点でした。IT 先進国であるシンガポール

は、日本以上だろうという思いはあったのですが、タイやカンボジアはそれほど普及し

ていないと思っていたのです。ところが街を歩けば携帯や iPhone を持っている（あきら

かに現地の人っぽい）人がそこかしこにおり、Wi-Fi の看板が出ている店舗が数多くあ

りました。日本では携帯（スマホ含）や iPhone は必需品となり、身近にネットが存在し、

情報が氾濫している状態ですが、海外資本が大量に入ってくる魅力ある市場である東南

アジアの IT インフラが、そんな日本に追いつくのも時間の問題だと肌で感じることが出

来た一面でした。 

今後 IT が更に普及していく中で現地の技術者が育っていけば、北海道の IT 企業の新

たな海外委託先として、タイやカンボジアという選択肢も出てくるのではと期待すると

ともに、私自身も語学力を高め、そういった機会が現れた時に力を尽くせるようになり

たいと感じました。 

 このように日本さながらに栄えている半面、バンコクで視察訪問したスラムの実情は

目を見張るものがあり、日本では考えられないくらい狭く、衛生状態の劣悪な環境の中

で生活を余儀なくされている人々を垣間見て、自分にも何か出来ることはないか本気で

考えさせられる貴重な体験となりました。そんなスラムの中で、子供達の為に学校を造

り、生活改善のための活動をそこに住む住民とともに行っているプラティープ財団の

方々には深い敬意を抱くとともに、そのバイタリティは見習わなくてはとも感じました。

子供達も皆痩せてはいましたが、大変明るく、日本の子供達よりも生き生きしており、

この国の未来を感じさせてくれました。 

 

 シンガポールでは、訪問前に持っていたイメージ以上に IT が国中に浸透していること

が確認できました。SNS の普及率も全国民の 95％を超え、日本の普及率（46％）の２倍

以上を示しており、小中学校からの IT 教育がこのような形で表れているのだと感じまし
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た。 

研修の中で、グループディスカッションなどで交流を行ったシンガポール日本文化協

会日本語学院の生徒さん達も多数 Facebook を利用しており、IT を生業としていながら

アカウントを作成していなかった自分は少々恥ずかい思いをし、帰国後早々にアカウン

トを作成した次第です。また、空港の他、

繁華街のデパート内にも無料のインター

ネット端末があり、10 分 100 円（成田空

港にて確認）の日本はせこく、とても残

念な気持にさせられました。市内各所、

地下鉄駅構内（とても広くて解放感があ

った）には監視カメラが多数設置されて

おり、24 時間体制でコントロールセンタ

ーに映像が送られるなど、犯罪抑止やポ

イ捨て防止に IT を利用していることも

あり、地下も街中も非常にきれいだった

のも印象的でした。 

IT 教育だけでなく、語学教育に関して

もシンガポールは国を挙げて取り組んでおり、２ヶ国語を幼稚園や小学校から義務付け

られると聞いて、日本との教育レベルの違いをまざまざと見せつけられることとなり、

世界の公用語である英語なくして国際社会で生活することは出来ないと考えるので、日

本の教育も大いに見習うべきと感じました。 

  

 今回の海外研修では、各国への海外支援の実態を学び、いろいろな国の方と交流が出

来、非常に充実した日々を過ごすことができました。おかげで自分が如何に小さなフィ

ールドにいたのかも認識することができ、国際的な視野も幾分か広がった感がします。

今後、今回得た経験を生かす機会には積極的に取り組み、自分の糧としたいと思います。 

 

シンガポールの日本語学校の生徒達とディスカ

ッション 
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東南アジア３カ国での研修を終えて 

                               西田 千尋 

 

１０月下旬より８泊９日の日程でタイ、カンボジア、シンガポールと旅をして、自ら

の目で見ることで感じることが多々ありました。 

今回の研修では JICA を中心に国際支援活動をしている団体などを訪問しました。 

一カ国目はタイ。現在タイには 2000 箇所以上のスラムがあると言われており、首都バン

コクだけで 1800 箇所のスラムが存在している。バンコクの人口の約 20％がスラムに住

んでおり、いまもなおスラム地域が増加し続けているそうです。 

私たちは約 80,000 人が住むバンコク最大のスラム、クロントイスラムで支援をしている

ドゥアンプラティープ財団を訪問しました。スラム地区の現状を知り、実際に生活して

いる民家を歩くと言葉がでませんでした。路地は活動により舗装されているものの、道

幅は狭く人がすれ違うのがやっと、家は高床式になっており、家の下を見ると黒い水が

張っています。その原因は湿地の上に家を建てている地域のため、下水設備は整ってな

く、下水をそのまま床下に流しているためです。また、水の上には大量のゴミが浮かん

でおり、そのすぐそばで子どもがご飯を食べている状況で、衛生環境の悪さが目立ちま

す。しかし、そこに住む子ども達は皆笑顔で私たちを迎えてくれ、元気いっぱいに走り

回っていました。 

このような地区がある一方でバンコク中心部は開発が進んでおり、高層ビルやファッ

ションビルが立ち並んでおり、他２カ国に比べて貧富の差が一番あるように感じました。 

 

次いでカンボジア、カンボジアはインフラ整備が周辺国に比べかなり遅れており、電

化率が 26％（タイ 99％、ベトナム 89％）、また道路も舗装されているのは全体の 7％だ

そうです。（日本は 79％） 

この環境下で保健医療支援活動を行っている団体 SHARE を訪問しました。 

SHAREは 1988年にカンボジアでの地域

保険活動を開始し、保健状況の厳しい

農村地域で、人材育成や保健システム

への支援、保健教育などを通して健康

な村づくりをめざして活動している団

体であり、主に子供の健康改善を中心

として行っています。 

カンボジアの出生時の平均寿命は５９

歳、乳児死亡率が約 7％、５歳未満死

亡率が約 9％と、子供の死亡率が高い

ことがわかります。これは育て方のわ

かっていない母親が多いためであり、

母親の意識改善をはかる必要がありま

国際保健協力市民の会（SHARE）の此原さんと虎

頭さんと 
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す。 

その中の一つとして挙げられることは子どもの体重測定です。実際、２歳になっても

体重を測ったことのない子どもが多く、村への訪問活動の中で測定をし、初めて標準体

重との差を知るそうです。また慢性の栄養不良が２割を超えており、重度の栄養不良の

子どもに対しては病院に搬送して治療をしています。そして乳児への離乳食の食べさせ

方の問題もあります。これは乳児に対する離乳食の存在を知らない母親が多いというこ

とが原因となっています。現地では小さく切ること、汁物に混ぜて食べさせるところを

実際に見せ、改善をはかっていき、自らも実践できるよう指導しているそうです。ポル

ポト政権時代に医師を含めた多くの知識層が殺害され、カンボジアの医療施設・医療レ

ベルはアジアでもかなり遅れている現状ですが、このように意識改善をすることで救え

る命も数多くあることを知りました。 

 

最後の訪れたシンガポールは東南アジア随一の経済大国。高度人材の育成に力を入れ

ており、教育予算は実に歳出全体の２１％を占めており、国防費に次ぐ予算規模です。

その背景には有能な人材の積極的な発掘、育成が経済発展を支えていることがわかりま

した。また外国旅行者の誘致を積極的に行っており世界の“ハブ”を目指しています。

実際にカジノを含む統合リゾート開発や F1 の開催、国際会議の誘致、港湾などのインフ

ラの開発を進めており来訪者数は 2000年の 770万人から 2011年は 1362万人と年々増加

しており政府観光局は 2015 年までに来訪者 1700 万人、観光収入 300 億を目指すとのこ

とです。 

シンガポールでは日本語学院で日本語を学んでいる学生との交流もあり、流暢に日本語

を話す学生が多く驚きました。皆日本が大好きで日本語の美しさ、日本の四季、文化に

魅力を感じていることを知り、日本人としてとても嬉しくなりました。 

今回３カ国を旅して貧富の差はあるものの、人と人との繋がりの中で皆生活している

のだと思いました。タイのクロントイスラム地区では東日本大震災の際、募金活動を行

い 1 日で約 90 万円集まったそうです。スラムでの 1 日の平均収入が日本円でおよそ 300

円程度と考えるとどれだけ価値のある金額であるかがわかります。 

今回の旅は私にとって、とても貴重なものとなりました。また、年齢も職業も異なる初

対面の団員との９日間の旅は大変刺激的であり、アンコールワットなど世界遺産を巡れ

たことも今後の生活を変える影響を与えてくれました。私自身、恥ずかしながら海外は

遠い世界のことの様に思っていましたが、今回研修に参加したことですごく身近になり、

現地スタッフとして活躍している日本人がこんなにも多くいることを知り、今自分にで

きることは何かと考え生活しているところです。最後に団員の皆様、関係者各位の皆様、

各訪問先で受け入れて下さった皆様に心より感謝致します。 
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東南アジア諸国における生活事情について 

                                野村 弘樹 

 
この度は、タイ、カンボジア、シンガポールと３カ国の国を訪問させいていただくチ

ャンスをいただき、貴重な経験をさせていただきました。また、私にとって、この海外

研修は初めての体験で、とても心に残るものとなりました。 
 私が、この研修で一番感じたことは、富裕層と貧困層の生活水準の差に驚いたことで

す。タイ、カンボジア、シンガポールの３カ国では、それぞれ宿泊施設から食事、衛生

状況などいろいろなものが違っていました。 
 
 タイでは、都市部の大きな道路で、日本の TOYOTA や HONDA の自動車を見かけた

り、世界的に有名な欧州のサッカーのクラブチームの大きな看板や数十階にもなる高層

ビルを見かけることが出来ました。しかし、道を外れ、少し行ったところではスラム自

治区の極貧困層の子供たちがバイクにヘルメットなしで二人乗りしている光景も見かけ

てしまいます。宿泊していたホテルの下では、日本のセブンイレブンでしっかりと梱包

された商品が売っているなか、外の道には腹を下すかもしれないホットスナックが売っ

ていたりと生活水準の差が驚くようにわかりました。スラム自治区での視察は、想像を

超えていて、その貧困さは言葉を失うほどでした。 
 
 カンボジアでは、シェムリアップとプノンペン市内の状況の差に驚きました。シェム

リアップでは、アンコールワットへ行く道路では、タイの洪水の被害の跡が残ったまま

の道路を見たり、昼食に入ったレストランでのスコールの雨漏りなどを体験しました。

そして、プノンペンへ行ってみると、渋滞にもなるかのような自動車やバイクが走行し

ていて、まず、シェムリアップとの交通量の違いに驚きました。また、５日目に行った

市内にある屋台が密集した地域では、たくさんの商品が並び、格安で販売しているのを

見ていると、とても珍しく楽しい体験をする事が出来ました。 
 
 シンガポールでは、タイやカンボジ

アとの生活水準の差に驚きを感じまし

た。シンガポールは、他の２カ国と違

い、街中は高層ビルが次々と立ち並び、

大都会のようでした。チャイナタウン

やオーチャードシティなど発達した観

光地などもあり、都会そのものでした。

また、マリーナベイサンズの施設の中

はとても賑わっていて、とても楽しむ

ことが出来ました。さらに、グループ

研修の際に地下鉄を使ったのですが、 高層ビルが建ち並ぶシンガポール 
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シンガポールのホームには転落防止の設備が施されており、その設備に驚きと喜びを覚

えました。シンガポールは治安もよく、生活にはとても優れた所ではないかと思いまし

た。 
 

今回の研修で、海外へ行くこと自体が初めてだったのですが、初めて日本を離れて、

ほとんど日本語の伝わらない状況で生活して、さらに、海外で働く日本の人々と触れ合

い、たくさんの収穫がありました。また、ボランティアをする人たちの考え方や生活を

知り、とてもこれからの将来に役立つものとなりました。 
今、東南アジア諸国がこのような現状になっていることは望ましいことではなく、格

差の問題や衛生状況の問題など、改善していかなくてはならない問題はいっぱいです。

そのためにも、たくさんの人にこの現状を知っていただき、今何が必要なのか、私たち

に何が出来るのかを考えることが大切だと思います。 
今回、この研修に参加させていただいた北海道国際交流・協力総合センターの方々、

現地で案内、説明などしていただいた TOPTOUR の方々、そして、９日間、一緒に行

動し、楽しく過ごす事の出来た団員の方々にお礼を申し上げて最後の言葉といたします。

本当にありがとうございました。 
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脱貧困へクロントイ・スラムの今 

森田 彰 

 
タイは今、東南アジア諸国連合（ASEAN）の地理的な中心値として、多額の投資を集め

ている。首都バンコクは、工業化への転換に成功。人とモノであふれかえる。一方、急激

な都市化のひずみで生まれたスラム街はなお点在し、繁栄を続けるバンコクに暗い影を落

としている。工業地帯の真ん中にあるバンコク最大のスラム街、クロントイ・スラム。社

会福祉活動家と仲間がつくる財団は、そこで暮らす 10 万人以上に脱貧困への一歩を踏み出

してもらおうと、支援活動を続けている。 
 
バンコクを訪れたのは 2012 年 10 月末。大洪水から 1 年が経っていた。ペップリー通り

やバタヤイ通りなど、幹線道路を行く限りは、大洪水のつめ跡はそれほど感じられない。

トヨタをはじめ多くの日本車が走り、渋滞もある。路面店には、豊富な品が並んでいた。

オフィスビルで働くタイ人男性は「多くの日系企業は操業を再開した」と英語で話し、15
年までの ASEAN 経済統合を控えたバンコク経済は順調、との認識を示してくれた。700
万人とも、行政の統計に反映されにくい滞在者まで含めれば 1 千万人近いとも指摘される

バンコク首都圏の人たちの経済活動は活発だ。 
 
国際協力機構（JICA）タイ事務所が入居するバンコク有数のオフィスビル、エクスチェ

ンジタワー。この高層ビルがあるスクムビット通りと南北に交差するラチャダビセーク通

りを、わずか数㌔南下すると、クロントイ・スラムに出る。バンコクには約 2 千ヵ所のス

ラムがあり、200 万人近くが生活している。最大のクロントイ・スラムには 12 万人が暮ら

す。住民登録すら認められない人まで含めれば 14 万人を超すといわれ、出入りが激しいの

が特徴だ。 
クロントイ・スラムにはバンコク最大の河川、チャオプラヤ川が注ぐ港の近くにある。

1970 年代ごろから、農村部から働きに来た港湾荷役労働者とその家族らが、港近くの空き

地に粗末な家を建てて住みついたのが始まりだ。都市化による急速な人口流入に住宅政策

が追いつかなかった結果、自然に発生したスラム街だ。11 年秋の大洪水の際は、浸水した

家屋や冠水した場所が多かったという。 
クロントイ・スラムを歩いた。木端を継ぎ合わせた平屋建てが軒を連ねる。安価な露店

もある。道幅は 1 ㍍。そこを中古バイクに乗った住民同士が、慣れた様子で、互いにぶつ

かることなく行き交う。家の玄関は開けたまま。全裸の子どもや上半身裸の男性の姿が目

立つ。住民同士が「マイペンライ」（大丈夫）と声を掛け合う場面に何度も出くわした。先

進国が頭を悩ます貧困に起因した犯罪の増加という社会問題は、開放的というより、開け

っぱなしのクロントイ地区にはあまり縁がないようだ。とはいえ、各家庭に電気が供給さ

れているところは、首都ならでは。バッテリーを用意して自家発電する生活する必要があ
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る農村部とは異なる。どの家もテレビや扇風機がつけられ、住民が穏やかな表情で寝転が

っていた。 
 
クロントイ・スラムを支援するドゥアン・プラティープ財団。ここで育った社会福祉活

動家プラティープ・ウンソンタム・秦さん（60）が 78 年、アジアのノーベル賞といわれる

マグサイサイ賞を受賞した賞金で設立した。40 年以上もスラムの生活改善に身をささげ、

時には軍事政権下の治安当局と衝突を繰り返しながら、民主化運動を続けた。実業家タク

シン氏の知己を得た 2000 年の上院選で、スラム住民の圧倒的な支持を得て当選。タクシン

政権下で、貧しい人たちも医療を受けられる制度の確立などに尽力した。しかし、反タク

シン派のアピシット政権下の 10 年、スラム住民を集めた集会が、非常事態令に違反すると

して逮捕状が出された。夫の母国である日本へ避難している間に政権交代が実現。インラ

ック政権が逮捕状を失効としたことで、今は再びクロントイ・スラムに戻り、スラム住民

を代表して政府と折衝するなど、この地の生活改善に取り組んでいる。 
財団を訪れた日、プラティープさんは事務局長として別の会合に出席しており、不在だ

った。代わりに、彼女と 44 年間、活動を共にしている実姉のミンポーン・ウンソンタム副

理事長（67）の話を伺うことができた。 
23 年前から同財団でボランティアを続ける登別市出身の中川紀子さんの通訳で、ミンポ

ーンさんは財団が行う教育や福祉など 23 の事業を説明。「バンコクは貧富の差が激しい。

めまぐるしく変わる政権では、福祉政

策は十分には行き届かない。だからこ

そ、私たちのような財団が果たす役割

は大きい」と力を込めた。 
研修後、団員がお礼に空手の形と

AKB48 の踊りを申し出ると、ボラン

ティアをしながら高齢障害者の研究

をしている吉田圭助さん（33）が、ス

ラム住民を集めてくれ、ホールで交流

会を開いた。笑顔で象さんの歌を歌っ

てくれた子どもの時代には脱貧困がす

すんでいるよう、国際協力を続けてい

くつもりだ。 

クロントイ・スラムは 14万人が暮らすバンコク最大の

スラムだ 
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国際協力研修団名簿 
（五十音順） 

 

 

 

 氏  名 性別 職 業 備 考 

団長 石井 博美 男 団体役員 北海道国際交流・協力総合センター 

団員 市之宮直子 女 主 婦  

〃 今井 みき 女 会 社 員  

〃 小西 梨奈 女 大 学 生    

〃 戸塚  大 男 会 社 員   

〃 西田 千尋 女 会 社 員    

〃 野村 弘樹 男 大 学 生    

〃 森田  彰 男 会 社 員   

添乗 亀田 文恵 女  トップツアー株式会社  
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研修日程表 

日次 月日・曜日 都市名 時 間 交通機関 内    容 食 事 宿泊地 

1 10月 27日 

（土） 

新千歳空港 

 

新千歳空港発 

成田空港発 

バンコク 

7:00 

 

8:00 

11:00 

15:40 

 

 

JL3040 

JL717 

専用車 

新千歳空港団体カウンター前集合 

 

 

 

到着後、専用車にてホテルへ 

 

 

昼：機内 

 

夕：ﾚｽﾄﾗﾝ 

バンコク 

2 10月 28日 

（日） 

バンコク  

専用車 
バンコク市内視察 

アユタヤ市内視察 

朝：ホテル 

昼：ﾚｽﾄﾗﾝ 

夕：自由食 

バンコク 

3 10月 29日 

（月） 

バンコク 

 

9:30 

14:00 

 
専用車 

JICAタイ事務所訪問 

ドゥアンプラティープ財団訪問 

スラム地区幼稚園支援現場視察 

 スラム地区自活支援現場視察 

朝：ホテル 

昼：ﾚｽﾄﾗﾝ 

 

夕：ﾚｽﾄﾗﾝ 

バンコク 

4 10月 30日 

（火） 

 

バンコク 

シェムリアップ 

プノンペン 

 

8:00 

9:00 

17:30 

 

PG903 

 

K6-108 

ホテルより空港へ 

航空機にてシェムリアップへ 

アンコールワット視察 

航空機にてプノンペンへ 

朝：ホテル 

 

昼：ﾚｽﾄﾗﾝ 

夕：ﾚｽﾄﾗﾝ 

プノンペン 

5 10月 31日 

（水） 

プノンペン 8:30 

14:30 専用車 

日本国際ボランティアセンター視察 

SHARE（国際保健協力市民の会）視察 

 

朝：ホテル 

昼：交流会 

夕：ﾚｽﾄﾗﾝ 

プノンペン 

6 11月 1日 

（木） 

プノンペン 

 

 

プノンペン 

シンガポール 

8:30 

10:30 

 

午後 

18:10 

21:10 

 

 

 

 

MI607 

JICAカンボジア事務所訪問 

青年海外協力隊活動現場視察 

（青年教育スポーツ省青少年総局） 

市内視察 

航空機にてシンガポールへ 

到着後、ホテルへ 

朝：ホテル 

 

 

昼：ﾚｽﾄﾗﾝ 

 

夜：ﾚｽﾄﾗﾝ 

シンガポール 

7 11月 2日 

（金） 

シンガポール 9:00 

10:30 

 

15:00 

専用車 

自治体国際化協会訪問 

日星文化交流団体訪問 

昼食交流会 

ニューウォータービジターセンター視察 

朝：ホテル 

昼：交流会 

夜：自由食 
シンガポール 

8 11月 3日 

（土） 

 

シンガポール 

午前 

 

15:00 

 

各 自 

 

専用車 

グループ研修（～15:00） 

 

シンガポール市内視察 

 

朝：ホテル 

昼：自由食 

夜：ﾚｽﾄﾗﾝ 

（報告会） 

機  内 

 

9 

 

11月 4日 

（日） 

 

成田空港 

 

羽田空港 

新千歳空港 

1:55 

9:30 

 

13:30 

15:00 

JL710 出国手続き後、帰国の途へ 

到着後、リムジンバスで羽田空港に移動 

解団式 

12:30 女満別空港行 

13:30 函館空港行 

 

朝：軽食 

昼：各自 
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日付・天候 発着・滞在地 交通機関 内  容 
10/27（土） 
晴れ 

新千歳空港 集合 
 
 
新千歳空港 → 
成田空港 
成田空港 → 
 
スワンナプーム国

際空港（タイ入国） 
→ 
ホテル（バンコク） 
 

 
 
 
JL3040 
 
JL717 
 
専用車 

07：00 新千歳空港 国内線ターミナル JAL 国際線乗継カウンタ

ー前に集合。初対面の団員もいたため簡単に自己紹介を行うが、団員

みんな若干緊張気味。 
08：00 HIECC 職員の見送りを受け出発。 
09：40 成田空港に到着。 
11：00 成田空港にて出国手続き後、タイ・バンコクまで 6 時間 40
分。機内で隣席となった者同士親睦を深める。 
15：40 （現地時間・時差－2 時間）スワンナプーム国際空港到着。

タイの国家プロジェクトとして開設した 24 時間体制、旅客ターミナ

ルビルの総床面積 56 万 3 千㎡と世界一の広さを誇るアジアのハブ空

港に一同感嘆。入国手続き後、専用バスに乗り込みバンコク市街へ。

土曜のため高速道路の渋滞はそれほどでもなかったが、ガイドの方の

説明によれば、平日の朝・夕は郊外からの通勤の車で激しい渋滞にな

るらしい。バンコク市内に入ると、やはり屋台や露店が目に付く。バ

ンコクでは通勤・通学時間が 3 時間、住宅に台所がないなど事情によ

り外食が多く、屋台の売上は公務員やサラリーマンの給料より収入が

多いとのこと。また、道路を走行中の車はトヨタやホンダなどの日本

車が圧倒的に多く、セブンイレブンやファミマなどコンビニも数多く

出店しており、日本との繋がりについて意識させられる。北海道の真

夏日以上の気温（バンコクでは涼しい季節らしい）に東南アジアへ来

たことを実感する。 
17：00 ホテル到着。荷物を部屋に置き、夕食のため再びロビーに集

合、レストランへ。 
19：00 海鮮料理店「ソンブーン」にて名物のプーパッポンカリー（蟹

カレー）やトムヤムクン、南国フルーツを堪能。改めて研修の成功を

誓い、一同、友好を深め合う。 
20:40 翌日のスケジュールを確認し、ホテルにて解散。各自ホテル

周辺を散策。 

行 動 記 録 
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10/28（日） 
晴れ 

バンコク 
 
 
 
 
 
 

暁の寺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

涅槃寺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アユタヤ 

専用車 07：50 寺院を視察するため、肌を露出しすぎない服装でホテルロビ

ーに集合。仏教国であるタイの王室専用寺院、第 1 級寺院を訪問する

に当たり、タイの人々が王室や仏教に対して敬虔な国民であること

や、何度も戦いを繰り返しながら、仏教に経緯を払い、王室自らが壮

大な寺院を建立した歴史について聞く。写真で見るきらびやかなタイ

の寺院には、仏教や天国に対するタイの人々の国民性が表れているこ

とを実感。 
9：00 チャオプラヤー川のほとりにそびえるガイド曰くバンコクで

3 番目に有名なお寺。対岸から舟で川を渡って視察。美しいモザイク

で彩られた塔は、約 200 年前に中国人・インド人が船で貿易のために

持ち込んで輸送中に割れてしまった皿を模様に再利用して作られた

そうで、精巧な塔がいくつも立ち並ぶ景観に宗教的な意味合いの中に

も歴史の一場面を垣間見ることができた。なかでも大仏塔は高さ 75m
で、かつては軍が見張り台として使用。一般人が登る事は考慮されて

いないので、階段が非常に急である。団員は勇気を振り絞って登頂。

上へ上るたびに目の当たりにする建物の精巧な細工に文化の高さを

認識させられる。 
 巨大な涅槃像が横たわる寺院として、また、バンコク市内の 3 大寺

院のひとつとして有名なお寺。ラーマ 1 世によって建てられたタイ式

マッサージの総本山かつ発祥の地である。寺院内に設置された涅槃像

の大きさに一同圧倒されながら、回廊沿いにある願いが叶うというお

賽銭壺にコインを一つ一つ入れながら祈った。次に訪れたエメラルド

寺院には、翡翠でつくられた仏像が納められている。金箔が多く用い

られた鮮やかで煌びやかな装飾の建造物は、すばらしい天国を現した

ものであるという。現在も敬虔な仏教国であるタイのひとびとの中心

を成す考え方が、建物全体から感じることができる。 
12：15 バンコク市内のレストランで、バイキング形式の食事を楽し

む。タイらしい料理はもちろん、フルーツやスイーツも豊富で、暑さ

のなか、数時間にわたり歩いて視察した疲れを癒し、午後の視察への

英気を養う。 
13：20 専用車にてアユタヤ遺跡へ。川や水辺が多いアユタヤ周辺は、

2011 年、洪水で大打撃を受けた日本企業も多く立地するロジャナア

ユタヤ工業地帯やハイテック工業団地が間近に控えている。水がすっ

かり引いた同地区は、工業地帯のほかは、のどかな田園・畑が広がる

ほか、エサをついばむ白サギが数多く見られ、化学物質などによる環

境破壊が進んでいないことも見て取れる。 
15：00 アユタヤ遺跡に到着。1351年にウートン王によってつくら

れたアユタヤは、1767 年にビルマ軍の攻撃により破壊されたが、

その間 400 年以上、アユタヤ王朝の都としてタイの中心であり続

けた都市である。破壊された街は、その残骸を残すのみとなって

いるうえ、貴重な仏像などの建造物も長く放置されている間に盗

賊により頭を切り取られ、国内外へ持ちだされているものが少な

くないという。現存する頭がある仏像も、壊されたあとに散ばっ



27 
 

ていた頭部を載せて復元しているため、もともとの頭部とは異な

っている可能性もあるとのことだ。朽ちた建造物とおびただしい

数の仏像は、繰り返された戦争と王朝の栄枯盛衰を物語っていた。

涅槃像や仏塔で有名なワット・ヤイ・チャイ・モンコンでも多く

の人が訪れ、観光地としてはもちろん、祈りをささげている人も

多く見られた。 

18：00 バンコクへ戻り、ホテルロビーにて解散。各自が散策や

食事などの自由行動を楽しんだ。 

10/29（月） 
晴れ 

バンコク 専用車 8：30 ホテルロビーに集合。オフィス街にある JICA タイ事務所へ

向かう。 
9：00 JICA タイ事務所が入る Exchange Tower は、IC カードによ

る入退館チェックを行っているため、1 階総合窓口で JICA 所員の三

阪氏に出迎えに来て頂いた。31 階の JICA 事務所にて木下次長と三阪

氏から、タイにおける ODA の現状を聞く。 
ASEAN の中でリーダー的立場のタイは、タクシン政権以降、「中

進国」として「援助受入国」から「援助供与国」へ転換期を迎え

ており、ASEAN の他国への援助を開始している。日本との関係は「援

助」を受ける立場から、パートナーとして日本とともに周辺国を支え

ていく関係に変化してきているという。日本企業の進出もそうした地

盤に立ってのことだ。2 年後の 2014 年には、援助開始から 60 年にな

り、モンクット王工科大学の拡充、地下鉄の建設事業、第 2 国際空港

建設事業、チャオプラヤー河川の橋梁建設・修復などこれまでの日本

の支援は多岐に渡るが、一方、その事実を知らないタイ人は多いとい

う。そのため JICA タイ事務所では、これまでの実績をより多くの人

に知ってもらうため、実績を表した ODA マップをタイ語でも作成し、

タイの小中学校などに配布するなどの広報活動にも注力している。 
質疑応答の中で、タイ国内でのゴミ処理事情（ゴミの清掃や分別な

どの意識が一般的にまだ低いこと）や、日本の都道府県単位での身近

な支援活動についても聞いた。日本の公私にわたる人々の支援の積み

重ねにより、日本企業が活躍できる現在があることを知り、これまで

になくタイを身近に感じることができた。 
11：00 昼食のため、バンコク有数のショッピングセンター「ターミ

ナル 21」へ移動。9 階建ての「空港」をコンセプトとしたショッピン

グセンターで、各フロアにパリ・ローマ・東京などの名前が着いてお
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り、それぞれの街をイメージした造りとなっている。吹き抜けの長い

エスカレーターが印象的なダイナミックな内装に驚く。東京フロアで

は、日本とは表情の異なる大きな招き猫が置かれており、日本を誇張

したようなディスプレイにタイにおける日本のイメージを垣間見た

気がした。また、最上階のフードコートフロアでは、日本の全国チェ

ーンの飲食店と並び、北海道浜中町の企業が出店しており、北海道企

業の奮闘にエールを送りたくなった。タイ料理・中華料理・ご飯もの・

麺類・スイーツなどから各自自由に選び昼食を済ます。店の種類の多

さにタイの文化の多様性を感じた。料金は非常にリーズナブルであっ

たが、支払は事前にプリペイドカードを購入して、各店舗で注文時に

引き落とす形式で近代的であった。 
13：00 バンコク最大のスラム地区、クロントイ・スラムにあるプラ

ティーク財団を訪問。北海道からボランティアとして活動している吉

田さんと同財団のミンポー女史の出迎えを受ける。ミンポー女史から

クロントイスラムと財団の活動について話を伺う前に、財団の職員の

方にスラムの中を案内して頂いた。広い道路に面した家と建物が並ぶ

一角の道を一本中に入ると、バイクが一台通るのがやっとの幅数十セ

ンチほどの道が迷路のように続く界隈となる。1 軒が 4～5 畳ほどの

家が軒を連ねるスラム地区は、高床式の家の下には真っ黒な水とゴミ

が散乱する環境で、見るからに衛生環境が悪い状況で、声が出ないほ

どの衝撃を受ける。特に湿地帯であるこの地域は、雨水や排水が溜ま

り、絶えず汚水とゴミに囲まれているという。幅数十センチの両側に

軒を連ねているため、陽光も十分に入るとはいえない。実際のスラム

を歩き、衛生環境による特に小さな子どもや老人への健康面が気にか

かった。スラムを出た直後に突然のスコールも体験し一同慌てて財団

に向かった。 
 ドゥアン・プラティープ財団は、現在は日本人の秦氏と結婚してい

るプラティープ女史とその妹のミンポー女史が中心となり設立され

た。プラティープ女史はわずか 16 歳のときに生活環境改善のための

住民活動を立ち上げ、「1 日 1 バーツ学校」（託児所）を開設し子供達

に学ぶ機会を提供した。これらの活動が認められ、「アジアのノーベ

ル賞」といわれる「ラモン・マグサイサイ賞」を受賞し、その賞金 2
万ドルで設立したのだそうだ。 
 住民と団結し、取り組んだ住環境の改善等の活動に敬意を評すると

ともに、東日本大震災に際しては、スラムの住民が持ち物を売ったり

しながら義援金を集め、日本に送った話を聞き、身が引き締まる思い

がした。 
16：30 バンコク中心部に戻り、高級百貨店があるサイアム・スクエ

ア界隈を小グループに分かれて視察。 
18：30 「タイスキ」で有名な 1965 年創業の「コカ・レストラン」

で夕食。日本の鍋そっくりのタイスキを楽しむ。締めには雑炊が登場

し、数日振りに懐かしい味を堪能した。 
21：00 ロビーにて解散。 
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10/30（火） 
晴れ 
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際空港 → 
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専用車 
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専用車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K-6 108 

04：45 ホテルロビーに集合、チェックアウト後、バスにてスワンナ

プーム空港へ。 
08：00 バンコクエアウェイズで一路シェムリアップへ。所要時間、

わずか 1 時間で到着。その短いフライトにも朝食が配られ、タイ最後

の食事をとった。 
09：00 シェムリアップ国際空港に到着。空港建物は平屋で、シェム

リアップののどかな雰囲気を感じる。入国手続き後、バスで世界文化

遺産アンコール遺跡へ向かう。道すがら、睡蓮が咲き乱れる風景やビ

ルがひとつもなく高床式の家が並ぶシェムリアップの街を目にし、改

めて ASEAN 中進国のタイとの違いを感じる。 
9：30 アンコール遺跡に到着。遺跡は、それぞれメインとなる建物

の向きが異なるが、アンコールトムのバイヨンは東向きのため、午前

中によく日が当たるアンコールトムから視察。気温がすでに 30℃近

くあるなか、日陰が少ない遺跡内を汗をかきながら、日本語ガイドの

タラさんの説明を聞く。建物の壁には戦争や生活の様子などの他、神

話について細かく壁画として描かれており、当時の様子、特にインド、

中国など、周辺の国々との関わりを知ることができた。 
12：00 アンコールトムからアンコールワットへバスで移動する途

中、レストランで昼食。鶏の唐揚やあっさりのカンボジア麺、さらに

日本のさつま揚げと全く変わらないカンボジア風さつま揚げにひと

時の安らぎを感じる一同。また、デザートのかぼちゃのスイーツは、

「かぼちゃ」の語源がカンボジアという説があることなども思い出

し、日本とのつながりを感じた。また、昼食中には午前中の陽光の強

さから一転、突然のスコールも体験。あっという間に道路に小川がで

きるほどの雨量に驚く。タイのスコールはすぐに止んでしまったた

め、カンボジアで初めて北海道にはない南国の気候を体験した。 
13：30 アンコールワットを視察。絵葉書などで有名なアングルを間

近に見て、その美しさと大きさに一同感動する。時間が余ったため、

長い年月を経て樹木と一体化した寺院遺跡のタプロームを視察。樹齢

数百年のガジュマルが包むように遺跡を侵食している様子は、映画の

ワンシーンのようだった。 
17：30 シェムリアップ空港からカンボジア・アンコール航空にてプ

ノンペン国際空港へ。所要時間は 45 分。夕暮れどきの空の旅では、

窓からスコールを降らせていると思われる入道雲が発達していく様

子やカンボジアで最大の湖、トンレサップ湖、雨雲に稲妻が走ってい

く様子が観察できた。 
18：15 プノンペン国際空港到着後、プノンペン市街地へ。バンコク

と比較すると、外灯の数の少なさから全体的に暗い印象を受ける。車

は日本車が多く、バイクは更に多く見られた。またバイクは乗員数に

制限が無いらしく、目撃した中では家族６人乗っていたバイクもあっ

た。 
19：00 クメール料理の「マリス」で夕食。タイ料理や中華料理が続

いていた中、辛さがあまりなく食べやすいカンボジア料理に喜ぶ団員
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も。この日食したクメール料理は、和食とタイ料理・中華料理の中間

とも思える料理で、ゴマとタピオカを使ったデザートとコーヒーは馴

染み深い味であった。 
21：00 ホテルのロビーにて解散。 

10/31（水） 
晴れ 

プノンペン 専用車 07：45 ホテルロビーに集合。専用車で日本国際ボランティアセンタ

ー（JVC）へ向かう。カンボジアの朝は早く、一般の店舗は 7 時から

開店、役所は 7 時半に仕事を始めるそうで、我々一向が目的地へ向か

う頃には、車・バイクの通行量は多く街はにぎわっていた。 
08：00 JVC 事務所に到着。代表の若杉氏により、同法人が手がけ

る事業についてレクチャーを受ける。JVC の事務所は、クメール語、

英語の書籍など約 7000 冊の蔵書を有した図書館としての役割の他、

生態系に配慮した農業による農家の生計改善プロジェクトを展開し

ている。現在は、シェムリアップ県ソトニコム群などの比較的貧しい

地域でスタッフ・農民ボランティアが協力し合って活動を行ってい

る。カンボジアでは、国民の約 8 割が農業に従事しているが、自家消

費が目的で、平均収穫量も低い。JVC では稲作技術改善や家庭菜園の

研修などを行い、収量の増加や食生活を豊かにするためのサポートを

行っているそうだ。JVC の活動を通じ、家庭菜園で採れた作物を漬物

に加工し販売する団体も出来、少しずつその成果が実を結び始めてい

るそうだ。 
10：30 JVC が一部サポートを行っている自動車技術学校を訪問。

同校は、個人の日本人によって開設され、現在は修理工場と学校、寮

を併設する 2 年制の学校となっている。1 学年 100 名の生徒がおり、

修理工場での収益のほか各方面からの援助で学校運営・奨学制度を賄

っているそうだ。近年は、TOYOTA をはじめとする日本企業のサポ

ートも受けており、卒業生はプノンペンで小さな修理工場を立ち上げ

る人もいるという。修理工場では、我々が見学している間にも故障車

の持ち込みがあり、ライバル修理工場が増加するなか、技術力により

リピーターを確保し健闘しているようだ。 
12：00 華南大酒楼で、JVC 代表の若杉氏、午後に訪問予定の NGO
国際保健協力市民の会（通称：SHARE）の虎頭氏、此原氏とともに

ランチ交流会を行う。食事をしながら、各氏からプノンペン・カンボ

ジアの現状や、これまでの各氏のボランティア経験などを聞き、なご

やかな雰囲気のなかにも、一層、海外での臨場感溢れる支援活動につ

いての話を聞いた。 
13：30 NGO 団体 SHARE の事務所で、交流会でも話を聞いた虎頭

氏、此原氏から、活動内容についてのレクチャーを受けた。カンボジ

アでは衛生環境の悪さや栄養不足が問題となっており、子供達の体調

不良の改善のため、健康診断の実施を行っていること。また、離乳食

の習慣がないことから健康を害している乳幼児のため、離乳食の指導

や幼児への食事の与え方などを指導する活動を行っていることを伺

った。さらにカンボジアでは、病院および公的保健施設が整っておら

ず、無免で点滴を行ったりしている事実があるため、医療知識や国家
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資格について啓蒙・普及させる活動も必要を感じていることも伺っ

た。 
15：00 独立記念塔・セントラルマーケットなどの市内を視察。折し

も 10 月 15 日にシアヌーク前国王が死去し、国民は喪に服している最

中で、町中のいたるところに前国王の遺影が掲げられ、セントラルマ

ーケットには祭壇があり、通りがかったカンボジア人がお線香を上げ

ている光景にも遭遇した。また、前国王に供えるためのカラフルな花

も目を引いた。セントラルマーケットの建物内はアクセサリー・時計

などを売っているが、その周りには露天商が魚・野菜・衣類・玩具な

どあらゆる商品を売っている。菓子類でいえば、中国語が書かれた商

品が多く目に付いた。都市部には高層ビルはほとんどなく、古いがア

ジアと西洋建築が融合したような趣のある建物が多く見受けられた。

街中でも無邪気に遊ぶ子供達の姿も印象的だった。 
18：30 プノンペンの南側、高級住宅街の一角にあるカンボジア・タ

イ料理の店、クメール・スリンで夕食。カンボジアでのツアー手配を

担当した S.M.I トラベルのカンボジア圏代表の加藤氏と同席し、カン

ボジアの日常生活についての話を伺った。 
20：30 翌朝のスケジュールを確認し、ロビーにて解散後、シンガポ

ールでの交流会に向けた打ち合わせを実施。開催まで日がないなか、

団員一丸となってアイデアを纏めた。 
11/1（木） プノンペン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専用車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07：45 ホテルロビーに集合。道すがら、プノンペン事情、特に欧米

人向け私立学校等について説明を受けながら JICAカンボジア事務所

へ向かう。 
08：00 JICA カンボジア事務所に到着。竹内次長、小川氏により、

ASEAN におけるカンボジアの位置付け、ポルポト時代が国民に与え

た精神的影響や生活水準・医療水準などの現状についての説明を受け

た。また、支援事業の一環で、日本への研修制度を設けているが、事

業のスパンによっては、研修生が学んだことを自国で発揮するチャン

スとタイミングが難しいことなどの話を聞いた。また、ASEAN の中

で最も経済力が弱く、インフラの整備もこれからであり、貧富の差も

あまりつかないほど発展途上にあるということも伺った。カンボジア

人は高齢者を筆頭にあまり意見をいわない傾向があり、それがポルポ

ト政権の影響であることも教えられ、知識として知っていた歴史が与

える影響を実感した。 
10：30 青年教育スポーツ省青少年総局を訪問。副局長のモラー氏か

ら歓迎を受け、日本語を学ぶ大学生、チャムナー氏の通訳によりモラ

ー氏の話を聞く。その後シニアボランティアとして青年教育スポーツ

省青少年総局で教育アドバイザーを担当する玉野井氏からカンボジ

アでの教育制度について、体育館やグラウンドなどの施設設備が不十

分なことから体育の授業がないことや、音楽・美術などの情操教育は

今後の課題であることなどの説明を聞いた。最近では韓国の学生ボラ

ンティアが積極的に活動しており、日本においてもカンボジアの学生

との交流を積極的に行って欲しいという希望も伺った。 
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12：00 市内のレストラン、トンレ・バサックで昼食。バイキング形

式の同店は、一般大衆的な店で、カンボジアで馴染みの料理のほか、

日本食の天ぷら・巻寿司などもあり、昼時ということもあってか団体

客などで賑わっていた。 

13：30 トゥールスレン博物館を視察。元は高校の校舎だった同博物

館の建物には、ポルポト政権下、1975 年から 79 年までの 4 年間、政

治犯とされた人々が収容されていた。拷問に使われた器具や綿々と続

く処刑された人々の写真を見るうちに、一同、その重苦しい雰囲気と

残酷な歴史に思いをはせ、通訳ガイドの話に聞き入った。 

14：40 ワット・プノンを視察。プノンペンのシンボルであり、プノ

ンペンの名前の由来ともなっている寺院で、平日ではあったが、お参

りに来ている人は多く感じた。また、スズメのような小さな鳥が売ら

れており、お参りに来た人が買って、逃がすとご利益があるのだそう

だ。ワットプノンのある公園では、カンボジア人のボランティアと思

われる若者たちが小さな子どもと楽しく遊んでいた。トゥールスレン

博物館で知った史実を前にして、そののどかな光景が一層印象的に感

じた。 

18：10 シルクエアーでシンガポールへ。所要時間は 2 時間。 
 
 
21：10 カンボジアとの時差は 1 時間。入国手続きを済ませ、バスで

ホテルへ。 
22：30 ホテルにて各自チェックイン手続きを行った。その後、かな

り遅い夕食となったが、ホテル内のレストランでシンガポール・チキ

ンライスを頂き、団員一同、舌鼓を打った。 
23：00 食事を終え、翌日の集合時刻等を確認して解散。 

11/2（金） シンガポール 専用車 08：40 ホテルロビーに集合。専用車で自治体国際化協会（通称：

CLAIR）シンガポール事務所へ。 
09：00 CLAIR を訪問。中村次長、長濱調査役、小宮山所長補佐か

ら、シンガポール事務所は 22 年前に設置され、ASEAN10 カ国とイ

ンドを対象地域に日本の地方自治体が活動を行う支援を行っている

こと、マレーシアから独立したシンガポール特有の国内事情や、政府

が国民の一定レベル以上の生活水準に大きく貢献し、世界的に見ても

目覚ましい経済発展を遂げてきた背景などについて、また、水不足か

らマレーシアより水を購入しているシンガポールならではの水ビジ

ネスなどの説明を受けた。 
11：00 日星文化交流団体を訪問。施設についての説明を受けたのち、

同団体の日本語教室の生徒と交流会を実施。団員からは写真スライド

を使った北海道の紹介、剣道の型の実演、団員全員による AKB48 の

ダンスを披露した。団員は、一様に緊張を隠せなかったが、観客のシ

ンガポールの若者たちが拍手や手拍子で応援してくれたため、和気

藹々とした雰囲気となった。その後、4 つのグループに分かれ、シン

ガポールと日本の互いの文化・習慣などについてディスカッションを
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行った。 
13：00 引き続き、日星文化交流団体の方や日本語学校の生徒達と一

緒にランチ交流会。各テーブルとも団員とシンガポール人が同席し歓

談。交流会で気心が知れたこともあり、どのテーブルでも積極的に会

話をしたり、一緒に記念写真を撮ったりする光景が多くみられた。最

後はメールアドレスを交換したり、お互いに FACEBOOK の友達申

請を行ったりするグループも多くあった。瞬く間に時間が過ぎ、今後

も連絡をとりあうことを約束しながらレストランを後にした。 
14：45 CLAIR でも話題になった水ビジネスについて見学できる「ニ

ューウォータービジターセンター」を訪問。「ニューウォーター」事

業は、水資源がなくマレーシアから水輸入しているシンガポールが開

発している再生水事業で、現在 30％の上水を賄っている。マレーシ

アとの契約が満了となる 2061 年以降は、水の購入価格が上がるため、

「ニューウォーター」の比率を 50％まで上げる国家レベルの政策だ。

ニューウォータービジターセンターでは、下水を再生水にする過程に

ついて見学。ニューウォーターは、日本および米国の技術を使った高

度な浄化フィルターと紫外線によって消毒した再生水で、かなり

純度が高い水だそうだ。ミネラルなど不純物を含まない純水は、

大量に飲み続けると体によくないこと、また、再生水を飲むこと

に生理的な抵抗感が強いこともあり、シンガポールでは、ニュー

ウォーターを従来の原水に混ぜて浄水場を通して上水として供給

しているそうだ。国内にはニューウォーターの施設が 4 つあり、

この施設だけで 2061 年までに目標とするニューウォーターの供

給量を達成できるという。ここでも日本の技術が活躍しているこ

とや、水源豊かな日本では考えることのなかった、ニューウォー

ターという発想に驚いた。 
17：00 ホテルロビーにて解散。夕食は自由行動にて団員それぞ

れで楽しんだ。 
11/3（土） 
曇りのち雨 

シンガポール 専用車 ～14：45 グループ研修。団員はグループに分かれ、それぞれ興味の

あるエリアを視察した。各自別行動ではあったが、それぞれ日本、特

に北海道との繋がりを発見したり、シンガポールの文化に直接ふれる

ことで有意義な時間を過ごした。 
15：00 シンガポール市内視察。マーライオン公園、マリーナサンズ

ホテル付近を散策。マリーナサンズホテル内にあるカジノは外国人の

入場料を無料とし、旅行客などが訪れやすいシステムになっている。

はじめて見る豪華なカジノやブランドショップが立ち並ぶホテル界

隈は高級感があふれるエリアだった。その中に道内企業のチョコレー

トで有名な ROYCE が出店していた。 
18：20 四川豆花飯荘で海外派遣研修最後の夕食。食事をとりながら、

今回の研修について各自が感想や学んだことなどを発表しあい、忙し

いスケジュールのなかにも充実した研修旅行であったことを確かめ

あった。 
20：20 空港へ行く前にナイトサファリへ。希少動物を含む動物達が
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自然に近い形で生息する様子を日本語の案内がついたトラムで見学。

暗闇の中で次第に目が慣れると、間近にみる野生に近い動物達に驚き

ながら、最後となった視察をこれまでの研修を振り返りながら楽しん

だ。視察後、シンガポール空港へ。 
11/4（日） シンガポール・チャ

ンギ空港 
→成田空港 

JL-710 
 
バス 

01：55 シンガポール・チャンギ空港で出国手続きを済ませ、一路、

日本へ。 
09：30 成田空港着。入国手続きを済ませ、バスで羽田空港へ移動。 
12：00 羽田空港で解団式を行う。団長の挨拶後、解散。各自空路に

て帰道。 



 




