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バンコクのラチャプラソン交差点地域（昼間）とアソーク通り（夜間）（2014年 4月）  

３. NCPO＝国家平和秩序維持評議会→暫定政権の公約  

   * NCPO＝National Council for Peace and Order  

   （☞すべて軍人と警察官で構成） 

 軍部はクーデターを起こした後に政治改革を推進し、

秩序を回復することを宣言（2014年 5月 22日） 

 暫定憲法を制定し、新憲法を作成する過程と必要とす

る時間を定めたロードマップを発表（2014年 7月 22日）  

 総選挙は2016年上旬、遅くても中旬に実施を公約（当

初は新憲法の可決を国民投票で決めることが暫定憲

法に記述されず）（☞さらに数ヶ月かかる状況） 

3-2.暫定憲法の主要内容 

 NCPOが暫定国会、国家改革評議会、内閣の人員を

選定し任命する 

 国家改革評議会、暫定国会、内閣、NCPOから合計 

35人の委員を選定し新憲法作成を任ずる（2014年 10

月中旬から早くても１５ヶ月間かかる） 

 選挙票の売買は売る側も罰にする  

（☞買う側だけでない） 

 過去解党された党役員は選挙に立候補できない 

 行政の最高責任者は、他に操縦されず、自らの意思で

任務遂行する（☞前政権の状況を反省） 

 財政に大きな負担がかかるポピュリズム公約や政策

の規制 

3-3. 新憲法制定日程 (所用期間) 

 国家改革評議会が新憲法の要点を立案委員会に提出

する（2 ヶ月） 

 ３５人の委員が新憲法を立案し政府、暫定国会、国家

改革評議会に提出する（4 ヶ月） 

 同上 意見交換（1 ヶ月） 

（☞2015年 6月の講演時点の状況） 

 意見の対応は２ヶ月間以内に行って、国家改革評議会

に提出し、可決を求める（3 ヶ月） 

 国王の受諾と選挙法の作成（5 ヶ月） 

⇒合計１５ヶ月間かかる。２０１４年１０月にスタートし、予定

では２０１５年１２月にすべてを終える（☞準備 3－4 ヶ月を

見越し、2016年 3月以後に選挙の見込み） 

4. 新憲法などの実際の進展状況 

  憲法草案は次のような多くのセンシティブな項目が取り入れ

られている 

 議員でない外部の者が首相になれる 

（☞1997年憲法では首相になれない。当初国会過半

数だったが、2/3以上の賛成で首相になれるに修正） 

 全国区の制度の変更、２００席の参議院は７７席の県

代表だけが直接選挙で選ばれ、残りは間接的に選出

される 

（☞軍部代表が沢山入る懸念、参議院に大きな権限） 

 無所属の立候補者を認める 

 官僚を異動する権限は政府でない特別委員会に譲渡

する 

 意図的に政党の力を弱める  

4-2. 新憲法などの実際の進展状況（2） 

 国民投票を行うべきと政治家を始め世間からの要請 
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第 3回日系企業勉強会は、約 80人の日系企業関係者に参加していただきました。第 4回勉強会は、2015年 11 月 27日（金）に日系企

業での中核人材育成、日本語教育などをテーマに開催します。詳細は TNI学長室または広報部にご連絡ください。 

 一方、一部の国家改革評議員は、国家改革要項をあ

る程度実現してから選挙に移行した方がよいと主張 

 ２０１４年の暫定憲法では国民投票を実施することが

定められていなく、暫定憲法を改正する必要がある 

 政府は国民投票を行うと決定し、これと同時に暫定国

会と国家改革評議会からそれぞれ１つの大きな課題を

提出してもらい、国民の意向を聞くことを約束 

（☞例として、選挙は改革してから国民選挙を提案） 

 上記の案件を含めた暫定憲法の改正が６月１８日に暫

定国会で可決される。これにより選挙時期は更に３－

４ヶ月くらい延びる。（☞来年の 9月ごろに選挙） 

4-3. 暫定政府の経済運営 

 インフラ整備のメガプロジェクトの予算を３兆バーツに

設定（☞前は 2兆バーツだった） 

 国境沿いに特別経済振興区域の設置（必要なインフラ

を整備し、近隣国の労働者を自由に使え、法人税率を

１０％に下げる）（☞いずれも、カンボジア、ラオス、ミャ

ンマー、マレーシア国境） 

 中小企業の法人税率を下げる。利益の最初の３０万バ

ーツは免税され、つぎの３０万～３００万バーツは１５％

に下げる（☞現在は、20％） 

 国際本社や国際商社の法人税優遇措置：海外取引に

よる利益は対象外にして、国内取引のものを１０％の

税率にする（☞シンガポールなどと比して比較優位なタ

イへの呼び込み策） 

4-4. 暫定政府の経済運営（2） 

 公務員に国民サービスを改善するための許可を取る

のに必要とする時間や書類をあらかじめ明確にするこ

とを法律で義務づける 

（☞7月実行、いままで新築許可で時間がかかってい

たのを短縮、工業省の工場許可を 30-90日で許可等） 

 企業の研究開発を振興するために国からの補助金や

研究員を支援し、さらにかかった費用を３倍に計上でき

るようにする 

 相続税を取り入れる（☞1億バーツ以上のものを対象） 

 土地税と住宅税率を引き上げる 

5. 今後のシナリオ 

 ☞以下の 3つ の シナリオが考えられる 

1. 障害なく憲法草案が９月に国家改革評議会を通って、

さらに国民投票で可決される。➡この場合は２０１６年

の９月に総選挙が行える。 

2. ２０１５年９月に憲法草案が国家改革評議会で否決さ

れる。➡この場合は憲法制定は最初からやり直し、さ

らに１－２年間かかる。 

3. 国民投票で「改革をしてから選挙を行う」の追加質問が

設けられ、それが可決される。➡この場合は暫定政権

がさらに２年間続くことになる。   

5-2.NIDA（タイ国立開発行政大学院大学）の世論調査 

    ⋆ NIDA＝National Institute of Development Administration 

 暫定政権はいつまで継続するべきか？ 

➡３０％は、暫定政府は憲法の制定が終わり総選挙

を行うまで継続するべき  

➡２８％は、暫定政府はもう２年間継続すべき 

➡１８％は、暫定政府は２０２０年まで継続してもよい

（☞暫定政府が 3-4年継続の可能性） 

➡１８％は、暫定政権はすぐ辞めるべき 
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TNI 生の採用についてのご案内 

TNIジョブフェア 2015.1.21：日系企業等 108 社が参加 

泰日工業大学（TNI）奨学金ご協力のお願い 

 憲法の制定は国民投票で決めるべきか？

➡７２％は賛成、２２％は反対 

 選挙は改革後に行うべきか？

➡６８.６％は賛成、２４％は反対（☞国民の多くは、選

挙で悪循環は厳しいと感じる。一方外国のプレッシャー

があり、暫定政権はこのことを口にしていない）

5-3. 民主主義の必要条件 

 国の理念を記した憲法（☞タイの憲法は、日本に比し、

細かい点を入れた分厚いもの）

 行政の最高責

任者の自立性

と倫理性（前政

権のように、他

から操縦を受け

ない）

 倫理観と価値観

 言論の自由とヘイトスピーチ（憎悪を煽る表現）の規制

（☞前政権時のありすぎたヘイトスピーチ）

 抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)

（☞タイ社会では弱い）

 国民の権利と義務は自立した意思で実行できる

（☞権力が怖く、マスコミも機能しない弱さ）

 アクティブ・シチズン（active citizen地域社会に積極的

に参加する市民）

5-4.TNI生、プラユット首相から受賞（左写真ご参照） 

 2015年 3月 20日（金） TNI 情報技術学部マルチメ

ディア専攻２年生のチャムルーンラック・トーンルアンさ

んは、「両親への最大の感謝」のエッセイ大会で、第 1

位を受賞。（☞保護者や恩師への感謝は暫定政権が

力を入れている価値）

 同コンテストは、NCPO（国家平和秩序維持評議会）の

推奨するタイ人の 12の主要価値の１つで、プラユット

首相から賞を受ける。

（☞国家・宗教・王政の護持、規律、公共のために正直、

献身的、忍耐強くあることなど 2014年 12月に設定）

 日系企業の方から、TNI生の採用をど

うしたらよいか、とよく聞かれます。確か

に、タイ一般大学では就職に力を入れて

いないところが多く、これまでは、就職斡

旋機関などの紹介に頼る企業が多かっ

たようです。 

  TNIでは、インターンシップ･就職サポ

ートセンターを設け、学生と会社の便宜

を図るようにしています。以下の 4つの

手段をご活用ください。 

① ジョブフェア：毎年1月に100社以上

の企業に会社ブースを設け、就職

の案内をしていただきます。

② ジョブドットコム：日系企業専用就

職･求職ウエブサイトを設置し、企業

と学生の出会いを促進しています。

（www.JOBTNI.comをご参照）

③ 就職センターに直接申し込む：求人

票や求人職務内容を書いて、以下

に申し込んでください。就職センター

では、時期によっては、会社説明会

を開く一方、これらを学内や

FACEBOOKで紹介いたします。
Tel: 02-763-2750/2770
Fax: 02-763-2754
Email: coopedu@tni.ac.th

④ インターンシップ：学部学科により 4

ヶ月（＝16週間）と2ヶ月（＝8週間）

に分かれますが、学生の専門分野

に合った現場でのインターンシップ

を実施して

います。日

本企業の実

際のモノづく

り、企業文

化、日本文

化を学び、日本ファンになる学生が

多く、そのまま就職につながることも

あります。 

 なお TNIでは日本の広義のモノづくり

に関心を持つ優秀な学生をタイ全土から

広く募集し、産業界のグローバルニーズ

に合致した人材に育てるため、全学部生

の 5％に当たる年間 200人の意欲を持っ

た優秀な学生に奨学金を提供しており、

この奨学金ご提供企業を優先して上記

手段を利用していただいています。 

ご協力いただければ幸いです。 




