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調査団員構成

○フォローアップ調査の目的 
　本フォローアップ調査は、2002年度よりJICA札幌が所管している「農民参加型用水管理システム」研修に参加
したラオス国帰国研修員のアクションプランの実施状況を確認、フォローするために実施するものである。本研修
コースは受入機関である大雪土地改良区はじめ、他4つの土地改良区及び、支援機関として北海道開発局等の関係
行政機関、北海道大学との連携体制のもと、農家自らが潅漑用水の効率的な利用及び施設の持続的な管理のための
作業に参加する仕組みを形成し、農業の発展を図ることを目的として実施してきた。 
　本研修の研修員帰国後活動については、メールベース、クエスチョネア、TV会議による状況把握・支援を行っ
てきたが、研修員はそれぞれ帰国後にアクションプランの実現に向け行動を起こしているものの、潅漑管理組織の
改善や農家への指導実施にあたり、各種の課題に直面していることが予想された。また、農民参加型用水管理組織
は、現地の自然条件や歴史・文化・社会・経済的背景等の実情に応じたものでなければならず、研修で習得した日
本型組織を現地の状況に適合・修正する必要がある。 
　 したがって、本フォローアップ調査は、ラオス国における潅漑管理組織、施設維持管理状況を調査するととも
に、帰国研修員をはじめとする潅漑管理を担当する行政官、農家との意見交換を通じ、ラオス国における潅漑管理
織のあり方、潅漑施設維持管理方法について、議論、検討アドバイスを行うことを目的として行ったものである。 

○調査日程 
　１．調査期間：平成２２年１月１７日（日）～２７日（水） 
　２．調査対象：2007年度～2009年度帰国研修員（農林省）及びその同僚、農家関係者 
　３．実施場所：農林省、ビェンチャン郊外及びポリカムサイ県サイト、潅漑大学 
 
○団員構成

 氏　　　名  構成  業務分掌  所　　　　　　属  本研修での役割

 福島　健司  団長 総括  北海道開発局小樽道路事業所 副所
長（北海道大学農学部）  コースリーダー

 松尾　秀人  団員  施設維持・管理  大雪土地改良区 
総務課長  受託機関ＪＩＣＡ研修担当
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午前８時２０分千歳空港→１０時２０分名古屋中部国際空港午後１１時　名古屋中部国際空港→午後３時４５分
タイ・バンコク空港午後１０時３０分　ビエンチャン・ホテルチェックイン 
 

　 　

　    
 
 
 
午前１１時　農林省表敬訪問 
計画局次長ハンホン氏と懇談 
 

【第１日目】１月１７日（日） 
日本からラオスへ向かう。

【第２日目】１月１８日（月） 
午前９時　ＪＩＣＡラオス事務所表敬訪問高島所長、渡辺企画調査員と懇談、通訳と打ち合わせ（通訳ゴーン
氏）。

午後１時３０分　農林省灌漑局で日本側専門家と帰国研修員によるプレ
ゼンテーション及びワークショップ。 
シタヘン農林大臣挨拶後、開発福島副所長今回の調査目的について説
明。 

○調査項目と内容 
　本フォローアップ調査は、帰国研修員の作成したアクションプランの実施状況の確認・フォロー、研修内容
の現地適合性の確認及び本邦での研修内容の改善点を探ることを目的としている。そのための活動として、表1
に記載した派遣機関及び帰国研修員を対象にしたプレゼンテーションと意見交換、帰国研修員を同行しての現
地調査、現地調査の結果に基づく帰国研修員及び派遣機関との意見交換などの活動を行った。

小西　一也  団員  組織運営・管理  富良野土地改良区 
工務課主幹  ＪＩＣＡ研修担当、講師

 佐々木　克也  団員   組織運営・管理  てしおがわ土地改良区 
工務部　技師  ＪＩＣＡ研修担当

 板垣　賢樹  団員  企画調整  ＪＩＣＡ札幌研修業務課 
  研修担当
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Ｈ２１年度研修員サイ氏より研修後の成果等について報告を受ける。

【第３日目】１月１９日（火） 
午前９時　農林省灌漑局でワークショップ

午前、午後灌漑局でフォローアップチームがプレゼン資料を用いて灌漑局帰国研修員及びその他職員と日本の農
民参加型用水管理システム、ＬＩＤ（土地改良区）の役割、組織としての活動内容について説明。 
フォローアップチームのプレゼンは１人４０分程度の持ち時間で午前は大雪土地改良区松尾課長が、午後は富良
野土地改良区小西、てしおがわ土地改佐々木技師の順で行った。 午後４時終了。

【大雪土改：松尾課長プレゼン】 
大雪土地改良区の概要説明後、写
真を中心に改良区の施設について
プレゼンを行う。 
 

【富良野土改：小西プレゼン】 
富良野土地改良区の概要を説明
後、改良区の役割、組織体系、
運営についてプレゼンを行う。 
 

 

【てしおがわ土改：佐々木技師プレ
ゼン】 
てしおがわ土地改良区の概要説明後
主に改良区で行っている事業等につ
いてプレゼンを行う。 

 

【第４日目】１月２０日（水） 
午前８時３０分　ビエンチャン　ティン・タンゴティ地区ヒアリング

事 業 年 ２００５年 
受益面積 ５００ｈａ 
事業前　乾期１２１ｈａ　雨期３００ｈａ 
事業後　乾期３２８ｈａ　雨期５００ｈａ 
農家戸数 ６０９戸 
水 利 費 
米　　価 ２０００ｋｉｐ／ｋｇ ・・日本円約２１円 （1円 = 93.6キープ） 
経営面積　０．５～２．０ｈａ 
水利費未収問題　　有り（入り作受益者） 
事業後耕作面積が増え（特に水害による被害のない乾期の面積増が大）それに伴い収入も増え出稼ぎに出なくて
も生活が出来るようになった。 
※雨期は洪水になると作付の１０％～２０％ひどい年は全く収穫出来ない事もある。 
未収金は地方からの入り作農家がほとんどで金で払えない場合米を差し押さえすることもあり。 
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　 　 　 ワークショップ　　　　　　　　　　 　　　　　 　 　 　 　ポンプ施設 

　 　  
　　　　 　　幹線用水路　　　　　　　　 　 　　 　 分岐施設 

　

※午後１時３０分　ビエンチャンからボリカムサイ県へ移動（１３０ｋｍ）。 
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事 業 年２００７年 
受益面積２００ｈａ 
農家戸数２９４戸 
収　　量 ６ｔ（事業前４ｔ） ／ｈａ 　　１０俵／１０ａ 
水 利 費２００ｋｇ／ｈａ　　日本円約４３００円／ｈａ（1円 = 93.6キープ） 
米　　価２０００ｋｉｐ／ｋｇ・・日本円約２１円 １俵１２６０円 
経営面積　０．２ｈａ～４．０ｈａ 
水利費未収問題　有り 
共同作業　実施している（土水路の土砂上げ及びポンプステーションの清掃等 
生活水準　事業前より向上 
 
現在は９８０万ｋｉｐの収入、日本円にして１０万円程度（ラオスの物価は日本の１／４～１／５）。 
事業前は年収５００万ｋｉｐ以下農家が大半を占めていたがその収入では生活が出来ず出稼ぎをして生計をた
てていたそうである。 
今回の灌漑事業で乾期でも作付が可能となり年収も５００万ｋｉｐ以上あげる 
ことが可能となり、出稼ぎに行かなくても暮らしていけるそうである。 
 
農家から政府への要望 
①電気代を安価にしてほしい。 
②水路の延長工事（貯水池を廃止しメコン川から取水）。 
③支線用水路の装工。 
④米価の価格を上げて欲しい。 
⑤販売ルートの確保 
 
 
　地元農民とのワークショップ　　 　田植え後の水田（田越し水田）　　　支線用水路（ライニング水路） 

　 　  

ＬＩＤ（土地改良区）からのコメント 
未収金処理対し、一律の負担金を求めるのではなく、地区内の収量を判断し水利費を傾斜配分
する方法も考えるべき。 
又、レンタル農家の情報を組織で把握し、共同作業及び水利費の徴収を行えるシステムの構築
が必要。

午前１時４０分　ボリカムサイ県パクペン地区ヒアリング

事 業 年 ２００３年 
受益面積　１２０ｈａ 
農家戸数　　６１戸 
収　　量 ５．２ｔ（事業前４ｔ）／ｈａ ８．６俵／１０ａ 
水 利 費　　２００ｋｇ／ｈａ（運営費及び維持管理費）約４３００円／ｈａ 
米　　価　２０００ｋｉｐ／ｋｇ １俵１２６０円 
経営面積　１．０～４．０ｈａ 

【第５日目】１月２１日（木） 
午前１０時　ボリカムサイ県パクサン地区ヒアリング
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　 　 地元農民とのワークショップ　　　　　 　 　 　幹線用水路　　　　　　　　　　 　　　　ポンプ施設 

　 　 　

　　　　　ポンプ施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　地元農民とのワークショップ 

　 　

水利費未収問題　有り 
共同作業　実施している（土水路の土砂上げ及びポンプステーションの清掃等） 
生活水準　事業前より向上（年収１０００万ｋｉｐ、出稼ぎが無くなった） 
 
農家から政府への要望 
①事業の継続 
②政府からの補助金 
③水路走行の実施 
④技術研修を行って欲しい（水管理に関すること）。 

ＬＩＤからのコメント 
　水管理について、管理人がどのように水管理をするか理解していないため効率的な
水利用がされていないと思われる。 
　ただ水が流れれば良いと判断するのではなく、必要が無い時は水量を少なくするな
ど判断し水管理を行えるように管理人のレベルアップが必要。 

事 業 年　２００８～２００９年 
受益面積　３５０ｈａ 
農家戸数　　９４戸 
収　　量　３．０ｔ（事業前１．２ｔ～１．５ｔ）／ｈａ ５俵／１０ａ 
水 利 費　１５０ｋｇ／ｈａ（運営費及び維持管理費）約３２００円／ｈａ 
米　　価 ２０００ｋｉｐ／ｋｇ １俵１２６０円 
経営面積　０．３～５．０ｈａ 
水利費未収問題　　有り 
共同作業　　実施している（土水路の土砂上げ、草刈り及びポンプの清掃等） 
生活水準　　事業前より向上（７００万ｋｉｐ、出稼ぎが無くなった。） 
 
農家から政府への要望 
①支線用水の装工 
②技術支援（ポンプ及び管理技術の研修） 
③第２ポンプステーションの水路を装工 

【第６日目】１月２２日（金） 
午前１０時　ボリカムサイ県ハンシン地区ヒアリング
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幹線用水路分岐施設（ライニング水路本体構造は煉瓦とコンクリート製）とポンプ電源用トランス 

　 　

　　　　　　幹線用水路　　　　　　　　　　　支線用水路　　　　　　　小用水路（素堀田越し灌漑）　　

事 業 年　２００３ 
受益面積　２５０ｈａ 
農家戸数　２０６戸 
収　　量　４．２ｔ（事業前１．５ｔ）／ｈａ 　７俵／１０ａ 
水 利 費　 １７５ｋｇ／ｈａ（運営費及び維持管理費）約３７００円／ｈａ 
米　　価　２０００ｋｉｐ／ｋｇ 
経営面積　０．５～１．０ｈａ 
水利費未収問題　　有り 
共同作業 実施している（土水路の土砂上げ、草刈り及びポンプの清掃等） 

ＬＩＤからのコメント 
ポンプステーションの維持管理が水利費の大半を占め、さらにポンプのレンタル料を水利費から支払われ組織
運営費が圧迫されている。そのため、メンテナンスにかかる費用に対して行政からの補助制度を確立し、それ
により農家の維持管理技術の向上を図る。

※午後２時　ボリカムサイ県からビエンチャンへ移動

　 　

【第７日目】１月２３日（土） 
午前９時　ビエンチャン・ブンカム地区ヒアリング
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生活水準 事業前より向上（以前300万kip事業後平均500万kip出稼ぎ４６戸。） 
 
農家から政府への要望 
①変圧器をもう一台追加して欲しい。 
②支線の土水路をコンクリート装工にして欲しい。 
③４つのポンプの修理をおねがいしたい。（安定な水供給のため） 

地元農民とのワークショップ　 　 　 ポンプ揚水機場　　 　 　 　 現地に向かう途中の橋 

　   　　　　　　
　　　　　　現地田越し水田　　　　　　　　　　　　　　　　　ポンプ揚水機場 
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　　　　　　試　験　棟　　　　　　　　　　　　　　日本製の耕耘機が展示されている 

　 　
試験場の用水路施設（水位盤を分水に設置し水量の調整も行っている。）　　　　　

　 　

午前１０時５５分　Ｔａｎｇｏｎｅ灌漑大学訪問ワークショップ

Ｔａｎｇｏｎｅ灌漑大学 （農林省に属する） 
設　立 １９９９年  
卒業生　１９９９年～２００８年（８カ年） ６５３名（男５５８・女９５名） 
入学資格 
高校卒業した者で選抜委員会で各地より選定（県、市町村）試験を受ける。 
専門学校と大学の２つのカリキュラムコースあり。 
修業年限　３年 
卒業後は灌漑局、県の専門セクションへ配属。 
 
大学が抱えている問題。 
①より高度な専門知識を習得した教師の育成。 
②設備が不足特にＰＣの絶対数がたりない。 
③予算不足・・国よりのより多くの支援が必要。 
 
アドバイス 
①国家資格制度をつくりより高度な知識をもった専門家を育成。 
②今回地方でのヒアリングの中ですべての管理組織から要望が有った「水管理に関する研
修を行って欲しい」という要望に答える意味で定期的に大学で専門技術等の研修行ったら
どうか。 

　　灌漑大学会議室にて、灌漑大学長、大学講師、農林省研究員、帰国研修員とワークショップ 

　 　

灌漑大学校舎

【第８日目】１月２４日（日） 
午後１時～４時ビエンチャン試験圃場視察
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今後のラオス米作りに最適な品種を模索する意味で多品種の苗が栽培されている。

　 　

「フォローアップミッションレポート」にて福島団長以下ＦＵチームが今回の調査結果の報告と今後の改善点に
ついて提言を行った。 
まず福島団長が全体を通しての調査結果の報告及び今後の改善点について提言、松尾課長がボリカムサイ県パク
サン地区、 佐々木技師がボリカムサイ県ハンシン地区、小西がボリカムサイ県パクペン地区についてヒアリン
グを行った結果を報告、問題点、今後の改善策についてそれぞれ提言を行った。 

高島所長へ福島団長より今回のミッションでの調査結果について報告。
午前１０時４５分　灌漑局へ帰国の挨拶 
午後９時５０分　ラオス・ビエンチャン空港→タイ・バンコク空港 
午後１０時５５分　タイ・バンコク空港着 
 
 
【第１１日目】１月２７日（水） 
日本へ帰国 
 
午前０時０５分　タイ・バンコク→午前７時３０分名古屋中部国際空港 
午前９時名古屋中部国際空港→午前１０時４０分千歳空港着 
午前１１時３０分空港ロビーで解散。

【第９日目】１月２５日（月） 
午前９時３０分　現地調査結果に関するワークショップ（灌漑局）

　

【第１０日目】１月２６日（火） 
午前１０時　ＪＩＣＡラオス事務所報告 

 



file:///D|/FuranoHP/laopage3.html

file:///D|/FuranoHP/laopage3.html (3/4) [2010/06/21 13:12:28]

　ラオス国１１日間の現地フォローアップ調査を終えての私見について報告いたします。 
　ラオスへのフォローアップ調査へ１月１７日（日）朝７時５０分発ＡＮＡ７０２便で千歳を出発の予定でした
が、当日大雪によるＪＲの遅れで空港のホテルに泊まった佐々木氏と私以外のメンバーが搭乗時間に間に合わな
い状況でしたが出発時間を３０分遅らせてもらい（同便に乗る乗客の中に電車の遅れで間に合わない方が他にも
多数いたと思われる。）どうにか一緒の便に乗ることができました。 
　一時は二人で先に行って欲しいとの連絡が入り非常に困惑しましたが、どうにか２月１８日夜１０時過ぎに約
８時間のフライトを経て無事ビエンチャンに到着することができました。 
　ラオスの今の時期は乾期で１年を通して一番過ごしやすい季節との事でしたが北海道に暮らす私には暑く感じ
ました。ちょうど北海道の初夏の気候で、日中は汗対策にタオルが必要でした。尚、時差は２時間でさほど影響
はありませんでした。 
 
　さて本題に入ります。まずラオスの農業についての現状ですが、ちょうど日本の１９６０年代の農業に近いと
思われます。水田１枚当たりの大きさは１０ａ程度、用水路は主な幹線、支線以外は土水路、各水田への水入れ
は田越しで行われています。 
　意外だったのは、ほとんどの農民が、耕起、代掻き等に農業機械（耕耘機）を使用している事で、ラオスへ行
く前の私には牛などの家畜がまだまだ農作業において主流とのイメージが強かった事もあり驚きました。農民に
話を聞くと、昔はやはり牛などの家畜をもちいて耕起、代掻き等を行っていたそうですが、近年になって急激に
機械化が進んだそうです。それ以前は耕起、代掻き等の農作業に現在の何倍もの日数がかかったらしく、現在は
その余剰分を他の仕事に廻すことによって収入も増えたといいます。 
　ラオスの農民の生活水準ですが、ラオス政府が現在取り組んでいるプロジェクト（乾期のメコン川よりのポン
プ施設による送水、幹線、支線用水路の整備）によって、乾期により多く水稲を作付けできるようになった事も
あり、事業実施以前は自給分の米しか作れなかったのが、現在では販売も行えるまでになりました。それに伴っ
て収入が増えたこともあり、事業実施前は、乾期になると都市部へ出稼ぎに行ってましたが、現在は行かなくて
も生活できるようになったそうです。 
　農民も政府のプロジェクトについてはとても感謝していますが、まだ未整備の箇所がかなり有り、このプロ
ジェクトを今後も継続して欲しいとの意見が今回ヒアリングを行ったほとんどのサイトで出ていました。 
　尚、現在のラオス農民の年収ですが、１戸当たり７００万kip（７５、０００円）～１０００万kip（１１０，
０００円）で、食べていける額が５００万kip（５４，０００円）　事業前の乾期に水稲が作れなかったころは
５００万kip以下の農民がほとんどで、出稼ぎに行かなければ生活が出来なかったそうです。 
　ちなみに物価は日本の１／４～１／５程度。１，０００万kipで日本円で１１０，０００円、日本との物価レ
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　　　　　　耕運機による耕起が主流で、牛は堆肥等の確保のため飼育されている。 

　 　

ベルを考慮すると４４０，０００円～５５０，０００円程度と考えられます。　　
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　日本で年収４４０，０００円～５５０，０００円という金額は、とても生活出来るレベルの額ではありません
がラオスでは何とか生活ができるようです。（※ラオスの国民の平均年収は、５０，０００円程度）　米価です
が、米は現在軍で買い取るそうで価格は２，０００kip／kg（６０ｋｇ約１，３００円）軍が買い取る以前（３年
前）は１，２００kip／kg（６０ｋｇ約７７０円）だったそうです。 
　施設の維持管理ですが、プロジェクトに伴い管理組合が出来ており、組織体系は管理組合長以下、副会長、会
計、管理人以下農民となっています。共同作業も行われ、主な作業として、通水前に用水路土砂上げ、ポンプの
清掃点検などをしています。 
　水の管理は管理人が毎日用水路の点検を行います。ただし、１日１回～２回程度正常に水が流れているかの状
況確認（見回り）をするだけで、ただ水が流れている状況を見て廻るだけではなく用水路の水量調整などもう少
し細かい水管理が必要と思われました。又、水管理（ローテーション管理）に対する専門技術、知識も不足と思
われ効率的な水利用がされていないようです。 
　今回のヒアリングでも各サイトで農民から政府への要望として水管理技術の研修をもっと実施して欲しいとの
意見が出ていましたが、政府も今後積極的に研修会を開き水管理についての技術向上を図りたいとの意向でし
た。 
　私見として、管理技術の向上により適切な水管理を行えば、現在メコン川からポンプアップで供給している貴
重な水をもう少し無駄なく利用できると思います。水の管理を効率よく行えば、現在の送水量でも水を送れない
支線への水の供給（確保）が可能との考えです。 
　今回のヒアリングで農民から政府へ要望が上がっていたポンプの増設と未整備水路（土水路）の整備も重要で
すが（未整備につき作付出来ない水田あり）、それとは別に現状で乾期に水稲作付面積を増やす有効手段とし
て、水管理を上手に行い未整備の支線用水路へ水を送る方法を考えてはどうでしょうか。いずれにしても、無駄
のない水管理を徹底するためにも管理方法等の研修会を何度も開催して技術を習得してもらうことが必要です。 
　水利費は２００kg／ha日本円で４，３００円／ha（米価2000kip/kg=21円）となっており、水利費の徴収状況
ですが、各サイトでの共通問題としてレンタル農家と入り作農家の水利費の未払い、共同作業の不参加について
話がでていました。 
　どのサイトもレンタル農家と入り作農家が１０％～２０％の割合で作付を行っています。レンタル及び入り作
農家は地域との交流もほとんど無く、用水路の土砂上げ共同作業にも出てきません。維持管理費についても支払
いが滞る事が多々あるとのことです。 
　対応策として、土砂上げ作業に出なかった場合は労賃を徴収する。維持管理費を払わない場合現物（米）を徴
収するなどしています。 
　問題の解決方法としては、レンタル及び入り作農家の情報を組織で把握し共同作業及び水利費の徴収を確実に
行えるシステムの必要性を感じます。 
　また、 組織の水利費としてポンプステーションの維持費とポンプのレンタル料（電力会社からレンタル）が大
半を占め、組織の運営を圧迫しているそうで、行政からの補助制度などの確立が求められます。 
　今回のヒアリングの中で、ポンプの整備等の技術研修を行って欲しいとの意見が出ていました。技術を習得す

ラオスの田園風景と農民による田植え 
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ることにより、ある程度自分たちで修理することが可能となれば緊急時の対応と水利費の削減にもなることか
ら、今後研修を定期的に行い技術を習得させることが必要と思われます。 　今回のラオスフォローアップ調査を
終え全体を通しての感想ですが、まず政府が行っているプロジェクトについてはある程度成果が感じられまし
た。それは今回訪問した各サイトでのヒアリングで、農民がプロジェクトのおかげで収入が増え出稼ぎに出なく
ても生活が出来るようになった事に感謝していることからもうかがえます。 
　帰国研修員については、ある程度日本で研修したことについて現地での農民参加型農業の構築に役立てている
ようです。たとえば管理組合の組織体系についても改良区の管理組合と似たような体系であり、農民による共同
作業についても管理組合が主となって行われています。 
　ただ前にも述べたように管理組織としての機能についてまだまだ改善の余地を感じます。特に水の管理につい
ては管理人が知識不足？ということもあり、無駄な水管理を行っているように見受けられました。水の送水量の
調整（幹線から各支線への水配分）、必要最小限のポンプ台数稼働等を見極める技量が求められます。 
　灌漑局のサイ氏も、今後は各サイトの管理人をはじめ関係者を灌漑大学又は地方の行政機関にて研修会を行
い、技術の向上に努めたいとのことでした。 
　ラオス灌漑局の話では将来の計画として、現在主流であるポンプによる灌漑方式からダムから水を引く重力灌
漑へ移行していきたいそうですが、国の限られた予算の中でこの計画を進める事はなかなか難しいとの事です。
ラオスの農業は以前から天候依存型農業が主であり農業生産性が低く不安定で、主食である米の自給も達成して
いなかったのですが、現在行われているプロジェクトのおかげである程度安定した米の生産が可能になってきま
した。 
　ラオスの人口の７２％が農民であること、国内総生産の約５０％を農業分野で占めていることからも農業発展
がラオス国の経済の鍵を握ることは明白であり、今後も現在行われている事業を継続し農業生産性を上げていく
ことが重要です。 
 
　最後になりますが、今回のフォローアップ調査で灌漑局のサイ氏をはじめ、ラオスからの研修生、関係機関の
職員の方、各サイトでの農民の方々とワークショップを通じラオス農業がおかれている現在の問題点、今後のあ
り方につき色々な意見を交わせたこと、日本以外の国の文化を見聞できたことが自分にとっても大いに勉強にな
りました。 
　今回のフォローアップ調査で各関係機関及び地方のサイトで行ったワークショップが今後のラオス農業の発展
に少しでも貢献できれば幸いに思います。

平成22年４月１日　　 
 

水土里ネットふらの　　　　　　 
整備課主幹　小西一也　

メコン川岸辺より望む夕日 
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　　　　パトゥーｻｲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビエンチャン市内　　　　　　 

　 　   
 

ラオス帰国研修員とのスナップ 
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