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要  約 
 

１ 調査の概要 

 

目的 

近年のアジア諸国等の目覚ましい経済発展は、我が国に大きなビジネス機会を与えている。そこで、

本事業は、アジア諸国等でのビジネス機会を活かすため、我が国の民間企業が有する農業インフラに係

る技術や管理ノウハウを海外へ展開するための調査・検討を行い、もって ODA による農業農村開発協

力を戦略的・効果的に実施するとともに、我が国の経済成長や活性化などに資することを目的とする。 

 

内容 

これまで、アジア諸国等で ODA を通じた灌漑整備が進められてきた。一方、一部の国では、灌漑施

設の整備が進み、管理・操作対象施設が増加してきたことで、管理者の負担が増加し効率的な運用を通

じた水配分が困難になってきている。そこで、本事業では、我が国の灌漑排水地区で導入されている、

用排水や農業水利施設の情報（水位、流量、ポンプやゲートの状況等）を回線を通じて一元集約すると

ともに、それらのデータに基づき各農業水利施設を遠隔操作できる水管理システムについて、生産、加

工、流通、販売等のバリューチェーンの構築を視野に入れ、ODA と連携しながら我が国の民間企業が海

外展開することについての可能性を調査・検討する。 

本事業は平成 27 年度から平成 30 年度の 4 年間実施する予定であり、本年度は調査 3 年目として以下

を実施した。 

 

(1) モデルサイトにおける実証調査 

平成 28 年度に水管理システム機器を設置したモデルサイトにおいて、水管理システム機器及び

運用マニュアル（案）の導入・適用の実証・PR を、実証・PR 計画を基に行い、水管理システム

モデル（案）及び運用マニュアル（案）の課題を抽出。 

(2) 水管理システムモデル（案）の見直し 

上記(1)で抽出された課題を基に、水管理システムモデル（案）及び運用マニュアル（案）の見直

し。また、水管理システムモデル（案）及び運用マニュアル（案）の調査対象国以外の国への普

及可能性の検討。 

(3) モデルサイトの調査・選定 

少なくとも平成 28 年度調査において水管理システム機器を設置した調査対象国とは別の調査対

象国 1 カ国以上において、相手国政府や地元関係者等の合意を得つつモデルサイトの調査・選定

を実施。またモデルサイトにおいて水管理システム機器の設置。なお、平成 28・29 年度の 2 年

間で合計 3 カ国に水管理システム機器の設置を完了。 

(4) 有識者からの意見聴取 

効果的な事業実施のため、検討委員会の設置により、有識者等から意見を聴取。 

 

２ 現地調査結果 

 

２．１ インドネシア 

インドネシアでは、平成 28 年度にテレメトリー（TM）機材を設置したモデルサイトにおいて、水管

理システムモデル及び運用マニュアルの課題を抽出し、見直しを行う。インドネシアでは第 1 次～2 次

の現地調査を行った。 

第 1 次調査では、公共事業省水資源総局（DGWR）の維持管理局長と面会し、ADCA 会長と DGWR

総局長の覚書（MOD）への署名の促進を依頼した。モデルサイト（Way Sekampung 灌漑地区）のあるラ
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ンプン州では、DGWR のムスジ-スカンポン川河川流域管理事務所（BBWS-MS）及びランプン州技術実

施ユニット（UPTD）と打合せ、過去 1 年間の TM データの分析結果を報告した。また Metro 市の UPTD

の会議室で第 4 回ワークショップ（WS）を開催し、乾期の実際の水供給は州知事の決定した水配分計画

を下回っていることを示した。UPTD Metro からは、TM 水位による水管理により、計画より 16.7 %節水

できたとの報告があった。 

第 2 次調査では、2016 年に受益者の都合で水位計を設置できなかった第 2 幹線水路（FC2）に水位計

を設置するとともに、Way Sekampung 灌漑地区全体の TM ネットワークについて BBWS-MS 及び UPTD

と打合せ、追加的に TM 機材を必要とする地点の現地視察を行った。また、DGWR と懸案の MOD につ

いて打合せ、DGWR は MOD 締結の必要性を含めて内部検討することとなった。 

インドネシアでの訪問機関及び現地調査地区は表 1 に示す。 

 

表 1 インドネシアで訪問した関係機関および現地調査対象地区 

訪問した関係機関 現地調査地区 

• 公共事業省（PU）水資源総局灌漑沼沢局（DILL）及び維持管理局
（DOM）（ジャカルタ市） 

• ASEAN 日本政府代表部（ジャカルタ市） 
• 国際協力機構（JICA）インドネシア事務所（ジャカルタ市） 
• ムスジ-スカンポン川河川流域管理事務所（BBWS Mesuji-

Sekampung）（ランプン州バンダルランプン市） 
• ランプン州技術実施ユニット（UPTD）（ランプン州メトロ市） 

• Way Sekampung 灌漑地区 

 

 

２．２ ベトナム 

ベトナムでは、平成 28 年度に選定したモデルサイト（TB16B 揚水灌漑地区）において TM 機材を導

入し、運用マニュアル案を作成する。ベトナムでは第 1～3 次の現地調査を行った。 

第 1 次現地調査では、農業農村開発省（MARD）、国立水利研究所（VAWR）、南ゲアン灌漑管理会社

（IMC）等を訪問し、TM 機材の設置について打合せた。ゲアン省ヴィン市では、南ゲアン IMC 管轄の

TB16B 地区のポンプ場の上下流において、TM 機材を 2 カ所設置した。VAWR、南ゲアン IMC とは、日・

ASEAN 統合基金（JAIF）事業の具体的な要請内容について協議し、現地調査を行い、JAIF 事業で導入

すべき TM 機材の種類及び設置位置を概定した。 

第 2 次調査では、TB16B 地区の 4KM 地点の分水工において、盗難防止施設の設置後、TM 機材を北

部水路と南部水路の 2 カ所に設置した。また、ゲアン省ヴィン市の南ゲアン IMC の会議室において、第

1 回 WS を開催し、TM システムの説明と参加型灌漑管理（PIM）との関連について意見交換した。また、

VAWR と JAIF 事業の具体的なスケジュールについて協議し、VAWR が 6 月に ASEAN 事務局（ASEC）

へ提出した要請書案への ASEC からのコメントへの対応を検討した。 

第 3 次調査では、VAWR に対し 2017 年度の活動実績、JAIF 事業、懸案事項について説明し、意見交

換した。VAWR との打合せ当日に ASEAN 日本政府代表部より ASEAN 事務局宛て、ASEAN 事務局が申

請した VAWR の JAIF 事業への日本政府としての承認文書が届いたため、JAIF 事業の具体的な実施方法

について打ち合せた。また VAWR の調整により、MARD の水資源総局（DWR）と打合せ、JAIF 事業へ

の協力を依頼した。ヴィン市へ移動後、南ゲアン IMC に対し、TB16B 地区における TM データの分析

で得られた水位と雨量の関係、JAIF 事業の承認と今後の実施計画について説明し、合意を得た。また

JAIF 事業による主要な TM 設置予定地点を視察した。 

ベトナムでの訪問機関及び現地調査地区は表 2 に示す。 
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表 2 ベトナムで訪問した関係機関および現地調査対象地区 

訪問した関係機関 現地調査地区 

• 農業農村開発省（MARD）（ハノイ市） 
• 国立水利研究所（VAWR）（ハノイ市） 
• 南ゲアン灌漑管理会社（IMC）（ゲア

ン省ヴィン市） 
• 日本工営ベトナム社（ハノイ市） 

南ゲアン IMC 管轄地区 
- 河口堰及び取水堰 

Nghi Quan 地区（河口堰）、Ben Thuy 地区（河口堰）、Nam Dan
地区（取水堰） 

- ポンプ灌漑地区 
TB16B 地区（TM 機材設置）、Tho Son 地区、Cho Quan 地区、
Ha Thanh 地区、TB18 地区、TB11 地区、Hung Xuan 地区、Nam 
Dong 地区、TB01 地区（old 及び new）、Cau Ban 地区、TB17 地
区、Bau Non 地区、Hung Chau 地区 

 

 

２．３ タイ 

タイでは、平成 28 年度に選定したモデルサイト（Bangpra 湖地区）において TM 機材を導入し、運用

マニュアル案を作成する。タイでは第 1～4 次の現地調査を行った。 

第 1 次調査では、王立灌漑局（RID）を訪問し打合せを行った後、第 9 地域灌漑事務所（9th RIO）管

轄のチョンブリ県 Bangpra 湖地区において 1 カ所、TM 機材を設置した。また、7 月に実施する TM 機材

設置のための盗難防護施設工事の詳細について、タイの関係者と協議した。 

第 2 次調査では、RID 及び 9th RIO との協議結果に基づき、Bangpra 湖周辺の 6 地点における TM 機材

の設置、Bangpra 湖に設置済みの水位計の交換、バンコク市の RID 本部における WS を開催した。 

第 3 次調査では、8 月末の洪水により損傷を受けた Huay Gru 川と Ban Thang Tong 川の TM の再構築

を行ったほか、RID の TM センターにクラウドサービス（AWS）から TM データを同期に受信するシス

テムをインストールした。 

第 4 次調査では、RID に対し 2017 年度の活動実績、2018 年度の予定、懸案事項について説明し、意

見交換した。懸案事項のうち TM データのタイ国内での処理について、日本との合弁の現地企業（LSA

社）のクラウドサービス利用はタイの情報管理に係る法令に触れないことを確認したものの、将来的に

は RID クラウドで管理したいとのことであった。TM 運営費は ADCA 調査終了後、RID 側で支払うこと

を約束した。またミニワークショップを開催し、ADCA の考える灌漑事業の水管理のイメージを説明し

た。9th RIO では、とくに 9th RIO 管轄区域内の TM ネットワークの将来構想について打合せ、Bangpra

湖以外の主要な TM 設置点である 4 つの貯水池を訪問し、既存の水管理ネットワークと TM 機材の設置

状況を確認した。また調査結果をもとに、9th RIO における将来の TM ネットワーク案を作成した。 

タイでの訪問機関及び現地調査地区は表 3 に示す。 

 

表 3  タイで訪問した関係機関および現地調査地区 

訪問した関係機関 現地調査地区 

• 王立灌漑局（RID）（バンコク市） 
• 第 9 地域灌漑事務所（9th RIO）
（チョンブリ県チョンブリ市） 

9th RIO 管轄地域 
- Bangpra 湖周辺地域（Chonburi 県）：Bangpra 湖、Klong Kua Rim 

Num 川、Huay Song Thon 川、Tha Sai 川、Huay Gru 川、Ban Thang 
Tong 川、Nong Kho-Bangpra 水路、Klong Rong Flak Kai 川 

- Klongyai 湖（Rayong 県）、Nongplalai 湖（Rayong 県）、Prasae 湖
（Rayong 県）、Nong Kho 湖（Chonburi 県） 

 

３ インドネシアにおける水管理モデル等の実証及び見直し 

 

インドネシアでは平成 28 年度に 7 カ所において TM 機材を設置し、TM データを利用した水管理モデ

ルを構築したランプン州 Way Sekampung 灌漑地区のうち、1 号幹線水路（Feeder Canal 1：FC1）沿いの
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Batang Hari 灌漑区（灌漑面積約 10,000 ha）において、平成 29 年度の乾期作（2017 年 4 月～8 月）の水

位モニタリング結果を整理した。 

この結果以下が明らかとなった。 

 

- Sekampung 川に設置された Argoguruh 頭首工の直下流にある FC1 の TM（Argoguruh-FC1）水位

観測結果では、ランプン州知事の定めた計画灌漑量（水位）に対し、4～5 月で計画水位以下、6

月で計画水位、7～8 月で計画水位以上という傾向が認められた。最も水を必要とする 6～7 月に

安定的に取水できているのは適切だが、7～8 月の計画取水量が小さいと考えられた。 

- FC1 の KH2 分水工以降の TM 地点（KH2-BH、KBH8、KBH12）では、概ね計画水位を上回って

配水されている。しかし知事承認の計画では 7～8 月は給水なしとされているので、実態は計画

を反映していない。 

- KH2-BH では 6～8 月の水位変動が大きく、これと同期する形で KBH8、KBH12 の水位変動が大

きくなっている。これは、6～8 月間で KH2-BH と KH2-BN 間で交互にゲートの開閉を行ってい

るためである。UPTD によると、この期間は Batang Hari 水路と Bunut 水路で 4 日ごとに交互に

全開・全閉するゲート操作を行っているとのことである。このルールは受益者との協議で確立し

ているので、水管理計画では 4 日ごとの計画水位を反映させるほうが、ゲート捜査員にとっても

分かりやすい。 

- 乾期内の知事承認の計画取水量 173 百万 m3に対し、取水実績は TM 水位データからの計算上 154

百万 m3 で、19 百万 m3 の取水量を節約したことになる。これは知事計画量の 11%に相当する。

2017 年 10 月の WS において、ランプン州 UPTD は知事計画 284 百万 m3 に対し、ゲートの開度

から求められる実際の取水量は 237 百万 m3 で、16.7%の節水を達成したと推定していたので、

TM 水位による水管理で少なくとも計画取水量に対し 10%以上の節水は達成されたものと考え

られる。 

- 15mm/日以上の有効降雨後に水位の上がったケースを調べたところ、一定の規則性はなく、ゲー

ト操作者はゲート操作時に降雨を勘案していないことが分かった。 

 

なお Argoguruh-FC1 と KH2-UP は、中間にチェックゲートなどを介さずに直接つながっていることか

ら、水位には高い相関があると考えられたが、観測結果ではほとんど関係していなかった。KH2 のゲー

ト操作は、非公式の水配分や下流の水利組合の要望等に基づいて行われ、Argoguruh 堰との関係はあま

り考慮されていないと思われる。 

ADCA は翌 2018 年乾期作の水管理では、2017 年乾期作の水位管理実績をもとに計画するのが適当と

提案した。知事の承認した灌漑向け取水計画は 2 週間ごとに設定されているが、1 カ月ごとに設定して

も大差はない。まず月ごとの水位管理計画で水管理を行い、農家の理解の深化とデータの蓄積をベース

に、年を追うごとに精緻化していくのが望ましい。 

有効雨量の活用については、原則として 15 mm/日の降雨量を観測した翌日は、圃場レベルでの灌漑

を行わず、ゲートの開閉により可能な限り水路内に水を貯留し、翌々日以降の灌漑に利用するよう提案

した。 

ADCA は提案内容にもとづき、水管理システムモデルと運用マニュアルを改訂した。 

 

４ ベトナム・タイにおけるモデルサイトの選定・TM 機材の設置 

 

４．１ ベトナム 

ベトナムでは、平成 28 年度の調査結果を踏まえ、平成 29 年 3 月の ADCA、VAWR、ゲアン省 DARD、

南ゲアン IMC との MOD において、モデルサイトを南ゲアン IMC 管内の TB16B 揚水灌漑地区と決定し

ている。TB16B の灌漑面積は 1,300 ha 程度に過ぎず、TM 設置のための適地はポンプ場の上下流と、4KM
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地点の分水工 1 カ所に限られているため、TM 設置箇所は 4 カ所（揚水機場 2 カ所、4KM 分水工 2 カ

所）で十分と判断された。 

平成 29 年度調査では、VAWR 及び南ゲアン IMC との協議の上、具体的に 4 カ所の TM 設置位置を決

定し、南ゲアン IMC の支援を得て、計画どおり全ての TM 機材を設置した。TM データは欠測なく計測

されており、2017 年 6 月 1 日～12 月 31 日間（7 カ月）の TM 水位及び雨量データから以下が明らかと

なった。 

 

- ポンプ場上流部には、Lam 川沿いに建設された Nam Dan ゲートから幹線水路により水供給され

ているため、水位（tb16b-up）は Lam 川の水位に依存し、Lam 川の水位が高ければ水量は豊富で

ある。 

- 6 月 29 日～7 月 15 日間、ポンプ場の上流水位が低下しつつある中で揚水による取水量が大きか

ったため、水供給が最も逼迫していた。7 月 16 日の強雨（136.5 mm/ 日）以降、約 1 週間続く降

雨で上流水位が回復した。 

- 10 月 6 日から 1 週間、台風の影響で 10 月 10 日の 221mm/ 日を最大として、連続雨量 666 mm を

記録し、ポンプ場上流水位は 10 月 11 日の 2.99 m をピークとして 10 月 10 日～10 月 16 日間で

2.0 m を上回った。 

- 4KM 地点の南支線水路（tb16b-4kmr）では、8 月 8 日～8 月 15 日、10 月 4 日～10 月 13 日、12

月 24 日～12 月 28 日の 3 つの期間で 0.5 m 以上の水位が見られるが、それ以外は 0.5 m 未満の水

位で安定している。なお 10 月 4 日～10 月 13 日間の水位上昇は台風の影響と考えられる。 

- 4KM 地点の北支線水路（tb16b-4kml）は 8 月 15 日～8 月 19 日間で水位上昇しているが、南支線

水路のゲートを閉じて、北支線水路に水供給したと思われる。なお 10 月 4 日～10 月 13 日間で

水位上昇しているが、台風の影響と考えられる。北支線水路は限られた短期間しか水路が使用さ

れていない。 

 

本調査では、ベトナム語版の TM のインターネット表示（SESAME WEB）を開発するとともに、ベト

ナム語版の運用マニュアルを作成した。なお TB16B 地区にはパソコンがなく、スマートフォンを有する

職員もいないので、インターネット TM データを受信できる南ゲアン IMC とは電話連絡で TM データ

を共有しているため、TM による水管理は不十分な状態である。 

VAWR は南ゲアン IMC と共同で JAIF 事業により南ゲアン IMC 管轄地区全体を対象とする TM 観測

網を整備する予定である。また南ゲアン IMC は今後、管内の揚水機場やゲート管理事務所の職員にスマ

ートフォンを配布するとのことであり、これらが実施されれば SESAME WEB を通じて水不足、洪水等

への迅速な対応が可能になると期待される。 

 

４．２ タイ 

タイにおいては、平成 28 年度の調査結果を踏まえ、在タイ日本大使館を通じ平成 29 年 3 月までに終

了した ADCA と RID とのレター交換で、モデルサイトを 9th RIO の管轄であるチョンブリ県の Bangpra

湖地区に決定した。課題となっていたのは TM 機材の設置箇所数で、当初は 3 カ所程度を想定していた。

しかし、Bangpra 湖の水収支を計測するには、Bangpra 湖水位のほか主要な Bangpra 湖への流入河川と

Bangpra 湖からの放流水路の流量を計測する必要があることから、平成 29 年度調査では、RID 及び 9th 

RIO との協議の上、流入河川 5 カ所、放水路 1 カ所、湖面 1 カ所、計 7 カ所の TM 設置位置を決定した。

なお Bangpra 湖の水収支を把握するためには、放流量について Bangpra 湖から直接ポンプアップしてい

る東部水供給会社（EW）等の取水量を聞取りにより算入する必要がある。 

ADCA は第 2 次現地調査で、9th RIO の支援を得て、計画どおり全ての TM 機材を設置した。その後、

8 月末の洪水で 2 カ所の TM 機材が流出したが、11 月に下水管台座や橋梁の橋脚部という安全な場所に

再設置し、その後順調に稼働している。 
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2017 年 8 月 1 日～12 月 31 日間（5 カ月）に観測した TM 水位及び雨量データから以下が明らかとな

った。 

 

- Bangpra 湖の水位は 8 月 4 日の最低水位（26.75 m）から 10 月 25～26 日の最高水位（28.84 m）

まで 2.09 m 間で変動した。これは貯水量換算で、69.25 百万 m3 から 98.51 百万 m3 まで 29.26 百

万 m3間で変動したことになる。 

- 流入河川の中では別流域である Bangpakong川からの送水パイプラインが接続する Songthon川か

らの流入量が最大で、10 月 7 日の豪雨後も乾期に向けて安定的に Bangpra 湖へ水供給している。 

- Songthon 川に続いて流入量が大きいのが、Thasai 川、Huay Gru 川である。Thasai 川の TM 設置場

所は堰の上流なので、水位は比較的安定している。 

- Ban Thang Tong 川は、降雨時には流入量に貢献しているが、11 月以降の乾期には流量が非常に少

ない。 

- Nongkoh-Bangpra 水路からの流入量は、上流の Nongkoh 貯水池の水管理に影響されている。9 月

17 日の水位計引き上げ時は Bangpra 湖の水位が 28 m を上回っていたが、この水位レベルでは

Bangpra 湖の Nongkoh-Bangpra 水路への背水の影響が大きい。 

- Bangpra 湖からの放水路は、余水吐ゲートの操作により TM 水位（bangp-discharge）が変動する。

12 月 4～6 日間に水位のピークがあるが、ゲート操作はそれほど頻繁には行われていない。これ

は EW の有する取水施設が主要な取水源で、この放水路はダム湖の余水の排除と補完的な水利

用に限定されているためと想定される。 

 

本調査では、タイ語版の TM の SESAME WEB を開発するとともに、タイ語版の運用マニュアルを作

成した。 

本調査では、7 基の TM 機材を設置し、途中洪水により 2 基の TM 機材が流出したり、安全のため 1

基の TM 水位計を水路から長期間引き上げることが続いたが、現在では順調に稼働しており、平成 30 年

度の調査期間中に 1 年間のデータが得られる見込みである。 

現在ペンディングとなっている流入 5 河川の TM 地点での横断測量及び流量観測が終了すれば、EW

からの日取水量データの収集などを含めて、TM データをもとに Bangpra 湖の年間の日別、月別水収支

を算定し、将来の水需要に対し、供給量を確保するための TM 水管理をどのように実施すべきかモデル

を検討することができる。 

なお本調査で設置した TM 機材は Bangpra 湖周辺に限定しているので、Bangpra 湖を含む 9th RIO 管

轄区域全体の水供給を把握するための TM ネットワークをどうすべきか、9th RIO とともに現地を訪問

し、具体案を検討した。 

 

５ 次年度の調査計画 

 

平成 30 年度は、本調査の最終年度であり、最終的な調査の取りまとめを行う。 

まずインドネシアにおいて、上半期まで TM データのモニタリングと水管理モデルの改善を継続す

る。また、TM データに基づく水管理モデルの改善結果について、現地大学等の協力を得て、ベースラ

インとの比較による評価を行う。さらに現地の要望の強い、Way Sekampung 灌漑地区全体を対象とする

TM データ観測のネットワーク案を現地担当者とともに作成する。年度の中間または年度末に現地 WS

を開催し、水管理システムの運用マニュアル、実証調査の評価結果、インドネシア全国の灌漑システム

への実証調査結果の普及可能性・戦略等につき、関係者に報告するとともに、意見交換する。 

 

ベトナム、タイにおいて、水管理モデルの改善を継続し、課題を抽出する。これらの成果は、水管理

システムモデル及び運用マニュアルの改訂に反映させる。また可能な範囲で、TM データに基づく水管
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理モデルの改善結果について、ベースラインとの比較による評価を行う。年度の中間または年度末に現

地 WS を開催し、水管理システム運用マニュアル、実証調査の評価結果等につき、関係者に報告すると

ともに、意見交換する。 

ベトナムでは、JAIF 事業により南ゲアン IMC 管内の灌漑事業の大部分をカバーする TM ネットワー

クが確立されるので、本調査で設置した TB16B 地区だけでなく、可能な限り南ゲアン IMC 管内の灌漑

事業全体としての評価に努める。 

タイでは水位流量式を開発し、Bangpra 湖の水収支を推定する。Bangpra 湖を核とする第 9 地域灌漑

事務所管内の水供給システムは複雑なので、これらを全体として網羅する TM システムのネットワーク

を構想し、RID に提言する。タイでは国内規則に従い、グローバルなクラウドである AWS ではなく、

RID 独自のクラウドへ TM データを直接伝送するため、この受信システムに AWS と同等のセキュリテ

ィを確保するほか、スマートフォン、タブレット等により TM 情報を入手するツールである SESAME-

WEB に代わる汎用性のあるデータ表示システムを構築する。また SESAME システムの信頼性向上のた

め、SESAME-WEB のインターネット上のセキュリティを再点検し、強化する。 

 

調査対象 3 カ国では各々、Way Sekampung 灌漑地区、南ゲアン IMC 管内の灌漑事業、第 9 地域灌漑

事務所管内の水供給システムについて、TM ネットワークが構想（インドネシア、タイ）あるいは確立

（ベトナム）されるので、TM ネットワーク全体を管理するための監視セクションの整備と TM データ

を集約・表示するシステムを提案する。 

3 カ国における現地活動の成果を踏まえて、水管理システムモデル（案）及び同システムモデルの運

用マニュアル（案）を見直し、水管理システムモデルを構築し、水管理システム運用マニュアル（日本

語及び英語）を作成する。これらの成果は、3 カ国関係機関のほか、関係する在外日本大使館、JICA 本

部、在外 JICA 事務所に配布する。また我が国の民間企業が有する水管理システムの海外展開の可能性

及び ODA との連携手法について取りまとめる。 

平成 30 年度の調査スケジュールは表 4 のとおりである。 

 

表 4  平成 30 年度調査スケジュール案 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

国内調査

【インドネシア】

1 現地調査

1.1 関係機関協議 ▲ ▲ ▲

1.2 TMモニタリング

1.3 TM水管理

1.4 TMシステムの改善

1.5 TMシステムの評価

1.6 マニュアル見直し

1.7 ワークショップ ● ●

【ベトナム、タイ】

2 現地調査

2.1 関係機関協議 ▲ ▲ ▲

2.2 TMモニタリング

2.3 TM水管理

2.4 TMシステムの改善

2.5 TMシステムの評価

2.6 マニュアル見直し

2.7 ワークショップ ● ●

国内検討委員会 ★ ★ ★ ★

調査項目
2018年 2019年


