
 
 

標高測量 
・トータルステーションを用いた測量を行い、実験区および周辺の標高を調査した。 
・各筆においてレベル測量を行い、実験区ごとの平均標高を算出した。 
 

（N 地区） 
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（C 地区） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（E 地区）  
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  ３）営農実態の把握 

 
農家聞き取り 
日 時：平成 29 年 5 月 17 日（水） 8:20～11:30 
場 所：ゲアン省ヴィン市ギーキム区地先 
参加者： 
（ギーキム区）Nguyen Thi Lan 氏、Nguyen Lue Loi 氏、Nguyen Thi Hang 氏、Bao Xuan 

Lue 氏、合計 4 名 
（キタイ設計）福田、平田、長江、小松、長谷川清善、Pham Thanh Hai 氏（通訳） 
（IWE）Le Xuan Quang 副所長、Le Xuan Hieu 氏、Pham Anh Dung 氏 
 
●ギーキム地区全体について 
・稲の作付け期は、春作が 2 月~6 月、夏作が 6 月~9 月。 
・春作は移植 50%、直播 50%だが、夏作は直播 100%である。夏作で移植を行わない理由は、 

1.河川水量が不安定で用水の調整が難しい、2.春作の収穫直後なので苗作りの時間がない、 
3.移植は人件費がかかる、などがあげられる。 

・直播で使用する種子量は、60kg/ha。（メコンデルタ地方では 150kg/ha） 
・人口：10,878 人、うち農民 5,120 人、 
    2,943 世帯、8 割が農家、専業農家は 1,230 戸 
・面積：729.38ha、うち農地は 464ha、うち水田は 200ha、残りは畑（野菜）等 
・資本装備 トラクター（テーラー）50 台、うちクボタ社製は 5 台 
      コンバイン（クボタ）4 台 
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◇農家１：Nguyen Thi Lan 氏 
 

  
耕作面積 ・計 5,500m2 の農地が 7 箇所に分散している。

全てのほ場で稲作を行っているが、うち

1,300m2 は、ごみ処分場からの排水汚濁のた

め耕作不可能である。 
・5 年前までは裏作で落花生を導入していた。 

田植え方法 
栽植密度等 

・春作、夏作ともに、取水河川の水量が少ない時は、直播となる。

水があれば移植したいと考えている。 
・村の技術者の指導に基づき、3 種のイネを栽培している。（Tien 

Uu 8, NA2, BC15） 
・栽植密度は、品種により異なり、おおむね 42~45,48,50 株/m2。

ハイブリッド米は 38 株/m2。 
・移植時の種子量は、ハイブリッド米 1kg/500m2。一般の種

2kg/500m2。伝統的な種 3kg/500m2。 
・営農技術は、村の指導に従うため、他の農家との差は無い。な

お、村の指導は、 近 6,7 年は見ていない。 
水管理 ・取水河川（ラム川）は、 近 7 年間は 5 月以降渇水傾向であり、

天水の利用とならざるを得ない。 近はエルニーニョの影響から

か、天水が少ないと感じる。 
肥料、農薬管理 ・条件が悪い所では施肥量が多く、害虫が多い所は農薬使用量が多

くなる。 
収穫後、販売等 ・収穫した米は、基本的には自家消費であり、余剰分を家畜の飼料

としている。 
・場所により収量は異なり、標高が低い所では収量は低い。 

雇用状況 ・耕作は家族労働 10 名で行う。本人が も主となって働いてお

り、その次に息子がよく働いている。 
機械所有状況 ・薬剤噴霧器は所有しているが、耕運機やコンバイン、可搬式ポン

プ等は借りている。田植えは人力で行っている。 
今後の営農展開 ・耕作面積は拡大希望（2.5ha）であり、面積拡大が実現したら、

生産した米をより高く売るために工夫して営農したい。よい品種

があれば使用したい。 
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◇農家２：Nguyen Lue Loi 氏 
 

  
耕作面積 ・計 9,000m2 の農地が 8 箇所に分散している。う

ち 4,000m2 は自らの利用権が設定されている

が、残りの 5,000m2 は村や農協から借りて耕作

している。他社から借りて耕作している世帯はギ

ーキム区 1,200 世帯中 Loi 氏含め 3 世帯のみ。 
田植え方法 
栽植密度等 

・栽植密度は、品種により異なり、40,48,55,62 株/m2 と様々であ

る。直播の場合の種は 1kg/500m2 であり、間引きはしていない。

水管理 ・水利費は 1 作あたり 15,000 ドン/500m2。用水がきちんと来れ

ば、もっと払っても良いと思っているが、現実的には用水が来て

いない。一方で、老朽化が進んでおり補修が大変である。 
肥料、農薬管理 ・農薬施用時は、使用量を筆ごとに調整する。 
収穫後、販売等 ・収穫した米は、40%を自家消費、家畜飼料分とし、残り 60%を仲

買人に販売して次作の資材購入に当てている。稲わらは家畜飼料

となり、もみがらは豚や牛の飼料や燃料となる。家畜は他にアヒ

ルやにわとりが約 500 羽ある。 
・収穫後の乾燥は天日干しで行っており、もみすりは、村人の一名

に 10,000 ドン/100kg で委託している。 
・販売する米の利益はおよそ 30%で、残りの 70%が資材費等の経費

となる。春作は、3 分の 2 は利益となるが、夏作は天候や気候が

原因で用水が不安定なため、利益は無い。特にここ 20~30 年は状

況が悪化し、収量が少ない。 
・米の価格が決定する要因の順序は、1.品種、2.品質・状態、3.需要

と考えている。 
雇用状況 ・耕作は家族労働 4 名で行う。 

・田植え時のみ短期雇用しており、500m2 あたり 1 日 3 人、

250,000 ドン/人で雇用している。 
機械所有状況 ・機械所有状況は、薬剤噴霧器と可搬式ポンプは所有しているが、

耕運機やコンバイン等は借りている。田植えは人力で行ってい

る。 
今後の営農展開 ・今後の営農については、さらに 10ha 借りて大区画化したほ場で

耕作したい希望がある。しかし実態は、村の有力者が地区内で耕

作に向いている土地を握っており、条件がいい耕地を借りること

は困難である。 
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◇農家３：Nguyen Thi Hang 氏（実験区 E-2 を耕作） 
 

  
耕作面積 ・計 5,000m2 の農地が 7 箇所に分散している。

過去 1 年間では稲作のみの作付であり、裏作

はしていない。 
田植え方法 
栽植密度等 

・栽植密度は、田植え時はおおむね 45 株/m2 であり、直播時の種は

3kg/500m2 である。 
肥料、農薬管理 ・役牛 2 頭、豚 2 頭を飼養しており、フンは水田に入れる。また、

フンに消石灰を混ぜて 3 ヶ月発酵させた堆肥を、2,500m2 の水田

に施用している。 
・農薬は、病害虫を見つけたら施用し、1 作で平均 3~4 回施用す

る。病害よりも虫害が多い。 
収穫後、販売等 ・収穫した米は、40%を自家消費、家畜飼料分とし、残り 60%を仲

買人に販売している。 
・収量は、おおむね春作が 6t/ha、夏作が 5t/ha であり、作付期に

よって価格が異なる。 
雇用状況 ・耕運機やコンバインを使用する作業以外は、家族労働 4 名で行っ

ている。本人が も主となって働いており、その次に夫がよく働

いている。 
機械所有状況 ・機械所有状況は、薬剤噴霧器と可搬式ポンプは所有しているが、

耕運機やコンバイン等は借りている。田植えは人力で行ってい

る。 
今後の営農展開 ・耕作面積は拡大希望（1.0ha）である。大区画化に取り組む希望

はあるが、土地均平のための機械が高いため不可である。 
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◇農家４：Bao Xuan Lue 氏 
 

  
耕作面積 ・計 4,000m2 の農地が 4 箇所に分散している。

過去 1 年間では稲作のみの作付であり、裏作

はしていない。 
田植え方法 
栽植密度等 

・田植えの人件費をかけたくないため、 近は春作、夏作共に直播

である。直播時の種は 3kg/500m2 である。 
肥料、農薬管理 ・役牛 2 頭、豚 2 頭を飼養しており、糞は水田に入れる。また、糞

に消石灰を混ぜて 3 ヶ月発酵させた堆肥を、2,500m2の水田に施

用している。 
・農薬は、病害虫を見つけたら施用し、1 作で平均 3~4 回施用す

る。病害よりも虫害が多い。 
収穫後、販売等 ・収穫後は村内 

・収量は、天候が良ければ直播も移植も同じだと思う。 
雇用状況 ・夫婦 2 名で営農を行っている。 
機械所有状況 ・機械所有状況は、薬剤噴霧器と可搬式ポンプは所有しているが、

耕運機やコンバイン等は借りている。田植えは人力で行ってい

る。 
今後の営農展開 ・耕作面積は拡大する希望は無い。農業引退後は、近くに住む息子

に水田を継いでほしいと思っているが、農作業を実際に継いでく

れるかどうかはわからない。 

 
  

- 22 -



 
 

●各農家の栽植密度、肥料、農薬等使用状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

単位：kg/10a 

堆肥：サトウキビ由来の肥料。有機質 45%、窒素 9%、加里 4.5% 

類似地区：ゲアン省ナムダン県にある、研究所の管理ほ場。手植えによる 45 株植えと、田植え機による 25 株植え 
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