
平成 29 年度 海外技術協力促進検討事業 農地整備海外展開促進調査の概要 

 

１． 調査の概要 

 本調査は、発展途上国における農地整備の促進に貢献するため、農地及び農業用施設

等の現状を把握した上で、農地の権利関係の現状把握・整理手法、利害関係者の合意形

成手法、農地に係る現状把握・権利移動の制約に応じた整備手法の検討を、5年間をか

けて行うものである。その初年度である今年度は基礎調査を行い、調査対象国の選定を

行うとともに、平成 30 年度以降に実証調査を行う国を選定するものである。 

 

２． 基礎調査の実施 

本年度は、基礎調査としてモンスーンアジアの国々を対象に、農地整備（圃場整備）

に係る以下のような項目の状況を、現地調査及び文献調査により調査した。 

① 調査対象国の自然条件、社会条件や農業、農業構造など農業をとりまく状況 

② 土地、農地及び農地整備の実施に関する法律・規則等の整備状況 

③ 農地の権利関係の現状、権利移動の制約状況、権利移動や農地整備事業実施の際の

利害者間の調整、合意形成の手法 

④ 農業機械化の状況及び農地整備（圃場整備）事業の実績（基本理念、区画の大きさ

等）、実施状況 

 

３． 調査対象国の分類 

モンスーンアジアの稲作農業においては、一年中稲作が可能な気温がほぼ確保されて

いる。雨期と乾期があり、雨期の 1 期作は天水田でも可能であるが、乾期の 2 期作、3 期

作を行うためには灌漑施設の整備が必要となる。そこで、各国とも農業インフラの設備

として灌漑施設の整備を進めている。 

そして農地整備（圃場整備）は二の次とされ、灌漑施設が整備され土地生産性が高く

なった農地に対してのみ行われる。なお、河口近くの低湿地帯や高台の天水田などでは、

農業機械導入の優先度は低くな

る（右図、出典：齋藤晴美ら「東

南アジアにおける農業生産性の

向上と農業の機械化」、水土の知

84(12)）。 

こうした自然条件のほか、歴

史的経緯などから既に水田区画

が大きい国や、相続により短冊

状に小さく分割された区画が多

い国もある。 

 



こうした調査結果を踏まえ、

農地整備が進んでいる国も遅れ

ている国も調査対象国とするこ

とにし、カンボジア、インドネ

シア、ラオス、ミャンマー、ス

リランカ、タイ、ベトナムの 7

か国を選定した。なお、これら

は、農地整備の推進状況から 4

つのグループに分けることがで

きる（右図）。 

４． 基礎調査の結果概要 

以下に、紙面の関係から第 4グループの 2か国を除く 5か国について、今年度実施し

た基礎調査の結果概要を、基本情報、農地・営農の状況、法制度、農地に関する権利関

係に区分し、一覧の形で掲載する。また、各表の後に、主な特徴を記述する。なお、本

表は暫定版であり、今後も調査を進めていく中で加筆、修正することとしている。 

（１） 農業や農地の状況  

 

小項目 インドネシア ミャンマー スリランカ タイ ベトナム

人口 (2016) 25,871万人 5,225万人 2,125万人 6,898万人 9,264万人

人口増加率
(2015/2010)

7.5% 4.3% 3.5% 2.2% 5.5%

農村人口の割合
(2016)

45.1% 67.5% 85.4% 47.5% 65.5%

一人当たりGDP
(2015)

$3,346 $1,161
$3,635
 (2014)

$5,815 $2,068

経済成長率
（2016/2015)

5.0% 6.1% 4.4% 3.2% 6.2%

耕地面積 (2014)
（除く永年作物）

2,350万ha 1,079万ha 130万ha 1,681万ha 641万ha

トラクター台数
321千台
(2009)

47千台
(2007)

2,513千台
(2008)

○80%の農地を20%の農家が
持っていると言われ、平均
所有面積は小さい。

○1962～88年の社会主義期は農
地国有制、供出制、契約栽培制
○88年以降の軍政期は低米価、
安定供給策の下で米生産は低迷
○03年の以降米政策の自由化。
本格的増産は08年から。

○農地改革（1972,1975）大
規模所有を制限
○約8割が国有地
○国有地に耕作権を有する
農家が多い。
○形状は、相続により小区
画化

○チャオプラヤ平野では
元々大区画だが、水路及び
道路に接しない水田があ
り、田越し灌漑で非効率
○末端用水路は土水路で浸
透ロスがあり、灌漑効率が
悪かった。

○平均農地面積は0.7ha/人
程度であるが、地域によっ
て大きく異なる。
○形状は小区画で、分散し
ていることが多い

○貧農、小作農（土地なし
農家）が多い。
○伝統的な焼畑農法によ
り、不法に開墾を行う問題
が報じられている。

○下ミャンマーは世界有数
な稲作地帯で天水田＋乾期
灌漑稲作
○中部平原のドライゾーン
では灌漑稲作＋天水畑作
○山間部の低地で稲作が行
われている。

○天水農業地区が多い。灌
漑地区は北東部の乾燥地
帯、南西部の湿潤地帯、中
央部の山岳地帯に中間地帯
がある。
○区画は細分化され、零細
な農家が多い。田越し灌漑
で効率が悪い。

○チャオプラヤ平野では事
業前は田越し灌漑で、水路
から遠い圃場ではサトウキ
ビが年1回作付けされていた
が、圃場整備事業後は全て
の農地でコメの2期作となっ
た。

○平均農地面積は0.7ha/人
程度であるが、地域によっ
て大きく異なる。
○形状は小区画で、分散し
ていることが多い

◯農繁期の季節労働者の確
保が難しくなってきてお
り、機械化の必要性が増し
ている。

○圃場整備と合わせた農業
機械化を5つの農業開発策の
1つとして推進。

労働力不足、機械化の進行
から必要性は増している
が、一方では、小農や小作
農が多いことから、機械化
は失業者を増やすとの見方
もある。

○農業労働力が不足してお
り、労働生産性を上げる必
要が生じている。
○圃場整備事業ではコスト2
割減、収入2割増を目指して
いる。

北部紅川デルタ、南部メコ
ンデルタ、北西部山間地域
等、地域によって状況が異
なる。

農業労働力

小農や小作農の数がおびた
だしい。
一方、農業を継がない若者
が増加

○土地なし農家が多い。

他の国と比較すると高齢化
が進んでいる。特に農村部
では労働力不足が進んでい
る。

若者の農村離れがあり、農
村の高齢化が進んでいる。

国の政策として工業化立国
を推進し、農業従事者が減
少。農業生産力の維持の観
点からも圃場整備は必要。

農業機械化

まだあまり進んでいない。
政府は機械化を促進。日本
製農機具も普及しつつあ
る。

○トラクター、コンバイン
等の農機が急速に普及して
きており、農業機械化局が
力を入れている。

徐々に機械化が進んでい
る。特に乾燥地帯でトラク
ター、収穫機などの普及が
見られる。

既に機械化が進んでおり、
多くの農家はオペレーター
付き農機により作業委託し
ている。

水田が小規模、分散化して
おり、生産性向上の観点か
ら圃場整備、農業機械化は
不可欠

○ガジャ・マダ大学が農家
とともにフードバリュー
チェーンの構築を目指し、
畦畔外しの農地整備を試行
的に実施
○機械化促進ための農地整
備事業（畦畔外し）を全国3
箇所で始めた。規模は各々
100ha

○JIIDモデル圃場による圃
場整備（換地あり）（オク
トウィン地区）
○国営事業で5,342haの圃場
整備を実施済み（内ネピ
ドーが3,696ha）＋404haの
外国事業（オクトウィン含
む）

○パイロット事業として圃
場周りの水路、道路などの
整備事業実績有り（所有権
移動はなし）。
○灌漑水資源管理省、農業
省農業開発局、マハベリ開
発省がパイロット事業の実
績有り。

○1962年から堤防水路事業によ
り末端水路を整備
○1974年から圃場整備事業を開
始。換地処分なしとありの2種
類
○2015年に新圃場整備法で、換
地による労働生産性の高い圃場
整備を展開
○実施済面積は32万ha(2015)

○地方各省により取り組み
は異なるものの、換地を伴
う圃場整備事業を実施

農地（圃場）整備の必要性

営農の状況

農地の状況

農
地
・
営
農
の
状
況

基本情報

農地（圃場）整備事業の実績

グループ 国　名

第１ タイ

第２

第３

第４

ほ場整備の実施状況（イメージ）

法律に基づきほ場整備を実施
（灌漑率41％、ほ場整備率6.3%）

ベトナム、
ミャンマー

インドネシア、
スリランカ

カンボジア、
ラオス

換地を含むほ場整備を実施

パイロット的事業を実施

事業実績なし



 モンスーンアジアでは天水田が多い。農地整備よりの灌漑施設整備を優先。しかし、基

幹的施設にとどまり、圃場レベルの水路整備に遅れ 

 農村部の労働力減少と高齢化が顕著で、各国とも農業機械化を進める政策 

 国有未墾地を整備し、土地なし農家に無償で分与（インドネシア、タイ、スリランカ） 

 代掻きなしの直播地域では水田の均平度が悪く、農地のレベリングが必要 

（２）土地、農地及び農地整備の実施に関する法律等 

 
 土地所有権があるのは、タイ、並びにインドネシア及びスリランカの一部のみ。ミャン

マー、ベトナムでは国有だが、実質的には半永久の耕作権等を農家に付与 

 インドネシア、スリランカでは地域（島）毎の土地慣習があり、慣習法として適用 

 圃場整備に関する法律があるのはタイのみ 

（３）農地に係る権利関係（登記、相続などの合意形成、調整時の阻害要因など） 

 

小項目 インドネシア ミャンマー スリランカ タイ ベトナム

○人口の70%近くが国土の6%
のジャワ島に居住
○土地なし農家への土地再
配分のため、農地改革（開
墾）が行われてきた（ジャ
ワ島から島外へ移住）。
○共同体的土地利用権があ
る（慣習法）

○2010年11月に新憲法にも
とづく総選挙を実施。2012
年の農地法制定により、耕
作権の売買・譲渡が可能に
なった。
○圃場整備の法制は未整備
ながら、5342haが圃場整備
済み(2016)。
○「アジア最後のフロン
ティア」

◯入植地は、土地委員会に
よるもの、灌漑水資源管理
省灌漑局によるもの、マハ
ベリ開発省によるものの３
とおり。
◯入植では耕作権を取得

○灌漑事業における圃場レ
ベルの水路事業として1960
年代から農地整備に取り組
み
○その後、圃場整備法によ
り、用水路、排水路、農道
の整備、ランドレベリング
の実施など、しっかりした
圃場整備を実施
○長期的な整備方向を示す
マスタープランがある。

○農地は利用権に基づき利
用され、利用権は売買、譲
渡、貸借が可能
○過去に農地が農家の家族
数に応じて配分されたこと
もあり、分散、小区画の場
合が多い。
○圃場整備は、地方省人民
委員会主導により実施

担当部局
【土地法】
土地・空間計画省

農業畜産灌漑省 農地管理統
計局（DALMS）

①土地省 土地委員会委員長
局、
②農業省 農業開発局
その他、調査総局等が関係

②農業協同組合省 王室灌漑
局
③同省 農地改革局
（普及局　DOAE）

土地法所管
天然資源環境省
(MONRE）

事業名 当該事業なし Land Consolidation 当該事業なし
①圃場整備事業
②農地改革事業

Land Consolidation

担当部局
農業省 農業インフラ設備総
局 農地拡大保護局

農業畜産灌漑省 農地管理統
計局（DALMS）、農業機械化
局、灌漑局等が共同で実施

なし
①農業協同組合省王室灌漑
局圃場整備事務局
②同省農地改革局

・地方省人民委員会
・天然資源環境局（DONRE)
・農業農村開発局 (DARD)

法律名 なし なし なし
①圃場整備法
②農地改革法

なし

農地整備
事業
実施機関
（実施
法）

土地、農地関係
の法律

法
　
制
　
度

項目

農地及び農地制度の特徴

①土地開発令（1935, Land
Development Ordinance）
②農業開発法 (2000,
Agrarian Development
Act)、他

①土地法
②圃場整備法 (2015,
Agricultural Land Reform
Act)
③農地改革法 (1975,
Agricultural Land Reform
Act)

①農地法(2012)
②空地・休閑地・未開墾地
法(2012)
③土地取得法(1894), ビル
マ土地境界マニュアル
(1927), ビルマ土地記録マ
ニュアル, 上下ビルマ町村
土地マニュアル

①「（旧）土地基本法」
(1960)
　農地基本法とも呼ばれ
る。
②「（新）土地法」(2012)
土地基本法に反しない限
り、地方の慣習法（不文
法）を適用

「土地法」(1993全面改正)
のみ

土地法又
は農地法
制度

小項目 インドネシア ミャンマー スリランカ タイ ベトナム

所有権、使用権
等

所有権、事業権、開墾権等
がある。土地なし農家が多
数存在。

○所有権：国
○耕作権：2012年より制定

○所有権がある農地は2割
弱。8割強が国有地を長期貸
借している。

○所有権あり。
○農家間の貸借もある。

土地は国民の財産とされて
おり、使用権により利用さ
れる。

登記の状況

1961年に土地登記法が制
定。しかし、実施済みは2割
程度。地域により差があ
る。

○登記法により登記がなさ
れて初めて効力が生じる。
○圃場整備には農地法に基
づく耕作権証書が必要

○国有地の貸借権も違法に
売買されている状況で、登
記は進んでいない。

○基本的に登記されてい
る。
○圃場整備による換地後、
登記作業がある。

使用権の売買、相続等の権
利の移転に伴う登記は、地
方省天然資源環境局により
実施

○イスラム法による相続
（ジャワ島）
○地方により異なる。

○以前は、子供が一緒に耕
作をしていた場合のみ相続
できた。
○現在は相続人が申請して
農業権を確定することがで
きる。

○民族、宗教などの多様性
で、様々な慣習があるが、
一般に相続により未登記の
まま土地が細分化されてい
る。

○若者の都会志向が強く、
農村に残らない。今後後継
者問題が顕在化するとみら
れる。

農地の相続は、子供に平等
分割して与える場合、家を
引き継ぐ子に一括して与え
る場合など、決まっていな
い。

○人口密度により異なる
（旧土地法）。ジャワ島で
は5ha、カリマンタン島では
20ha。

高地：20haが上限
水田：10haが上限

○開墾地では最大8haまでの
割り当て
○米価保障がある限り、農
家は売買や貸借を進める意
向は低い。

利用権は、北部では2ha、南
部では3ha以下に制限

◯企業参入はプランテー
ションで行われているが、
稲作とは扱いが異なる。

5000acre以上を経営する会
社が存在する。MAPCO
（Myanmar Agribusiness
Public Corporation）など

海外からの企業による参入
はできない仕組みになって
いる。

企業が直接営農に参画して
いない。契約栽培は盛ん。

企業は、農民から利用権を
賃借するか、農民、農協と
作物生産にかかる契約を結
び、生産物を販売する等の
形態で農業に参入

企業、農家組合
等の土地所有制
限

1企業１島当たり2万haが上
限。
全国では計10万haまで可。

○民間資本が農家の土地を
大規模に整備を行い、農業
経営を実施

圃場整備後の圃場は、企業
への売買及び貸し出しが禁
止されている。

企業は、農地の利用権を所
持できない

土地に関
する権利
と登記の
状況

土地所有制限

農業部門への企業、農家組
合等の参入

土地相続の状況

項目

農
地
に
係
る
権
利
関
係



 多くの国で土地登記に遅れ。また、相続時に土地細分化がみられるが、変更登記せず 

 土地なし農家が国有地、森林を不法に開墾し定住（インドネシア、ミャンマー、タイ等） 

５． 圃場レベルの農地整備に関する国際セミナーの開催 

 平成 30 年 1 月 15 日から 20 日の間、末

端圃場レベル整備（灌漑、農道、圃場整備）

に係る国際セミナーを開催した。セミナー

は東京で開催し、現地視察は岡山県で行っ

た。 

参加者は、カンボジア、フィリピン、

インドネシア、マレーシア、ミャンマ

ー、スリランカ、タイ、ベトナムからの

計 15 名。 

各国における農地整備の背景（社会的背景、所有権・耕作権などの土地制度等）、農地

整備の現状（合意形成プロセス、推進体制、進捗状況、等）について情報交換するとと

もに、農地整備の課題や今後の展開方向についての意見交換を行った。 

６． 有識者からの意見聴取 

次表の有識者からなる農地整備海外展開促進調査国内検討委員会を設置し、平成 29 年

9 月 20 日と平成 30 年 2 月 5 日の 2 回、国内検討委員会を開催し、調査結果を説明し、

意見を聴取した。 

区分 氏 名 所  属 役職 

委員長 重冨 真一 明治学院大学 教授 

委員 岡本 郁子 東洋大学 教授 

委員 角田 宇子 亜細亜大学 教授 

委員 西牧 隆壯 公益社団法人 国際農林業協働協会 会長 

委員 藤井 秀人 山形大学 教授 

７． 実証調査を行う国の選定 

第 3 グループの国々では、政府職員は農地整備に関する知識、技術及び経験が不足して

いる。第 3 グループのうち、スリランカは平成 26～28 年度までの日･ス技術交流などを

通じて日本の圃場整備に強い関心を寄せていることから、スリランカを平成 30 年度以降

に実証調査を行う国として選定した。 


