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６．事業内容 本事業の第 2年次では、以下の（ア）と（イ）に示す活動を予定している。 

 

（ア）「主体的な食料確保の取り組みを実現する農業農村開発活動」 

（ア‐①）稲作技術改善 

若い苗を 1本（あるいは 2～3本）ずつ間隔を空けて植えることで、苗の成

長力を活用して収量を向上させる SRI(System of Rice Intensification：幼

苗 1本植え)の技術研修を希望者に対して実施する。第 2年次に 6村での研修

を予定している。 

 

（ア‐②）ラタン（籐）植栽 

 ラタンは、用途、栽培労働力などの観点から、貧困層が導入しやすい作物

の一つである。第 2 年次には、4 村でラタンの発芽・植栽研修を実施する予

定である。 

 

（ア‐③）米銀行設置 

 村内で、村人が低利で米を借りることができる米銀行の設置支援と運営指

導を第 2 年次には、新たに 3 村で実施する予定である。同時に第 1 年次に設

置した米銀行のモニタリングも行う。 

 

（ア‐④）家畜銀行設置 

 牛を持たない家族に母牛を貸し出し、出産後、子牛を返却してもらう牛銀

行のシステムを第 2年次にも新たに 1～2村で導入する予定である。なお、第

1 年次に 2村で導入した牛銀行のモニタリングも行う。 

 

（ア‐⑤）深井戸・浅井戸掘削 

 家族数に対して井戸の数が不足している村に、井戸を掘削する。故障の心

配がない浅井戸の掘削を優先するが、岩盤があるなど水脈が深く浅井戸が掘

削できない村も少なくない。そのため浅井戸掘削が不可能な村では深井戸を

掘削する。第 2 年次には、6 村で調査を行い、必要に応じて掘削を行う。既

存の深井戸の故障に対する修理対応も行う。 

 

（イ）「村人の食料確保の中心ともなり、下支えもする自然資源を守る森林

保全活動」 

（イ‐①）参加型土地利用計画（PLUP: Participatory Land Use Planning） 

PLUPでは、村人が土地利用計画を作成し、保護林、保全林、利用林、精霊

林などの区分を行政に登録する。第 2年次には、PLUP を 3村で着手する予定

である。第 1 年次に担当者が長期病気休暇を取得したため、予定よりもやや

遅れがちになっているが、早急に後任を採用し、活動を調整していく。 

 

（イ‐②）意識啓発ドラマワークショップ／法律研修 

 土地収用の問題が発生した際に、村人が適切な対処ができるようドラマや

法律研修を通じて、土地問題や自然資源管理の大切さに関して村人の意識啓

発を促す。第 2 年次には、ドラマを 10 村で、法律研修を 10 村で実施する予

定である。 

 

（イ‐③）自然資源管理 

 村人と行政の話し合いを通じて、第 2年次には、共有林もしくは魚保護地

区を 3村で設置する予定である。また、第 1年次に設置した共有林や魚保護

地区の管理状況もモニタリングする。 
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現在、サワナケート県はラオス国一の人口を持ち、経済発展も著しい一方

で、開発に取り残され、土地も失いさらに貧困の状態が悪化している村もあ

る。JVCの対象村は、土地・森林の問題を多く抱える村々がある 2郡のうち、

その中でも比較的貧困の問題を多く抱える村を対象としている。対象郡には

中高地ラオ族に分類される少数民族のブルー族が多くいる地域にあたるが、

ラオス国の発展において重要課題である少数民族のエンパワーメントにも力

を入れながら活動を進めている。 

本プロジェクトは持続的農業と森林保全という大きな二つのコンポーネン

トの構成になっているが、土地・森林を巡る問題は年々大きくなってきてお

り、ラオス政府も大きな懸案と認識しているが、複雑な問題であることから、

同様の活動をする NGOはラオス全土に 3～4団体ほどしか存在しない。それら

の団体のなかでも JVCは中心的な役割を担っており、ラオス行政とは連携を

深めながら国内法に基づく形の活動で、ラオス国において重要な人権やガバ

ナンスの問題にも取り組んでいる。ラオスの市民社会が発展途上にある中、

このような分野に取り組む日本の NGOとしての役割は大きいと考える。 

７．これまでの成果、

課題・問題点、対応策

など 

1 これまでの事業における成果（実施した事業内容とその具体的成果） 

（ア）「主体的な食料確保の取り組みを実現する農業農村開発活動」 

 6 村 11 家族を対象に、雨季作（N 連事業実施前の作付）収量調査を実施

し、ほとんどの世帯で、非 SRI圃場よりも多くの収量を記録。（収穫量平

均：SRIが 4.09 ton/ha、非 SRIが 3.3 ton/ha） 

 2014年度の雨季の SRIの実践希望者調査を 4月から対象 6で実施。 

 SRI の技術を説明するためのビデオを 3 村で上映（2014 年 6 月末時点）

し、合計 300世帯（各村 100名以上）が鑑賞し、学んだ。 

 アサポン郡の新規村 1村を対象にラタン研修を実施し、計 24人が参加。

現在、発芽状況は概ね良好である。 

 2 村（47 世帯、48 世帯）で米銀行（5ton と 7.8ton）を設置。各村の判

断によって 6月から 10月にかけて米倉開きがあり、米の貸出を行うとさ

れている。2014年 7月中旬時点ではこれまでに設置した各村で 1-2回の

貸し出しが行われた。村の米銀行の借米利率は、個人から借米する利率

よりもずっと安く設定（村によって異なるが平均 15％ほど）されている

ため、雨季作の稲収穫（10-11 月）前に米不足に陥る貧しい世帯に対す

る米銀行の役割、その反響は大きい。借米した村人からは「米銀行のお

陰で、本当に助かっている」といった声を聞いた。 

 2 村で牛銀行を設置。計 13 頭の牝牛（1 頭 4 万～4 万 5 千円相当）を供

与し、計 9 家族が借用。（牛の出産時期は通常 10 月頃〜2 月であるが、

すでに 2頭の仔牛が生まれた） 

 対象 2 村で、牛の飼育研修を実施（借用農家を含む計 22 名が参加）。村

人自身による研修に基づいた牧草地整備が現在進んでいる。 

 42世帯が使用する浅井戸 1基の周囲に、セメントリングとプラットフォ

ームを設置。 

 深井戸（大）5基を 5村で掘削し、計 125世帯が使用。深井戸（小）3基

を 3村で掘削し、計 45世帯が使用。 

 2村で深井戸 3基（大 3基）を修理し、計 75世帯が使用。 
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（イ）「村人の食料確保の中心ともなり、下支えもする自然資源を守る森林

保全活動」 

 2村（約 240世帯、40世帯）で PLUPに着手し、うち 1村において境界線

と森林区分を確定。PLUP説明のためのビデオを 2村で上映。計画的に土

地を区分するという概念が理解しにくい村人も、ビデオを観賞すること

で、JVCとこれからどのような作業をするのかというイメージが共有で

きた。 

 ピン郡で本活動担当行政官 4名に対し PLUPワークショップ実施。将来的

には行政官が自分たちで PLUPを実施できることが理想だが、正しい情報

と知識が行政内で共有されていないため、初回は、内容が難しいと感じ

た行政官もいたようだが、関心は高く、再度実施して欲しいとの要請を

受けた。 

 7 村で意識啓発ドラマを行い、各村で 30～100 名の村人が参加。娯楽が

ないこともあり、上演は非常に好評であった。上演後のインタビューで

村長や村役員の約 80％が内容を理解したと回答。 

 何かしらの土地問題を抱える／抱える可能性のある 9 村でカレンダーを

使った法律研修を実施。全世帯の 20～50％（50〜120 人）が参加。研修

直後のインタビューで村長や村役員の約 50-60％が内容について十分に

理解したと回答。 

 法律カレンダーを使用した研修を、各郡の行政官にたいして実施。計 18

名の行政官が参加。好評につき再度実施して欲しいと要請を受けた。 

 共有林のモデル村を訪問するため、南部チャンパサック県へのスタディ

ーツアーを行い、共有林設置を検討している 4 村の村人 7 名、および行

政官 2 名が参加。この学びから、村人が共有林設置への意欲を見せ、現

在うち 2村（164世帯、204世帯）において設置に向けた作業を行なって

いる。2 村（86 世帯、110 世帯）で魚保護地区設置を検討。すでに隣村

を含めた協議を行なっている。 

２ これまでの事業を通じての課題・問題点 

（ア）ラタン植栽研修 

 申請時には、8 村で実施し 8 割の発芽率を目指していた。2014 年 4 月に実

施したラタン植栽研修時の発芽状況は、6 月中旬に明らかになる見込みであ

る。ラタンは発芽率にばらつきがあり、今回の発芽率によっては、今後技術

指導方法の見直しを行う必要があり、その場合は精度の高い技術指導を優先

させるため、実施村数は、8村を下回る可能性もある。 

（イ）PLUP活動 

 2013年度に 3村で完了予定であったが、担当者が 2月・3月の 2カ月間病

欠し、その後退職に至ったため、PLUPを 2村でしか着手できていない。した

がって、当初予定していた全 7村で PLUPを実施することは困難になる可能性

がある。 

 

３ 上記②に対する今後の対応策 

ア）ラタン植栽研修：発芽状況を注視し、必要な場合によっては実施対象村

数を見直す。 

イ）PLUP活動担当：現在、PLUP担当の後任を選考中である。PLUPは活動の

特性上、乾季にしか実施できないという制約もあるので、後任の着任時期に

よっては、PLUPの目標（指標）を見直す。 
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８．期待される成果と

成果を測る指標 

1. 村人から村人への学びを軸に、村人発信の技術を中心により広範に農業

技術が普及する。 

 4村以上で、各村 2名が稲作技術改善を実践する。（第 1年次と合わせ計

8村） 

 単独で SRI研修実施可能なモデル農家が、各郡に 2名ずついる。 

 これまでの経験をもとに、村人に実践しやすい稲作技術改善や実践者の

感想等をまとめたリーフレットの作成に着手する。 

 5村でラタン栽培実践者が出る。（第 1年次と合わせ計 8村） 

 ラタン栽培実践者の 8割が苗の発芽を成功させる。 

2. 米銀行が設置され、米不足問題が緩和される。 

 2-3村で米銀行が新規に設置され、運営されている。（設置の可能性があ

る 8村のうち 2-3村で設置、想定される世帯合計 100－250世帯、第 1年

次と合わせ計 4-5村） 

 経験の集大成としての、米銀行運営マニュアル作成に着手する。 

3. 家畜銀行が設置され、村人の不測のリスクが緩和される。 

 2村で家畜銀行が、設置され、運営されている。（新規設置で想定される

世帯合計 8-10世帯、第 1年次と合わせ計 4村 17-19世帯） 

 貸付をうけた家族の 80％が家畜の適切な飼育管理について理解する。 

4. 持続的に衛生的な飲料水を確保する体制がある。 

 井戸が足りない村で、7 基の井戸が掘削される。（175 家族が使用、第 1

年次と合わせ計 15基） 

 掘削された全ての井戸について井戸修理ボランティア（各井戸 1-2 名、

合計 7-14名）が育成される。 

5. 村人の土地森林に関する権利が、PLUPの実施を通じて強化される。 

 3村で PLUPが完了し、境界線と森林区分が確定し、村と郡によって登録

される。（設置の可能性がある 12村のうち、第一年次と合わせ計 5村） 

6. 村人が、彼らの土地、森林、自然資源を守るのに役に立つ知識を増す。 

 20 村で意識啓発ドラマと法律研修が実施される。（土地・森林保全の問

題を抱える、または将来抱える可能性が特に高い村全 20村を対象） 

 意識啓発ドラマが村人自らの参加によって実施される。 

7. コミュニティー主体の自然資源管理が持続可能な形で実践されている。 

 自然資源をよく活用している村のうち 3-4 村で、魚保護地区、共有林な

どのコミュニティーによる小規模自然資源管理のシステムが設置され

る。（小規模自然資源管理システムが設置可能な 15 村のうち、第一年次

と合計 7-8村）。 

 設置された自然資源管理システムが法的に認識されている。 

 設置された自然資源管理システムの規則などが広く村人に周知され、適

切に運営管理されている。 
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