
Dhaka Post 

2021/3/13  

Road and Canal 

「一本の用水路で数千人の農民の顔に笑み」 

এক ট খাল খনেন হাজােরা কৃষেকর মুেখ হািস (dhakapost.com) 

 

ホビゴンジ・ショドル郡の Tegharia 組合の Syedabad 村と Abdullahpur 村で運河を掘った

結果、何千人もの農民が微笑んだ。今、彼らは雨を待つ必要はありません。その結果、彼ら

は非常に良い収穫量を夢見ている。 

これら 2 つの村の数千人の農民がグンギアジュリ・ハオールで数百ビガーの土地を耕作し

て生計を立てていることがわかった。代替の灌漑システムがなかったため、農民はボロの土

地を耕作した後、ファルグン-チョイトロ（２月中旬から４月中旬）に雨が降るのを待たな

ければならなかった。ボイシャク（４月中旬）の嵐と雨の中で、彼らは苦労して収穫した作

物を家に持ち帰るために多くの労力をとらなければなりません。彼らの悲惨さを⾧い間見

て、地元の NGO・ASED が前に出てきた。 

ASED は日本からの支援を受けて、「バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農

業普及プロジェクト」を通じてホビゴンジ郡内に用水路を掘った。併せて、掘り起こした土

で新しい道路が建設された。この道路があれば農民はグンギアジュリ・ハオールにある水田

から作物を簡単に家に持ち帰ることができる。 

これまではこの時期、田に灌漑するためには雨を待たねばならなかったが、運河掘削の結果、

運河にある水で灌漑が可能となり、農民は自分たちの土地を簡単に灌漑することができる。

新しい道路の建設により、次のボイシャク月（４月中旬～５月中旬）には農民は水田から稲

を簡単に家に持ち帰ることができるようになる。 

Syedabad 村の農民である Idris Ali は、「水路ができたので田んぼに灌漑することが容易に

できるようになりました。」と述べた。「また、新しい道路の建設により、稲をハオールから

切り取り、問題なく持ち帰ることができるようになります。このまま自然災害がなければ、

非常に多くの収穫を見込んでいます。」 

同じ村の農民で元 UP メンバー（ユニオン議会議員）の Yaqub Khan 氏は、「このプロジェ

クトでは、運河を掘るということと、新しい道路を建設するという 2 つのことを行った」と

語った。「以前は、ハオールで収穫した稲は労働者によって運ばれなければなりませんでし

た。これで小型車でも運搬が可能になりました。現在、この水路によって 50～60acre(20.2

～24.2ha)の土地を灌漑することができます。以前までは私たちは雨を待たなければならな

かった。プロジェクトのおかげでたくさんの農民が恩恵に預かることができました。」 

地元の農民であるサムスール・ミアは、「運河掘削プロジェクトのために土地に水が不足す

ることはなかった。新しい道路のため、ハオールから稲を持ち帰ることは難しくありません。



荷車で稲を運搬することができます。」 

農民のカジェル・ミアは、「運河を掘る前に土地を川から灌漑しなければならないと言いま

した。これで、土地の運河の水を使用できるようになりました。」と語った。 

NGO・ASED の事務局⾧である Zafar 氏は、「Syedabad 村と Abdullahpur 村の農民は⾧い

間収穫物を家まで持って帰るのは非常に困難でした。その上、水不足のためにほとんどの水

田は水不足に悩まされていました。 2 つの村の人々は私たちにこの問題で協力を求めまし

た。日本の地球環境基金の支援を得て、我々は 1000 フィートの運河を掘削し、道路を建設

しました。その結果、農民はここから田んぼに灌漑することができるようになります。昨年、

多くの農民が灌漑不足のために作物を失いました。」と語った。 

ホビゴンジ県にある国立稲作研究所所⾧の Mozammel Haque 氏は、「運河を掘るなど灌漑

施設を増やすことで農民の収穫量が増え、経済的に利益が得られる。道路であるだけでなく、

低コストで簡単に収穫物を運搬することができます。」と述べた。 
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Road and Canal 

「運河を掘りながら数千人もの農民が笑っている」 

এক ট খাল খনেন হািস ফুেটেছ হাজারও কৃষেকর মুেখ (rtvonline.com) 

 

何千人もの農民が運河掘削プロジェクトで多くの収穫量を夢見ています。以前は、持ち帰っ

た稲を収穫し運搬するために毎日雨が降るのを待たなければなりませんでしたが今は待つ

必要はありません。ここの農民は、運河を掘ったり新しい道路を建設したことで、簡単に水

にアクセスできるようになったことを喜んでいます。 

Habiganj Sadar 郡の TeghariaUnion の Syedabad 村と Abdullahpur 村の何千人もの農民が

グンギアジュリ・ハオールで数千ビガーの土地を耕作して生計を立てています。農民は、ボ

ロの土地を耕作した後、ファルグン-チョイトロ（２月中旬～４月中旬）の時期に雨が降る

のを待たなければなりません。土地を灌漑するための代替システムがなかったので、彼らは

多くの問題を抱えていました。雨が降ったとき、彼らは苦労して稼いだ収穫物を家に持ち帰

るために急がなければなりませんでした。彼らの苦しみを⾧い間見て、地元の NGO・ASED

が前に出てきました。 

ASED HOBIGANJ は日本の支援を受けて、「バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動

適応化農業普及プロジェクト」を通じて運河を掘りました。運河を掘った後、農民の土地の

水問題を解決するために新しい道路が建設されました。農民はグンギアジュリ・ハオールか

ら道路で簡単に稲を運ぶことができます。 

この地域に目を向けると、土地を灌漑するために雨が降るのを待つ必要がないことがわか

ります。運河には、運河掘削のための適切な給水施設があります。その結果、農民は自分た

ちの土地を簡単に灌漑することができるようになります。 

新しい土道の建設により、収穫期のボイシャク（４月中旬から５月中旬）月には農民は田ん

ぼから稲を収穫し、家に簡単に持ち帰ることができるようになります。 

同じ村の農民で元 UP メンバー（ユニオン議会議員）の YaqubKhan 氏は、「このプロジェ

クトでは 2 つのことを一緒に行った」と語った。「片側の運河の掘削と反対側の新しい道路

の建設。以前は、ハオールからの稲を労働者は肩に載せて運搬しなければなりませんでした。

これで小型車でも運搬が可能になりました。今では、サロマシンを使って 50～60acre(20.2

～24.2ha)の土地を灌漑することができます。以前までは私たちは雨を待たなければならな

かった。私たちはこのプロジェクトのおかげでたくさんの恩恵を預かっています。」 

地元の農民であるサムスール・ミアは、「運河掘削プロジェクトのために土地に水が不足す

ることはなかった。新しい道路のため、ハオールから稲を持ち込むことは難しくありません。

荷車で稲を運搬することができます。運河の掘削と道路の建設は、2 つの村に大きな利益を



もたらしました。」と語った。 

NGO・ASED の事務局⾧である Zafar 氏は、「Syedabad 村と Abdullahpur 村の農民は⾧い

間収穫物を家まで持って帰るのは非常に困難でした。その上、灌漑が不足しているためほと

んどの水田は水不足に悩まされていました。２つの村の方々はこの問題で私たちに協力を

求めました。日本の地球環境基金の支援を得て、1,000 フィートの運河を掘削し、道路を建

設しました。その結果農民はここから田んぼに灌漑することができるようになりました。昨

年、多くの農民が灌漑不足のために作物を失いました。」と語った。 

ホビゴンジ県にある国立稲作研究所所⾧の Mozammel Haque 氏は、「運河を掘るための灌

漑施設を増やすことで農民の収穫量が増え、経済的に利益が得られる。道路であるだけでな

く、自宅で畑作物を収穫する方が簡単で費用もかかりません。」と述べた。                         
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BRRI Dhan88 

「ホビゴンジで開発された稲に農民は微笑む」 

হিবগে  উ ািবত নতন ধােন কৃষেকর মুেখ হািস (dhakapost.com) 

 

農民たちは、稲作研究所によって発明された新しい稲、BRRI Dhan88 の栽培に微笑んで

います。この品種の稲は最後に植えても最初に収穫できるため、農家はこの稲の栽培に興味

を持っています。この種類の水田は通常、植え付けから 120～130 日以内に収穫されます。 

情報筋によると、何千人もの農民がホビゴンジ稲作研究所によって発明された新しい稲-

BRRI Dhan88 を栽培することで笑顔になっています。洪水、雹の嵐、ボイシャク（4 月中

旬～5 月中旬）の嵐の前に事前に収穫できるため、何千人もの農民がこの新しい種類の稲の

栽培に興味を持っています。 

農民によると、BRRI Dhan88 の稲は他の品種を植えた後、最後に田植えをしたにもかかわ

らず、最初に収穫することができました。今回は非常に良い収穫量でした。収量は他の種類

の水田よりも高く、1 ビガー当たり 22～25 モン(6t～7t/ha)の稲が収穫されました。 

Habiganj Sadar 郡の Abdullahpur 村の農民である SalimUllah は、「私は洪水から稲を保護

し、ボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の嵐を乗り切るために BRRI Dhan88 を栽培してい

ました」と述べました。この稲の収量は非常に良好です。私は洪水の前に稲刈りをして、家

に持ち帰ることができています。 

隣のシカンダルプール村の農民アブドゥル・ハケ氏は、「グンギアジュリ・ハオールに BRRI 

Dhan88 を植えました。今回は歩留まりが良かったです。1 ビガー当たり 20～22 モン（1ha

当たり約 5.6t～6.1t）の収穫がありました。誰よりも後に稲を植え、誰よりも先に稲を収穫

することができて幸せです。」と語った。 

同じ村の農民であるアブドラ・ミアは、「BRRI Dhan88 が洪水から私たちを救った。ボイ

シャク(4 月中旬～5 月中旬)が始まる前に稲刈りを終えて収穫物を家に持ち帰ることができ

ています。このようにして、私たちは洪水の被害から救われました。ボイシャク（4 月中旬

～5 月中旬）の時期になるとすぐに、私たちは嵐と洪水を心配します。この稲は事前に洪水

から農民を保護します。このため地域の農民たちはこの品種の稲を栽培しました。彼らもま

た非常に良い収量を得ました。」と語った。 

農民のシャヒド・ミア氏は、「今年は稲作研究所の職員の保証を得て、BRRI Dhan88 を植

えた。非常に良好な収量を得ました。洪水の前に稲を収穫できてとてもうれしいです。多く

の農民がこの品種の稲の栽培に関心を示しています。」と語った。 

ホビゴンジ ACD チーフプログラムのジャミルモスタク氏は、「稲作研究所の助けを借り

て、私たちは農民にその品種の稲を栽培するよう奨励した。この稲は、事前に洪水から農民



を保護します。その上、雹の嵐およびボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の嵐からも保護し

ます。 

ASED HAOBIGANG(NGO)の事務局⾧である ZafarIqbal Chowdhur 氏は、農民の水田は

毎年グンギアジュリ・ハオールの洪水によって破壊された。稲作研究所でこの問題について

議論したところ彼らは、発明した稲を農民に広めれば、事前に洪水からの被害を防ぐことが

できるのではないかと提案した。この品種の稲を栽培することにより、ここの農民は多くの

恩恵を受けました。」と述べた。 

ホ ビ ゴ ン ジ 稲 作 研 究 所 チ ー フ サ イ エ ン テ ィ フ ィ ッ ク オ フ ィ サ ー の  Mohammad 

Mozammel Haque は、「バングラデシュ稲作研究所が 100 種類のも品種の稲を開発した。そ

の中で、農民に BRRI Dha88 を配布しました。この稲はより短い時間でより高い収量をも

たらします。」と述べた。 
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BRRI Dhan88 

「事前に BRRI88 の稲を刈り嬉しい農民」 

ি  ৮৮ জােতর নতন ধান আগাম কাটেত পারায় কৃষকরা খুিশ (tarafnews24.com) 

 

スタッフレポーター：バングラデシュ稲作研究所によって発明された新しい品種 BRRI 

Dhan88 は、農民の顔に喜びの笑顔をもたらしました。農民はこの地域の誰よりも先にこの

稲を収穫して家に持ち帰ったので、この品種に興味を持ち始めています。この稲の育成時期

は 135～140 日であるため、農民は洪水、雹の嵐、鉄砲水が来る前に稲刈りすることができ

ます。 

現在、農家は早生品種である BRRI Dhan28 を栽培しています。過去 8～10 年間、農家は

この種類の米に苦しんでいます。その結果、新しい早生品種が大いに必要とされました。

BRRI Dhan88 はニーズを完全に満たします。この品種米は耐病性に関しても BRRI Dhan28

よりも優れ非常に収穫が高いのが特徴です。 

グンギアジュリ・ハオールでは、毎年稲刈り前に、またはボイシャクの時期（4/15～5/14）

に洪水が発生するリスクがあります。その結果、農民たちはこの時期彼らの作物が洪水によ

って沈むのではないかと恐れを抱いて生きてきました。専門家は、新しい品種が農民をこの

恐れから解放すると言います。 

この品種米がグンギアジュリ・ハオールに植えられたのはこれが初めてです。今回初めて

グンギアジュリ・ハオールにこの BRRI Dhan88 を植えた農民は、他の品種を植えた後、一

番後に田植えしたにもかかわらず、最初に収穫できたと述べました。また、今回は非常に収

量が高くなりました。他の早生品種米よりも収量が多いです。１ビガー（約 1335 ㎡当たり）

の収量は 19 から 21 モン（710kg～790kg（5.3～5.9t/ha））ありました。 

Habiganj Sadar 郡の Abdullahpur 村の農民である SalimUllah は、次のように述べていま

す。この品種の米は非常に良い収量を持っています。洪水の前に稲刈りができて家に持ち帰

ることができます。また彼は、ハオール域ではまだどこも稲刈りをはじめていないと言いま

した。そのため、日雇い労働者も安く抑えられているといいます。 

隣接するシカンダルプール村の別の農家であるアブドゥル・ホックは、「グンギアジュリ・

ハオールに稲を植えた。今回は収穫量が多かった」と語りました。収量はビガー当たり 20

から 22 モン（5.6～6.1 トン/ヘクタール）収穫があったといいました。彼は誰よりも後に稲

を植え誰よりも早く稲刈りを済ませて幸せだったと言いました。 

ASED HABIGON(NGO)のプログラム責任者である JamilMostaq は、「バングラデシュ米

研究所の助けを借りて、農家に BRRI Dhan88 栽培を奨励してきました」と述べています。

この稲は、突然の洪水や雹と鉄砲水から農民を救うでしょう。 



ASED HABIGON(NGO)の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は「農民の水田は

毎年グンギアジュリ・ハオールの洪水によって被害を受けてきました。この問題についてバ

ングラデシュ稲作研究所に相談したところ、彼らは彼らが発明した品種が農民に広められ

れば、洪水から保護されるだろうと提案し、この事業が始まりました。この種類の稲を栽培

することにより、ここの農民は多くの恩恵を受けてきました。彼は、将来、ますます多くの

農民にこの種類の稲を広めなければならない」と言いました。 

バングラデシュ稲作研究所、ハビガンジ地域事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 博

士は、バングラデシュ稲作研究所がこれまで 100 種類の品種を開発してきたと述べました。

新しい品種の稲が農民に供給され、彼らはより高い収穫量を得ることができます。こうした

早生品種を ASD HABIGONJ（NGO）を通じて農家に配布し、より少ない時間とコストで

より高い収穫量を得ることができるようにしました。彼はさらに、農民はボイシャクの始ま

り（4 月中旬）の洪水の前にこの品種米を水田から彼らの家に持って帰ることができるだろ

うと言った。洪水や鉄砲水から作物を守るために、新しい品種米を栽培することを奨励して

います。 

（Google 翻訳、一部筒井修正：オリジナル添付）（2021 年 4 月 18 日付 Torongo24 紙よ

り） 

  



Daily Bangladesh 

2021/4/18 

BRRI Dhan88 

「ホビゴンジにおける BRRI88 の高収量」 

হিবগে  ি -৮৮ ধােনর বা ার ফলন (daily-bangladesh.com) 

 

農家は、ホビゴンジのバングラデシュ稲作研究所によって発明された新しい稲 BRRI 

Dhan88 の非常に良い高収量と早期収穫に満足しています。 

この新しい種類の米は 135～140 日で収穫でき、初期の洪水、雹の嵐、鉄砲水が来る前に収

穫できます。したがって、関係者はこの品種の稲が将来、ホビゴンジのハオールの低地に広

い範囲で植えられることを望んでいます。 

数年おきにボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の初めに、洪水や鉄砲水のためにハオール

地域の低地が水没し、作物に甚大な被害をもたらしています。農民は作物の被害を避けるた

めに、過去 8～10 年間、低地で BRRI28 という品種の稲を栽培してきました。しかしここ

数年、冷害が原因で BRRI28 にさまざまな病気が発生し、農家は悩んでいました。これに関

連して、バングラデシュ稲作研究所は新しい早生品種の開発に関する研究を開始しました。 

この研究では、BRRI 88 は BRRI28 よりも多くの成功を収めており、早熟を含むさまざ

まな成功を収めています。 

ASED HABIGONJ(NGO)の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は「グンギアジ

ュリ・ハオールを含むホビゴンジのいくつかの低地で過去数年間、洪水により農民の水田が

破壊される被害がありました。そこでバングラデシュ稲作研究所と協議の上、発明した新し

い米を農家に広めました。初年度は大成功でした。将来的にもこのような品種の稲が農民に

広まれば、農民は恩恵を受けるだろう」と語りました。 

稲作研究所ホビゴンジ地域事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque は、バングラデシ

ュ稲作研究所が 100 品種の稲を開発したと述べました。「これらの中で、BRRI88 はより短

い時間での熟成を含む良好な収量を持っています。そこで ASED HABIGONJ を通じてこの

稲を農家に配布しています。その成功が来ました。」 

彼は、農民が洪水から彼らを保護するために事前に BRRI88 品種の稲を栽培することを

奨励されていると付け加えた。この新種の稲がグンギアジュリ・ハオールに植えられたのは

これが初めてです。農民はボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の初めからこの稲の収穫を始

めました。 

農民は、新しい品種は非常に良い収量だと言います。1 ビガーにつき 19 から 21 モン（5.3

～6.9t/ha）の収穫があります。最大の点はこの稲が一般の農民を洪水による被害から守る

ことです。 

農民のアブドゥル・ハケ氏は、BRRI88 を植えたのはこれが初めてだと語った。彼は豊作



と早収穫に非常に満足しています。 

農民のルスタム・アリは、初めて BBRI88 が好きだと言いました。稲も早い収穫でかなり

良いです。そのため、今後もこのような水田を栽培していくとのことでした。 

 
  



Habiganj Journal 

2021/4/18 

BRRI Dhan88 

「ホビゴンジでは農家が新種の BRRI88 を事前に収穫できることを喜んでいます」 

habiganjjournal 

 

バングラデシュ稲作研究所によって発明された新しい米の栽培は、最初に収穫されます。

他の農民はこの品種の稲が最初に収穫されたために、この稲に興味を持ち始めています。こ

の稲の育成時期は 135～140 日であるため、農民は洪水、雹の嵐、ボイシャク（4 月中旬～

5 月中旬）の嵐の前に稲を収穫することができます。 

現在、農家は早生品種の稲である BRRI28 を栽培しています。過去 8～10 年間、農民は

この品種の稲のために苦しんでいました。その結果、新しい早生品種が大いに必要とされま

した。 BRRI 88 はニーズを完全に満たします。BRRI88 の稲の耐病性は BRRI28 よりも高

い。 

グンギアジュリ・ハオールでは毎年稲刈りの前のボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の時

期に洪水が発生するリスクがあります。その結果、農民たちはこの時期彼らの作物が洪水に

よって沈むのではないかと恐れを抱いて生きてきました。専門家は、新しい品種が農民をこ

の恐れから解放すると言います。 

この品種米がグンギアジュリ・ハオールに植えられたのはこれが初めてです。今回初めて

グンギアジュリ・ハオールにこの BRRI Dhan88 を植えた農民は、他の品種を植えた後、一

番後に田植えしたにもかかわらず、最初に収穫できたと述べました。また、今回は非常に収

量が高くなりました。他の早生品種米よりも収量が多いです。1 ビガー（約 1335 ㎡当たり）

の収量は 19 から 21 モン（710kg～790kg（5.3～5.9 トン/ヘクタール））ありました。 

Habiganj SadarUpazila の Abdullahpur 村の農民である SalimUllah は、次のように述べて

います。この品種の米は非常に良い収量を持っています。洪水の前に稲刈りができて家に持

ち帰ることができます。また彼は、ハオール地域ではまだどこも稲刈りをはじめていないと

言います。そのため、日雇い労働者も安く抑えられているといいます。 

隣接するシカンダルプール村の別の農家であるアブドゥル・ホックは、「グンギアジュリ・

ハオールに稲を植えた。今回は収穫量が多かった」と語りました。収量はビガー当たり 20

から 22 モン（5.6～6.1t/ha）収穫があったといいました。彼は誰よりも後に稲を植え誰よ

りも早く稲刈りを済ませて幸せだったと言いました。 

「バングラデシュ米研究所の助けを借りて、農家に BRRI Dhan88 栽培を奨励してきまし

た」と ASED HABIGONJ(NGO)のプログラム責任者であるジャミルモスタクは述べてい

ます。この稲は突然の洪水や雹とボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の鉄砲水から農民を救

うでしょう。 



ASED HABIGONJ(NGO)の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は「農民の水

田は毎年グンギアジュリ・ハオールの洪水によって被害を受けてきました。この問題につい

てバングラデシュ稲作研究所に相談したところ、彼らは彼らが発明した品種が農民に広め

られれば、洪水から保護されるだろうと提案し、この事業が始まりました。この種類の稲を

栽培することにより、ここの農民は多くの恩恵を受けてきました。彼は、将来、ますます多

くの農民にこの種類の稲を広めなければならない」と言いました。 

バングラデシュ稲作研究所、ハビガンジ地域事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 博

士は、バングラデシュ稲作研究所がこれまで 100 種類の品種を開発してきたと述べました。

新しい品種の稲が農民に供給され、彼らはより高い収穫量を得ることができます。こうした

早生品種を ASD HABIGONJ（NGO）を通じて農家に配布し、より少ない時間とコストで

より高い収穫量を得ることができるようにしました。彼はさらに、農民はボイシャクの始ま

り（4 月中旬）の洪水の前にこの品種米を水田から彼らの家に持って帰ることができるだろ

うと言った。洪水や鉄砲水から作物を守るために、新しい品種米を栽培することを奨励して

います。 

 



Torongo news 

2021/4/18 

BRRI Dhan88 

「農家は新種の BRRI88 を事前に収穫できることを喜んでいます」 

Torongo 24 » ি  ৮৮ জােতর নতন ধান আগাম কাটেত পারায় কৃষকরা খুিশ 

 

バングラデシュ稲作研究所によって発明された新しい米の栽培は、最初に収穫されます。

他の農民はこの品種の稲が最初に収穫されたために、この稲に興味を持ち始めています。こ

の稲の育成時期は 135～140 日であるため、農民は洪水、雹の嵐、ボイシャク（4 月中旬～

5 月中旬）の嵐の前に稲を収穫することができます。 

現在、農家は早生品種の稲である BRRI28 を栽培しています。過去 8～10 年間、農民は

この品種の稲のために苦しんでいました。その結果、新しい早生品種が大いに必要とされま

した。 BRRI 88 はニーズを完全に満たします。BRRI88 の稲の耐病性は BRRI28 よりも高

い。 

グンギアジュリ・ハオールでは毎年稲刈りの前のボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の時

期に洪水が発生するリスクがあります。その結果、農民たちはこの時期彼らの作物が洪水に

よって沈むのではないかと恐れを抱いて生きてきました。専門家は、新しい品種が農民をこ

の恐れから解放すると言います。 

この品種米がグンギアジュリ・ハオールに植えられたのはこれが初めてです。今回初めて

グンギアジュリ・ハオールにこの BRRI Dhan88 を植えた農民は、他の品種を植えた後、一

番後に田植えしたにもかかわらず、最初に収穫できたと述べました。また、今回は非常に収

量が高くなりました。他の早生品種米よりも収量が多いです。1 ビガー（約 1335 ㎡当たり）

の収量は 19 から 21 モン（710kg～790kg（5.3～5.9t/ha））ありました。 

Habiganj SadarUpazila の Abdullahpur 村の農民である SalimUllah は、次のように述べて

います。この品種の米は非常に良い収量を持っています。洪水の前に稲刈りができて家に持

ち帰ることができます。また彼は、ハオール域ではまだどこも稲刈りをはじめていないと言

います。そのため、日雇い労働者も安く抑えられているといいます。 

隣接するシカンダルプール村の別の農家であるアブドゥル・ホックは、「グンギアジュリ・

ハオールに稲を植えた。今回は収穫量が多かった」と語りました。収量は 1 ビガー当たり

20 から 22 モン（5.6～6.1t/ha）収穫があったといいました。彼は誰よりも後に稲を植え誰

よりも早く稲刈りを済ませて幸せだったと言いました。 

「バングラデシュ米研究所の助けを借りて、農家に BRRI Dhan88 栽培を奨励してきました」

と ASED HABIGONJ(NGO)のプログラム責任者であるジャミルモスタクは述べています。

この稲は突然の洪水や雹とボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の鉄砲水から農民を救うでし

ょう。 



ASED HABIGONJ(NGO)の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は「農民の水

田は毎年グンギアジュリ・ハオールの洪水によって被害を受けてきました。この問題につい

てバングラデシュ稲作研究所に相談したところ、彼らは彼らが発明した品種が農民に広め

られれば、洪水から保護されるだろうと提案し、この事業が始まりました。この種類の稲を

栽培することにより、ここの農民は多くの恩恵を受けてきました。彼は、将来、ますます多

くの農民にこの種類の稲を広めなければならない」と言いました。 

バングラデシュ稲作研究所、ハビガンジ地域事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 博

士は、バングラデシュ稲作研究所がこれまで 100 種類の品種を開発してきたと述べました。

新しい品種の稲が農民に供給され、彼らはより高い収穫量を得ることができます。こうした

早生品種を ASD HABIGONJ（NGO）を通じて農家に配布し、より少ない時間とコストで

より高い収穫量を得ることができるようにしました。彼はさらに、農民はボイシャクの始ま

り（4 月中旬）の洪水の前にこの品種米を水田から彼らの家に持って帰ることができるだろ

うと言った。洪水や鉄砲水から作物を守るために、新しい品種米を栽培することを奨励して

います。 

 



Protidiner Songbad 

2021/4/19 

BRRI Dhan88 

「BRRI88 の高収量に満足している農民」 

ি -৮৮ ধােনর বা ার ফলেন খুিশ কৃষক | শেষর পাতা (protidinersangbad.com) 

 

農家は現在、ホビゴンジのバングラデシュ稲作研究所によって発明された BRRI88 の非

常に良い高収量と早期収穫に満足しています。この新種の米は 135～140 日で収穫でき、洪

水、雹の嵐、鉄砲水の被害から農民を救います。したがってホビゴンジのハオールの低地で

は、この品種の稲が将来大規模に植えられるだろうと、いくつかの地元の農民は言いました。 

数年おきにボイシャク（4 月中旬～5 月中旬）の初めに、ハオールの低地が洪水や鉄砲水

のために水没し、作物に甚大な被害をもたらしています。農民は、作物の被害を避けるため

に、過去 10 年間、低地で BRRI28 という品種の稲を栽培してきました。しかしここ数年冷

害などが原因で様々な病気が BRRI28 に現れ、農民たちは悩んでいました。これに関連し

て、バングラデシュ稲作研究所は、米の品種の革新に関する研究を開始しました。この研究

では BRRI88 は BRRI28 よりも耐病性が高く、より少ない日数での成熟などさまざまな成

功を収めました。 

ホビゴンジでさまざまな形の水田栽培で農民を支援してきた NGO・ACED の最高経営責任

者である ZafarIqbal Chowdhury は「グンギアジュリ・ハオールを含むホビゴンジのいくつ

かの低地で過去数年間、洪水により農民の水田が破壊される被害がありました。そこでバン

グラデシュ稲作研究所と協議の上、発明した新しい米を農家に広めました。初年度は大成功

でした。将来的にもこのような品種の稲が農民に広まれば、農民は恩恵を受けるだろう」と

語った。 

稲作研究所ホビゴンジ地域事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque は、バングラデシ

ュ稲作研究所が 100 品種の稲を開発したと述べました。「これらの中で、BRRI88 はより短

い時間での熟成を含む良好な収量を持っています。そこで ASED HABIGONJ を通じてこの

稲を農家に配布しています。その成功が来ました。」 

グンギアジュリ・ハオールにこの品種の稲が植えられたのは今回が初めてです。農民はボ

イシャク（4 月中旬～5 月中旬）の初めからこの稲の収穫を始めました。農民は、新しい品

種は非常に良い収量を持っていると言います。1 ビガー当たり19 から21モン（5.3～6.9t/ha）

の収穫があります。最大の点はこの稲が一般の農民を洪水による被害から守ることです。 

農民のアブドゥル・ハケ氏は、BRRI88 を植えたのはこれが初めてだと語った。彼は豊作

と早収穫に非常に満足しています。 

農民のルスタム・アリは、初めて BBRI88 が好きだと言いました。稲も早い収穫でかなり

良いです。そのため、今後もこのような水田を栽培していくとのことでした。 



 

  



Taraf News24 

2021/4/22 

BRRI Hybrid-5 

「ホビゴンジのグンギアジュリ・ハオールで開催されたフィールドデー」 

হিবগে র ি য়াজিুর হাওের মাঠ িদবস অনু ত (tarafnews24.com) 

 

ホビゴンジ特派員：ホビゴンジ稲作研究所が発明した稲、Hybid-5 のフィールドデーが木

曜日の午後、グンギアジュリ・ハオールで開催されました。 

ホビゴンジ稲作研究所チーフサイエンティフィックオフィサーや Mozammel Haque、シ

ニ アサ イ エ ン テ ィフ ィ ッ ク オフ ィサ ーの Rafiqul Islam 、ASED HABIGONJ、 Zafar 

IqbalChowdhury の事務局⾧を含む地元の人々の代表と農民が出席しました。 

稲を切り取り、重さを量ると、Hybid-5 品種の稲は 1 ビガーあたり 35 モン（9.7t/ha）を

産出したことがわかりました。将来的には、この品種の米の生産に農民が興味を持つように

なることが期待されています。 

ホビゴンジ稲作研究所チーフサイエンティフィックオフィサーの Mozammel Haque は

「Hybid-5 品種の水田を栽培することで、農民は経済的に利益を得ました。1 ビガーにつき

35 モン(9.7t/ha)の稲を収穫しました。この地域の一般の農民は、この豊作に非常に満足し

ています。」と述べました。 

 



Sylheter Sokal (☆) 

2021/4/22 

BRRI Hybrid-5 

「グンギアジュリ・ハオールで BRRI Hybrid-5 のフィールドデーが開催された」 

ি য়াজিুর হাওের ি -হাইি ড ধান ৫ জােতর মাঠ িদবস অনু ত (sylhetersokal.com) 

 

特派員：バングラデシュ稲作研究所が発明した BRRI Hybrid-5 のフィールドデーが開催

されました。 

フィールドデーは木曜日の朝、グンギアジュリ・ハオールで行われ、バングラデシュ稲作

研究所のホビゴンジ地域事務所⾧、モハンマドモザンメルハケ、シニアサイエンティフィッ

クオフィサー、ASED HABIGONJ、Zafar IqbalChowdhury の最高経営責任者である Md 

RafiqulIslam と、地元の人々の代表者や農民が出席しました。 

畑の日に農民が栽培した Janakraj というハイブリッド品種の稲と BRRI Hybrid-5 を刈り

取り、脱穀して測定しました。Janakraj のハイブリッド品種の収量は 1 ビガーあたり 28 モ

ン(7.2t/ha)であり、BRRI Hybrid-5 の収量は１ビガーあたり 35 モン(9.7t/ha)です。 

フィールドデーに参加したバングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ地域事務所⾧の

Mohammad Mozammel Haque は、Hybrid-5 の米がより生産的であることが証明されたと

述べました。この高い収穫量の結果として、農民の収入は増加し、支出は減少します。彼は

もっと多くの農民がこの品種の稲を栽培することを望んでいます。 

 

 



 Habiganj Express (☆同文) 

2021/4/23 

BRRI Hybrid-5  

「グンギアジュリ・ハオールで BRRI Hybrid-5 フィールドデーが開催された」 

ি য়াজিুর হাওের ি -হাইি ড ধান ৫ জােতর মাঠ িদবস অনু ত (habiganjexpress.com) 

 

バングラデシュ稲作研究所が発明した BRRI Hybrid-5 のフィールドデーが開催されまし

た。フィールドデーは木曜日の朝、グンギアジュリ・ハオールで開催され、バングラデシュ

稲作研究所のホビゴンジ地域事務所⾧やモハンマドモザンメルハケ、シニアサイエンティ

フィックオフィサー、 ASED HABIGONJ、Zafar IqbalChowdhury の最高経営責任者である

Md RafiqulIslam と、地元の人々の代表者や農民が出席しました。 

畑の日に農民が栽培した Janakraj というハイブリッド品種の稲と BRRI Hybrid-5 を刈り

取り、脱穀して測定しました。Janakraj のハイブリッド品種の収量は 1 ビガーあたり 28 モ

ン(7.2t/ha)であり、BRRI Hybrid-5 の収量は１ビガーあたり 35 モン(9.7t/ha)です。 

 フィールドデーに参加したバングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ地域事務所⾧の

Mohammad Mozammel Haque は、Hybrid-5 の米がより生産的であることが証明されたと

述べました。この高い収穫量の結果として、農民の収入は増加し、支出は減少します。彼は

もっと多くの農民がこの品種の稲を栽培することを望んでいます。 

 



Habiganj Samachar（☆同文） 

2021/4/23 

BRRI Hybrid-5 

「グンギアジュリ・ハオールで BRRI Hybrid-5 のフィールドデーが開催された」 

দিনক হিবগ  সমাচার - The Daily Habiganj Samachar -24 May 2021 (habiganj-

samachar.com) 

 

バングラデシュ稲作研究所が発明した BRRI Hybrid-5 のフィールドデーが開催されまし

た。フィールドデーは木曜日の朝、グンギアジュリ・ハオールで開催され、バングラデシュ

稲作研究所のホビゴンジ地域事務所⾧や、Mohammad Mozammel Haque、シニアサイエン

ティフィックオフィサー、 ASED HABIGONJ、Zafar IqbalChowdhury の最高経営責任者で

ある Md RafiqulIslam と、地元の人々の代表者や農民が出席しました。 

畑の日に農民が栽培した Janakraj というハイブリッド品種の稲と BRRI Hybrid-5 を刈り

取り、脱穀して測定しました。Janakraj のハイブリッド品種の収量は 1 ビガーあたり 28 モ

ン(7.2t/ha)であり、BRRI Hybrid-5 の収量は１ビガーあたり 35 モン(9.7t/ha)です。 

 フィールドデーに参加したバングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ地域事務所⾧の

Mohammad Mozammel Haque は、Hybrid-5 の米がより生産的であることが証明されたと

述べました。この高い収穫量の結果として、農民の収入は増加し、支出は減少します。彼は

もっと多くの農民がこの品種の稲を栽培することを望んでいます。 

 



Sylheter Sokal（★） 

2021/4/26 

BRRI Dhan89 

「ホビゴンジで BRRI Dhan89 のフィールドデーが開催された」 

হিবগে   ি -ধান ৮৯ জােতর মাঠ িদবস অনু ত (sylhetersokal.com) 

 

ホビゴンジ特派員：バングラデシュ稲作研究所が開発した BRRI Dhan89 のフィールドデ

ーが開催されました。 ASED HABIGONJ(NGO)が地球環境基金と協力して実施したホビ

ゴンジ県の「バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト」の

下で、バフバル郡のミルプールとスナンガットユニオンの農民に BRRI Dhan8、BRRI Dhan9、

BRRI Dhan88、BRRI Dhan89 が提供されました。 現在のボロシーズン(乾期)中に 3 種類

の BRRI Hybrid 米の種子が配布されました。 

フィールドデーは月曜日の正午にバフバル郡のミルプールハオールで開催されました。

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 氏、バ

フバル郡議会副議⾧ NilufarYasmin 氏、バフバル郡農業担当官の Abdul Awal 氏、ASED 

HABIGONJ の ZafarIqbal Chowdhury 氏、その他の地元の代表者や農民が出席しました。 

農民が栽培した BRRI Dhan89 はみんなの前で刈り取られて脱穀され、１ビガーあたり 28

モン(7.9t/ha)が収穫できたことが確認されました。 

 バフバル郡の農業担当官である AbdulAwal 氏はフィールドデーで「農民はハイブリッド

米を栽培するならば市場から 400 タカ/kg(≒500 円)で購入して栽培しています。しかし、

BRRI によって開発された多くの品種は、市場から購入したハイブリッド品種と同じ収量を

もたらします。これらの品種の種子は農家自身が保管することができます。これにより種子

を購入する農家の負担がハイブリッド米よりも軽減されます。」と述べた。 

 Bahubal UpazilaParishad の副議⾧である NilufarYasmin は、スピーチの中で、農民は種

子保存について多くの訓練を受ける必要があると述べた。現在の農民に優しい政府は、農業

に巨額の補助金を提供しています。 

ASED HABIGONJ の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は、「ホビゴンジの

ほとんどの農民は、年間を通じて 1 つの作物としてボロ稲のみを栽培している。繰り返し

になりますが、農家は市場から購入したハイブリッド米の栽培にとても興味を持っていま

す。BRRI によって開発された早生品種は数多くあり、農業のコストを削減し、収穫量を増

やし、災害のリスクを軽減します。農家は BRRI 品種の栽培に注目することが重要だ。」と

述べました。 

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque は、

BRRI Dhan89 がより生産的であることが証明されたと述べました。この高い収穫量の結果

として、農民の収入は増加し支出は減少します。より多くの農民がこの品種の稲を栽培する



ようになることを望んでいると言います。 

地元の農家によると BRRI Dhan89 は高収量であるため、将来的にはこの品種の栽培に関心

が高まっているとのことです。 

 

 



Taraf News24（★同文） 

2021/4/26 

BRRI Dhan89 

「BRRI Dhan89 のフィールドデーが開催された」 

বা বেল ি -ধান ৮৯ জােতর মাঠ িদবস অনু ত (tarafnews24.com) 

 

ホビゴンジ特派員：バングラデシュ稲作研究所が開発した BRRI Dhan89 のフィールドデ

ーが開催されました。 ASED HABIGONJ(NGO)が地球環境基金と協力して実施したホビ

ゴンジ県の「バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト」の

下で、バフバル郡のミルプールとスナンガットユニオンの農民に BRRI Dhan8、BRRI Dhan9、

BRRI Dhan88、BRRI Dhan89 が提供されました。 現在のボロシーズン(乾期)中に 3 種類

の BRRI Hybrid 米の種子が配布されました。 

フィールドデーは月曜日の正午にバフバル郡のミルプールハオールで開催されました。

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 氏、バ

フバル郡議会副議⾧ NilufarYasmin 氏、バフバル郡農業担当官の Abdul Awal 氏、ASED 

HABIGONJ の ZafarIqbal Chowdhury 氏、その他の地元の代表者や農民が出席しました。 

農民が栽培した BRRI Dhan89 はみんなの前で刈り取られて脱穀され、１ビガーあたり 28

モン(7.9t/ha)が収穫できたことが確認されました。 

 バフバル郡の農業担当官である AbdulAwal 氏はフィールドデーで「農民はハイブリッド

米を栽培するならば市場から 400 タカ/kg(≒500 円)で購入して栽培しています。しかし、

BRRI によって開発された多くの品種は、市場から購入したハイブリッド品種と同じ収量を

もたらします。これらの品種の種子は農家自身が保管することができます。これにより種子

を購入する農家の負担がハイブリッド米よりも軽減されます。」と述べた。 

 Bahubal UpazilaParishad の副議⾧である NilufarYasmin は、スピーチの中で、農民は種

子保存について多くの訓練を受ける必要があると述べた。現在の農民に優しい政府は、農業

に巨額の補助金を提供しています。 

ASED HABIGONJ の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は、「ホビゴンジの

ほとんどの農民は、年間を通じて 1 つの作物としてボロ稲のみを栽培している。繰り返し

になりますが、農家は市場から購入したハイブリッド米の栽培にとても興味を持っていま

す。BRRI によって開発された早生品種は数多くあり、農業のコストを削減し、収穫量を増

やし、災害のリスクを軽減します。農家は BRRI 品種の栽培に注目することが重要だ。」と

述べました。 

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque は、

BRRI Dhan89 がより生産的であることが証明されたと述べました。この高い収穫量の結果

として、農民の収入は増加し支出は減少します。より多くの農民がこの品種の稲を栽培する



ようになることを望んでいると言います。 

地元の農家によると BRRI Dhan89 は高収量であるため、将来的にはこの品種の栽培に関心

が高まっているとのことです。 

 
  



Habiganj Samachar(★同文) 

2021/4/27 

BRRI Dhan89 

「ミルプールで BRRI Dhan89 のフィールドデーが開催されました」 

দিনক হিবগ  সমাচার - The Daily Habiganj Samachar -24 May 2021 (habiganj-

samachar.com) 

 

ホビゴンジ特派員：バングラデシュ稲作研究所が開発した BRRI Dhan89 のフィールドデ

ーが開催されました。 ASED HABIGONJ(NGO)が地球環境基金と協力して実施したホビ

ゴンジの「バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト」の下

で、バフバル郡のミルプールとスナンガットユニオンの農民に BRRI Dhan8、BRRI Dhan9、

BRRI Dhan88、BRRI Dhan89 が提供されました。 現在のボロシーズン(乾期)中に 3 種類

の BRRI Hybrid 米の種子が配布されました。 

フィールドデーは月曜日の正午にバフバル郡のミルプールハオールで開催されました。

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 氏、バ

フバル郡議会副議⾧ NilufarYasmin 氏、バフバル郡農業担当官の Abdul Awal 氏、ASED 

HABIGONJ の ZafarIqbal Chowdhury 氏、その他の地元の代表者や農民が出席しました。 

農民が栽培した BRRI Dhan89 はみんなの前で刈り取られて脱穀され、１ビガーあたり 28

モン(7.9t/ha)が収穫できたことが確認されました。 

バフバル郡の農業担当官である AbdulAwal 氏はフィールドデーで「農民はハイブリッド

米を栽培するならば市場から 400 タカ/kg(≒500 円)で購入して栽培しています。しかし、

BRRI によって開発された多くの品種は、市場から購入したハイブリッド品種と同じ収量を

もたらします。これらの品種の種子は農家自身が保管することができます。これにより種子

を購入する農家の負担がハイブリッド米よりも軽減されます。」と述べた。 

Bahubal UpazilaParishad の副議⾧である NilufarYasmin は、スピーチの中で、農民は種子

保存について多くの訓練を受ける必要があると述べた。現在の農民に優しい政府は、農業に

巨額の補助金を提供しています。 

ASED HABIGONJ の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は、「ホビゴンジの

ほとんどの農民は、年間を通じて 1 つの作物としてボロ稲のみを栽培している。繰り返し

になりますが、農家は市場から購入したハイブリッド米の栽培にとても興味を持っていま

す。BRRI によって開発された早生品種は数多くあり、農業のコストを削減し、収穫量を増

やし、災害のリスクを軽減します。農家は BRRI 品種の栽培に注目することが重要だ。」と

述べました。 

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque は、

BRRI Dhan89 がより生産的であることが証明されたと述べました。この高い収穫量の結果



として、農民の収入は増加し支出は減少します。より多くの農民がこの品種の稲を栽培する 

ようになることを望んでいると言います。 

地元の農家によると BRRI Dhan89 は高収量であるため、将来的にはこの品種の栽培に関心

が高まっているとのことです。 

 
  



Habiganj Express(★同文) 

2021/4/27 

BRRI Dhan89 

「BRRI Dhan89 ミルプールでフィールドデーが開催された」 

িমরপুের ি -ধান ৮৯ জােতর মাঠ িদবস অনু ত (habiganjexpress.com) 

 

ホビゴンジ特派員：バングラデシュ稲作研究所が開発した BRRI Dhan89 のフィールドデ

ーが開催されました。 ASED HABIGONJ(NGO)が地球環境基金と協力して実施したホビ

ゴンジの「バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト」の下

で、バフバル郡のミルプールとスナンガットユニオンの農民に BRRI Dhan8、BRRI Dhan9、

BRRI Dhan88、BRRI Dhan89 が提供されました。 現在のボロシーズン(乾期)中に 3 種類

の BRRI Hybrid 米の種子が配布されました。 

フィールドデーは月曜日の正午にバフバル郡のミルプールハオールで開催されました。

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 氏、バ

フバル郡議会副議⾧ NilufarYasmin 氏、バフバル郡農業担当官の Abdul Awal 氏、ASED 

HABIGONJ の ZafarIqbal Chowdhury 氏、その他の地元の代表者や農民が出席しました。 

農民が栽培した BRRI Dhan89 はみんなの前で刈り取られて脱穀され、１ビガーあたり 28

モン(7.9t/ha)が収穫できたことが確認されました。 

バフバル郡の農業担当官である AbdulAwal 氏はフィールドデーで「農民はハイブリッド

米を栽培するならば市場から 400 タカ/kg(≒500 円)で購入して栽培しています。しかし、

BRRI によって開発された多くの品種は、市場から購入したハイブリッド品種と同じ収量を

もたらします。これらの品種の種子は農家自身が保管することができます。これにより種子

を購入する農家の負担がハイブリッド米よりも軽減されます。」と述べた。 

Bahubal UpazilaParishad の副議⾧である NilufarYasmin は、スピーチの中で、農民は種子

保存について多くの訓練を受ける必要があると述べた。現在の農民に優しい政府は、農業に

巨額の補助金を提供しています。 

ASED HABIGONJ の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は、「ホビゴンジの

ほとんどの農民は、年間を通じて 1 つの作物としてボロ稲のみを栽培している。繰り返し

になりますが、農家は市場から購入したハイブリッド米の栽培にとても興味を持っていま

す。BRRI によって開発された早生品種は数多くあり、農業のコストを削減し、収穫量を増

やし、災害のリスクを軽減します。農家は BRRI 品種の栽培に注目することが重要だ。」と

述べました。 

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque は、

BRRI Dhan89 がより生産的であることが証明されたと述べました。この高い収穫量の結果

として、農民の収入は増加し支出は減少します。より多くの農民がこの品種の稲を栽培する 



ようになることを望んでいると言います。 

地元の農家によると BRRI Dhan89 は高収量であるため、将来的にはこの品種の栽培に関心

が高まっているとのことです。 

 
 

  



Habigonj Journal(★同文) 

2021/4/27 

BRRI Dhan89 

「ミルプールで BRRI Dhan89 のフィールドデーが開催されました」 

habiganjjournal 

 

ホビゴンジ特派員：バングラデシュ稲作研究所が開発した BRRI Dhan89 のフィールドデ

ーが開催されました。 ASED HABIGONJ(NGO)が地球環境基金と協力して実施したホビ

ゴンジの「バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト」の下

で、バフバル郡のミルプールとスナンガットユニオンの農民に BRRI Dhan8、BRRI Dhan9、

BRRI Dhan88、BRRI Dhan89 が提供されました。 現在のボロシーズン(乾期)中に 3 種類

の BRRI Hybrid 米の種子が配布されました。 

フィールドデーは月曜日の正午にバフバル郡のミルプールハオールで開催されました。

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 氏、バ

フバル郡議会副議⾧ NilufarYasmin 氏、バフバル郡農業担当官の Abdul Awal 氏、ASED 

HABIGONJ の ZafarIqbal Chowdhury 氏、その他の地元の代表者や農民が出席しました。 

農民が栽培した BRRI Dhan89 はみんなの前で刈り取られて脱穀され、１ビガーあたり 28

モン(7.9t/ha)が収穫できたことが確認されました。 

バフバル郡の農業担当官である AbdulAwal 氏はフィールドデーで「農民はハイブリッド

米を栽培するならば市場から 400 タカ/kg(≒500 円)で購入して栽培しています。しかし、

BRRI によって開発された多くの品種は、市場から購入したハイブリッド品種と同じ収量を

もたらします。これらの品種の種子は農家自身が保管することができます。これにより種子

を購入する農家の負担がハイブリッド米よりも軽減されます。」と述べた。 

Bahubal UpazilaParishad の副議⾧である NilufarYasmin は、スピーチの中で、農民は種子

保存について多くの訓練を受ける必要があると述べた。現在の農民に優しい政府は、農業に

巨額の補助金を提供しています。 

ASED HABIGONJ の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は、「ホビゴンジの

ほとんどの農民は、年間を通じて 1 つの作物としてボロ稲のみを栽培している。繰り返し

になりますが、農家は市場から購入したハイブリッド米の栽培にとても興味を持っていま

す。BRRI によって開発された早生品種は数多くあり、農業のコストを削減し、収穫量を増

やし、災害のリスクを軽減します。農家は BRRI 品種の栽培に注目することが重要だ。」と

述べました。 

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque は、

BRRI Dhan89 がより生産的であることが証明されたと述べました。この高い収穫量の結果

として、農民の収入は増加し支出は減少します。より多くの農民がこの品種の稲を栽培する 



ようになることを望んでいると言います。 

地元の農家によると BRRI Dhan89 は高収量であるため、将来的にはこの品種の栽培に関心

が高まっているとのことです。 

 

  



Sylheter Sokal (★同文) 

2021/5/7 

BRRI Dhan 89 と 3 種類のハイブリッド米 

「ハオールでのフィールドデーを開催」 

হিবগে  ি -ধান ৯২ জােতর মাঠ িদবস (sylhetersokal.com) 

 

ホビゴンジ特派員：バングラデシュ稲作研究所が開発した BRRI Dhan89 のフィールドデ

ーが開催されました。 ASED HABIGONJ(NGO)が地球環境基金と協力して実施したホビ

ゴンジの「バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト」の下

で、バフバル郡のミルプールとスナンガットユニオンの農民に BRRI Dhan8、BRRI Dhan9、

BRRI Dhan88、BRRI Dhan89 が提供されました。 現在のボロシーズン(乾期)中に 3 種類

の BRRI Hybrid 米の種子が配布されました。 

フィールドデーは月曜日の正午にバフバル郡のミルプールハオールで開催されました。

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque 氏、バ

フバル郡議会副議⾧ NilufarYasmin 氏、バフバル郡農業担当官の Abdul Awal 氏、ASED 

HABIGONJ の ZafarIqbal Chowdhury 氏、その他の地元の代表者や農民が出席しました。 

農民が栽培した BRRI Dhan89 はみんなの前で刈り取られて脱穀され、１ビガーあたり 28

モン(7.9t/ha)が収穫できたことが確認されました。 

バフバル郡の農業担当官である AbdulAwal 氏はフィールドデーで「農民はハイブリッド

米を栽培するならば市場から 400 タカ/kg(≒500 円)で購入して栽培しています。しかし、

BRRI によって開発された多くの品種は、市場から購入したハイブリッド品種と同じ収量を

もたらします。これらの品種の種子は農家自身が保管することができます。これにより種子

を購入する農家の負担がハイブリッド米よりも軽減されます。」と述べた。 

Bahubal UpazilaParishad の副議⾧である NilufarYasmin は、スピーチの中で、農民は種子

保存について多くの訓練を受ける必要があると述べた。現在の農民に優しい政府は、農業に

巨額の補助金を提供しています。 

ASED HABIGONJ の最高経営責任者である ZafarIqbal Chowdhury は、「ホビゴンジの

ほとんどの農民は、年間を通じて 1 つの作物としてボロ稲のみを栽培している。繰り返し

になりますが、農家は市場から購入したハイブリッド米の栽培にとても興味を持っていま

す。BRRI によって開発された早生品種は数多くあり、農業のコストを削減し、収穫量を増

やし、災害のリスクを軽減します。農家は BRRI 品種の栽培に注目することが重要だ。」と

述べました。 

バングラデシュ稲作研究所のホビゴンジ事務所⾧の Mohammad Mozammel Haque は、

BRRI Dhan89 がより生産的であることが証明されたと述べました。この高い収穫量の結果

として、農民の収入は増加し支出は減少します。より多くの農民がこの品種の稲を栽培する 



ようになることを望んでいると言います。 

地元の農家によると BRRI Dhan89 は高収量であるため、将来的にはこの品種の栽培に関心

が高まっているとのことです。 

 

 
  



Amar Habiganj 

2021/5/10 

Habigonj Sadar 

「ハビガンジの TeghariaUnion の村で運河を掘り、農民は雨を待つことなく作物の収穫がで

きるようになった」 

হিবগে  খাল খনেনর ফেল হািস ফুেটেছ হাজােরা কৃষেকর মুেখ - Amar Habiganj-আমার হিবগ  

 

TeghariaUnion の Syedabad 村と Abdullahupur 村では灌漑システムがなかったため、ファ

ルグン-チョイトロ（２月中旬から４月中旬）に雨が降るのを待たなければならなかった。

しかし、ASED HABIGONJ(NGO)は日本との共同プロジェクト「バングラデシュ北東部ハ

オール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト」においてホビゴンジに運河を掘り、降雨

を待たずに水田用や家庭用に水を利用できるようになった。 

 

 


