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1 お見合いフォーラムとは、生産者である農民と仲買人、流通業者、加工業者、販売業者等の関係者に参加を呼びかけ、相互に利益を生むため

の情報交換フォーラムである。 
2 フードシステムとは、食料の“生産・流通・加工・消費”といった一連のつながりそのものを指す。本事業では、そのフードシステムが単純で農民

にとって比較的身近な範囲で完結する鶏卵ビジネスを採用することで、実践を通した理解を促すと同時に収益につなげることを目的とする。 

〈一例〉生産…農家の庭、流通…農家から市内の市場へ自転車輸送、加工…ゆで卵販売業者、食堂の調理者 

販売…市場の小売業者、ゆで卵販売業者消費…市場に来る購入者、同村内の住民 
3 パスオンシステムとは、一般的に、ヤギ・ウシ・ブタ・ニワトリなどの家畜を支援団体から１次裨益者に提供(または貸出し)されたのち、出産等に

よる頭数増加に伴って、決められたルールの下で２次裨益者への受渡し、以降、後次受益者へ受渡しが継続されるシステムを指す。なお、本

事業ではニワトリを取り扱うが、孵化したヒナを裨益者間で受渡すのではなく、鶏卵を販売して得られる資金で専門業者からヒナを購入し後次

裨益者に受渡すこととする。
4 養鶏委員会とは、本プロジェクトの養鶏パスオンにおいて裨益する農家で構成され、養鶏パスオンが正しく実施されるように各裨益農家のモニ

タリング、受け渡しに伴う条件の確認等を行う農民の組織。

６．事業内容 本事業は、現地裨益農民および農民グループ（以下、農民Ⓖ）の主体性を前提としつ

つ、青年海外協力隊経験者集団としての弊会が、長年培ってきた行動力、技術力、精神

を開発途上国の現場で再び発揮して農村地域開発を直接支援しているユニークなプロ

ジェクトである。実施にあたり、近隣農家が構成する非公式な単位であるゾーンを、農民

の生活実態に即した永続性のある社会単位と捉え、基礎力のある個人・ゾーン(農民Ⓖ

の集合体)の主体的な意思決定によって商業的農業への転換を 3 年間事業として、対象

3 ゾーン(カジョルエ：11 グループ 207 名、マカリ：15 グループ 219 名、バクレ：13 グルー

プ 167 名)で取り組んでおり、2 年次においては以下の事業を行う。 

(ｱ) ゾーンレベルの活動強化

1 年次で参加した農業フェアやバザーで得た消費者ニーズ情報、市場調査で得られた

情報および仲買人やマーケット販売者情報を意識し、農産品の売込み(情報発信)と共

同出荷の実施によりゾーンレベルでの販売交渉力を得る。 

・ゾーン委員会による農産品広報と情報発信活動として、「県の農産品品評会」、首都リロ

ングェで実施される「IWAM バザー」および「月例マーケット」への参加を継続して行う。

・ゾーン委員会として 1 年次で把握した仲買人や、直接販売可能範囲内最大都市のムズ

ズ、都市への農作物中継地点のジェンダ、近隣市場のムジンバにおける農産物販売者

を招いた「お見合いフォーラム」1を実施する。参加に際し、農民Ⓖの目的(利益追求)の

理解促進と、実施に伴うロジ面での支援を行う。更にフォーラムでの情報を活用した販

売ルートの把握と新規開拓へ向けた、情報整理やニーズへの対応の支援を行う。

・ゾーン委員会への共同出荷・共同販売支援を行い、販売交渉力支援を行う。

(ｲ) 養鶏導入に伴うフードシステム2の把握

1 年次で導入した養鶏を踏まえ、鶏卵の流通状況(量と価格)を把握し、戦略的な出荷を

行う。また、パスオンシステム3を構築することで、小規模養鶏の拡大を図る。

・鶏卵フードシステムを把握するため、対象 3 ゾーン各農民Ⓖ(カジョオラ(25 名), ティビオ

ネレポ(36 名), ジャンド(10 名))への継続的な鶏卵調査支援を行う。

・鶏卵調査の取り纏めを支援し、農民Ⓖによる鶏卵の戦略的出荷方法検討を支援する。

・農民による養鶏委員会設立4を支援し、鶏パスオンの実施支援を行う。

・鶏飼育支援及び飼料費を 30%程抑制する手法(配合飼料の作成等)の継続支援を行う。

(ｳ) 換金作物栽培の多様化

1 年次の市場調査により決定した新規換金作物(人参、唐辛子、インゲン、茄子、生姜)の

栽培指導を行い、将来的な収益向上と生活の安定化を図る。 

・市場調査および作付・販売計画への継続支援を行い、その作物の高値期に販売、或い

は既存換金作物(トマト)価格の下落時期に販売を行う支援により、収益向上を目指す。
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5 IWAM とは、International Woman’s Association of Malawi の略称にて、マラウイに駐在するドナーの奥様方が中心となって孤児院等に対して寄

付や支援を行う団体で、年 1 回のバザー開催における収益も寄付金等へ回される。 
6 ファーマーズマーケットとは、毎月リロングェのサンクチュアリーロッジにて開催される青空市場。 

・1 年次で導入を計画・検討した換金作物の栽培を支援する。

・輪作や作物ごとの作付配置を意識した栽培を支援し、病害虫対策等も意識した換金作

物の収量と品質向上を支援する。

・栽培方法の支援を行い、換金作物による収益向上を支援する。

・伝達農家による栽培研修を促進させ、継続的な技術の波及が図れるように支援する。

(ｴ) 高収益化

1 年次から継続して農産品フェアやバザーを通じて農作物の栽培方法や等級化など販

売先の需要に合わせることで収益性が高くなる手法を継続支援するが、現状では販路

が小さく収益向上に繋げるのが難しいため、販路開拓への支援を行う。 

・高品質な農産品を継続的に販売可能なムズズにある大型スーパー、レストラン等への

売込みおよび契約栽培支援を行う。

・農産品のパッケージおよびラベル作成の支援を行い、収益向上の支援を行う。

・農産加工品の検討を支援する。

(ｵ) ビジネスマインドの導入

ゾーンレベルにて、積極的な作物導入や市場調査結果の活用、収支記録等の実践が

出来る農家へのマネジメント力強化の支援を行い、各ゾーンで 3 名程度(鶏卵一時裨益

農家等)の計９名程を目標に起業家育成支援を行う。 

・農民Ⓖ訪問を通じ、出納記録および作物カレンダーの活用を支援する。

・マラウイ人起業家(できれば農民出身)による実践的ビジネスワークショップ等の支援を、

起業希望農家９名程を対象に行う。自立へ向けたビジネスマインドの重要性を学ぶ。

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)

近隣・県内におけるマーケティングが成果を出し始め、大型スーパーとの取引も始まっ

ている。この機を逃さず農業の商業化を推進するため、全国を対象とした市場調査や

販路開拓の展開を目的に、マーケティングを専門とする現地職員 1 名を新たに雇用し

て対応する。１年次における各取組別の事業内容および成果は以下の通り。

(ｱ) ゾーンレベルの活動強化

【事業内容】ゾーン委員会として市場調査(ムズズ、ジェンダ、ルンピ、ムジンバ市場)の実

施支援。ゾーン委員会による農業フェア(ムジンバ農業フェア、リロングェ開催の IWAM バ

ザー5およびファーマーズマーケット6)の参加を支援した。ゾーン委員会活動強化として各

種ワークショップの実施支援(プロジェクト主体として養鶏関係 25 回、野菜栽培関係 9 回、

高収益化関係 6 回、ビジネス関係 4 回実施)。 

【成果】市場調査情報および農業フェアの状況をゾーン委員会で共有し、ゾーンとして主

要農産品の販売価格設定や収量の把握が行われた。 

【課題・問題点】市場調査時の販売者からの協力取り付け(定期的な市場調査には必須)。

対仲買人(農家の主販売先)取引時、ゾーンでの単位販売(設定価格、共同出荷)の実施。 

【対応】ゾーン委員会の活動を通じた市場情報等を各農家が共有できる体制強化を図り、

各農家がゾーン委員会を活用した販路への積極的な参加が行われるように支援を図り、

各農家がゾーン委員会を活用した販路への積極的な参加が行われるように支援する。 

(ｲ) 養鶏導入に伴うフードシステムの把握

【事業内容】鶏卵の流通把握支援。鶏卵生産目的の養鶏の導入及びマネジメント支援。 

【成果】小規模養鶏が実施され、対象の3ゾーン各農民Ⓖ(カジョオラ(25名), ティビオネレ
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ポ(36 名), ジャンド(10 名))に対し小規模養鶏農家の育成を実施。鶏卵の流通状況を参

考に、フードシステムへの理解が促進した。養鶏ワークショップ実施に伴い、対象ゾーン

で約 180 農家が自主的に鶏卵生産量は低いが養鶏が容易な BA 種の導入を実施した。 

【課題・問題点】養鶏パスオンによる小規模養鶏農家の増加は限られるため、1 年次に自

主的に養鶏を開始した農家が継続出来るよう技術情報交換等の支援をゾーンレベルで

行い、結果として1年次自主的に導入した農家の70%が養鶏からの収入を得る様にする。 

【対応】養鶏マネジメントおよび配合飼料作成支援を継続的に行い、養鶏/鶏卵生産に対

し農家が自発的に検討できる状況と、導入に際してワークショップ等の支援を行う。 

(ｳ) 換金作物の栽培の多様化と収量増支援

【事業内容】換金作物選定のための市場調査の実施支援。継続的な市場調査の実施に

よる栽培カレンダー等への反映支援。新規農産品(茄子、生姜等)の栽培支援。 

【成果】農民Ⓖが市場調査の結果を基に主体的に新規(茄子等)栽培を計画、実施した。 

【課題・問題点】病害虫による収量・品質悪化。新規作物を活用した病害虫対策の検討。 

【対応】輪作や作物ごとの作付配置を意識した栽培を支援し、病害虫対策等も意識した

換金作物の収量と品質向上を支援する。 

(ｴ) 高収益化

【事業内容】等級化を行った農産物の販路支援。農業フェア等への参加支援として、ムジ

ンバ農業フェアでは、各ゾーン代表2名が販売を実施。リロングェ開催のIWAMバザー及

びファーマーズマーケットでは、各ゾーン代表 1 名が販売及び情報収集を実施した。 

【成果】農業フェア等の特定な状況だが農産物の等級化等に応じた販売が実践された。

南アフリカ資本の大型スーパー「ショップライト」ムズズ店との取引が複数回実現した。先

方からは、国内全店舗(リロングウェ、ブランタイヤ、ムズズの3 都市)向けニンニクの取引を

打診されており、農民Ⓖが取引量や納入スケジュール等、確認を行っている。 

【課題・問題点】一般的販路においては価格(安さ)が最優先されている。現在の農民Ⓖの

マーケティング能力以上に広域から農産品の引き合いがある。

【対応】農業フェア等への参加において、品質を重視する販路の積極的な開拓を支援す

る。県内だけでなく、全国を意識したマーケティングの調査や研修実施を支援する。 

(ｵ) ビジネスマインドの導入(6 ｸﾞﾙｰﾌﾟ、117 名)

【事業内容】養鶏を通じた養鶏管理記録および鶏卵販売記録の指導。市場調査を通じ販

路と需要を基本とした作付計画の指導。ゾーン委員会を通じた収支記録の作成指導。 

【成果】ゾーン委員会を通じて、市場を意識した主要作物の収穫量を計画し、共有した。

養鶏における収支記録が開始された。収支記録を作成する農家が増加した。 

【課題・問題点】収支記録活用理解の促進・定着化をはかり、各農家に適した記録の分類

および付け方の指導が必要。 

【対応】農家訪問にて収支記録確認/支援を行い、継続することでの定着化を図る。 

８．期待される成果

と成果を測る指標 

今年次における各取組別の成果および指標は以下の通り。 

(ｱ) ゾーンレベルの活動強化

【成果】販路発掘を目指し、分類された取引相手(中間業者、販売者、レストラン、一般消

費者等)ごとに戦略的な情報発信を展開する。 

【成果指標】①農業フェア等に年間 3 回以上出展する，②ゾーン委員会(3 ゾーン)として、

潜在的な取引相手(中間業者が主で約 20 業者)の分類と、それぞれの売込み戦略をもつ 

【指標確認方法】①ゾーン委員会への聞き取りと出展記録確認 

②ゾーン委員会への聞き取りと記録の確認

【成果】個人・農民Ⓖ・ゾーンの出荷単位や品目毎に有利な販売経路を把握・確保する。 
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【成果指標】 

① お見合いフォーラムを年 4 回程度実施する。

② 仲買人・流通業者・加工業者・小売り販売者等、販売先候補に関する情報の質と量

がお見合いフォーラム開催毎に増加し、連絡先を把握している販売先候補の 50％以

上について、基本的需要特性(品目、量、質、時期等)を把握することができる。

③ 1 次裨益農民Ⓖの全世帯が、販売候補連絡先と需要特性情報の提供を受ける。

【指標確認方法】①ゾーン委員会への聞き取りと開催記録の確認，②ゾーン委員会への

聞き取りと記録の確認，③ゾーン委員会と農民への聞き取り。 

【成果】交渉力、ゾーン委員会内部での検討・判断力等総合的な販売能力が向上する。 

【成果指標】対象となる 3 つのゾーン委員会ごとに、“具体的な複数の相手と、品目を問わ

ず 3 回以上の共同出荷・共同販売に向けた交渉を実施”する。 

【指標確認方法】ゾーン委員会への聞き取り。 

(ｲ) フードシステムの把握

【成果】フードシステムをより身近な経験を通し把握可能となる事例作りを確立する。 

【成果指標】 

①1 年次養鶏 OJT 対象の 3 グループを核とする養鶏委員会が各ゾーンに設立され、各委

員会によって鶏受渡しプログラムが開始される。鶏受渡しプログラムへの 1 次裨益農家

の参入により、地域の養鶏農家数が対象の各 3 グループで 3 農家以上増加する。

②パスオンシステムは雛での受渡しを行うため、雛から成鶏への育成が難しく経験が少な

い状況ではあるが、1 次裨益農家の 50％以上が鶏卵生産と出荷を始める。

③1 つ以上の鶏受渡しプログラムで 1 回以上、1 次裨益農家から 2 次裨益農家に雛鳥が

受け渡され、同時に飼育と生産に関する技術が伝わる。

【指標確認方法】①養鶏委員会と農民への聞き取り，②農民への聞き取り，③養鶏農家と

農民への聞き取り 

【成果】外部流入品鶏卵と地元産製品で構成される地域フードシステムの理解が深まる。 

【成果指標】 

①ゾーン別の 3 養鶏委員会(当初は一時裨益農家 3 世帯ずつ)が鶏卵販売情報を裨益農

家(パスオン参加農家)と共有する，②同委員会が鶏卵の生産・出荷戦略を作成する，③

同委員会は作成した鶏卵の生産・出荷戦略をゾーン委員会と共有する。 

【指標確認方法】 

①，③養鶏委員会と農民への聞き取り

②，④養鶏委員会とゾーン委員会への聞き取りおよび調査記録の確認

(ｳ) 換金作物の生産の多様化

【成果】換金作物の生産多様化の捉え方や必要性について更に理解が広がる。 

【成果指標】 

①1 次裨益農民Ⓖの 30％以上の世帯が 1 年次より作付を多様化し、これら農民世帯のう

ち、伝達農家から多様化に結び付く技術的支援を受けた世帯が 80％以上になる。

【指標確認方法】①農民への聞き取り。 

【成果】商業的農業経営で重要なのは収入があることではなく、収益の増加と安定化であ

ることについての理解が広がる。 

【成果指標】対 1 年次比、1 次裨益農民Ⓖの 50％以上の世帯が収益を増加させる。 

【指標確認方法】農民への聞き取りおよび農民のつけた記録の確認。 

【成果】3 つのゾーン委員会による農民間研修調整能力が向上する。 

【成果指標】 

①各ゾーン委員会が 5 件以上の農民間研修をアレンジして実施する。
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②1 次裨益グループである 6 グループ以上の数のグループが、2 次裨益グループとして

換金作物の生産多様化に関する情報提供・農民間研修を受け始める。

【指標確認方法】①研修実施記録の確認，②農民への聞き取り、研修実施記録の確認 

(ｴ) 高収益化

【成果】等級分け(主換金作物：ニンニク、ジャガイモ、トマト等の 3 種以上を 3 等級：大型ス

ーパー対象の優良品、ローカルマーケット対象の普通品、生産者消費対象の販売対象

外品)による付加価値と、各等級の対象客層の理解を深め、より大きな収益に繋げる。 

【成果指標】全 1 次裨益農民Ⓖにおいて、等級に応じて価格差を付けた出荷・販売により

20％程収益性が高まる事が、1 種類以上の作物で確認される。また 2 次裨益農民Ⓖにお

いて、等級価格差を付けた出荷・販売が、2 種類以上の作物で計 2 回以上実施される。 

【指標確認方法】農民への聞き取り 

【成果】農民が自主的に農産物等の高付加価値化によって収入向上を図るために新たな

取り組みを開始する。 

【成果指標】 

①農産物の安定供給と販売時期調整による付加価値を目的とした農産品保存に対し

て、1 次裨益農民Ⓖを構成する農家の 50％以上が保存に係る改善活動を開始する。

②来的に農産品加工販売による収益向上が行える様に加工技術、衛生観念、収益計算

に関して 1 次裨益農民Ⓖを構成する農家の 50％以上が理解する。

【指標確認方法】①現物の確認，②農民への聞き取り 

【成果】国内三大都市圏におけるマーケット情報(取扱農産物、時期、価格、品質)を把握

し、品質を考慮した販路を農民が認識する。 

【成果指標】 

①国内三大都市圏マーケット情報が共有され、各ゾーン委員会で販路とし検討される。

②国内三大都市圏における農産品売込み先(農産品加工業者、ホテル、レストラン等)情

報のリスト化を行い、各ゾーン委員会において販路として検討される。

【指標確認方法】①情報リスト等の確認，②農民への聞き取り 

(ｵ) ビジネスマインドの導入

【成果】情報に基づいて生産計画を立てることの意味と価値を理解する農家が増える。 

【成果指標】1 次裨益農民Ⓖの 60％以上の世帯が作付計画の見直しを実施する。 

【指標確認方法】農民への聞き取り。 

【成果】現状から起業に至るまでに必要な道筋を理解する。 

【成果指標】 

①起業意欲及び基礎力のある各ゾーン 3 名程度(計９名)がマネジメント研修に参加する。

②研修に参加した当該個人・グループの 50％以上が、新事業のアイディアを検討する。

【指標確認方法】①研修記録の確認，②農民への聞き取り 

【成果】起業意欲と基礎力のある個人・グループの間に具体的な動きが広がる。 

【成果指標】 

①各ゾーンで、起業意欲と基礎力のある 3 名程度(鶏卵一時裨益農家等)の計 9 名がキャ

リア研修に参加し、50％以上が起業プラン作成ワークショップに参加する。

②研修を受けた起業意欲と基礎力のある 50％以上が、新しいビジネス構想の実現に向け

た活動を始める。

【指標確認方法】①研修記録の確認，②農民への聞き取り 




