
（様式３） 
日本ＮＧＯ連携無償資金協力 中間報告書 

 

 

（ここでページを区切ってください）  

１． 基本情報  

 

（１）案件名 2州における農業協同組合の有機農産物販売強化を通じた貧困削減事

業 フェーズII 

 

（２）進捗状況 （ア） ほぼ計画どおり進捗している 

（イ） 計画より進捗している 

（ウ） 計画どおり進捗していない 

（３）贈与契約締結日 

及び事業期間 

・贈与契約締結日：2017年 3月 1日 

・事業期間：2017年 3月 10日～2018年 3月 9日 

 

（４）供与限度額 

    及び執行実績 

・供与限度額： 381,407 米ドル 

・実績： 108,677 米ドル  

 

（５）団体名・連絡先、事

業担当者名 

（ア） 団体名： 

（イ） 電話： 

（ウ） ＦＡＸ： 

（エ） E-mail： 

（オ） 事業担当者名： 

事業申請書記載から変更なし 

 

（６）事業変更の有無 事業変更承認の有無：有 

 

（ア） 申請日：2017年 7月 7日 

承認日：2017年 7月 7日 

内容：SACセンターの改装工事と冷房室設置への変更 

 



                                                   
1 当事業中は IVY が給与を支払うが、事業終了後は農協連合が継続して雇用し給与を支払う。 
2 申請中の次期事業対象候補農協も参加し、長期計画を立てるため次期事業で購入支援予定の資機材についても説明

した。 

２．事業の概要と成果 

 

（１）上位目標 プレアビヒア州有機米生産者組合連合とスバイリエン州農産物組合

(SAC)が、共同販売事業の持続性を向上させることにより、貧困農民の

生計が向上する。 

（２）事業内容 

 

（グレーの字は今後実施予定） 

1. プレアビヒア州にて新たに 3 つの農協を有機米共同販売に加える。(対

象：プレアビヒア州の農協)  

1.1. 3 つの農協に米の栽培契約を紹介し、有機米生産者リストを作成す

る。 

1.1.1. 3 つの農協リーダーと会い、米共同販売のファイナンシャルプラ

ンを立てた。（対象：農協リーダー24 名） 

1.1.2. 3 つの農協組合員対象に有機米共同販売事業のオリエンテー

ションを行った。(農家 214 名参加) 

1.1.3. 有機米生産者名簿を作成した。当初247名の登録があったが、

精査の結果、生産者は 204 名となった。 

1.2. 新規 3 農協の AMRU Rice との契約栽培合意を支援する。 

1.2.1. 了解覚書、契約栽培同意書の内容について農協リーダーに説

明会を開いた。（農協リーダー15 名参加） 

1.2.2. 3 農協の銀行口座開設を支援した。 

1.2.3. AMRU Rice、農協連合との契約に関する会合に3農協と共に参

加した。（農協リーダー15 名参加） 

1.2.4. 了解覚書、契約栽培同意書署名式に農協リーダーと共に参加

する。（農協リーダー6 名参加） 

1.2.5. 既存の農協を訪問し、有機米共同販売の先見地視察を行っ

た。（農協リーダー23 名参加） 

 

2. 3 農協の有機認証のための ICS（内部管理システム）の確立を支援する。

（対象：プレアビヒア州の農協）  

2.1. 3 農協に有機基準に関する研修を実施した。（有機米生産者約 254

名参加） 

2.2. 3農協の内部検査員研修及び農協連合の ICSマネジャー（当事業を

通して新規雇用 1）に ICS の指導を行った。 

2.2.1. 有機米販売登録者から内部検査員を 16 名選出した。 

2.2.2. ICS研修を行った。（農協内部検査員 16名、農協連合職員 1名

参加） 

2.2.3. 内部検査員が ICS 経験の長い農協への視察を行った？。（農

協内部検査員 16 名参加） 

2.3. 3農協の国際有機認証機関エコサートの検査の準備をし、立ち会う。

（対象：農協連合職員 1 名） 

 

3. 共同販売の米の品質を向上させる。（対象：プレアビヒア州の農協）  

3.1. 種籾栽培とポストハーベスト（収穫後取り扱い）研修を行う。 

3.1.1. 種籾生産者を 7 つの農協から計 63 名選出した。 

3.1.2. 種籾栽培の研修を行った。（種籾生産者 63 名参加、2 日） 

3.2. 農協のコンバイン収穫機購入を支援する。 

3.2.1. 8 農協 2対象にコンバイン収穫機購入支援に関する説明会を開

いた。（農協リーダー24 名参加） 



                                                   
3 組合員 300 名のうち、これまで 101 名が有機認証（更新制）を取得している。この他、有機認定は受けていない

が無農薬栽培を行い、首都に出荷している組合員が 100 名前後いるとみられている。 

3.2.2. コンバイン購入希望農協の収穫機管理能力等について調査・

評価を行った。 

3.3. 有機米共同販売で買い取られなかった米の精米の首都への販売を

支援する。 

3.3.1. 精米機を持つ１つの農協と小売店との会合を持つ。（農協リー

ダー1 名参加） 

3.3.2. 精米販売の宣伝ツール（ポスター）を制作した。 

 

4. 新規 3 農協とプレアビヒア州農協連合の事業運営を向上させる。（対象：

プレアビヒア州の農協及び農協連合） 

4.1. 3 農協に対して有機米共同販売の財務計画に関して個別指導をし

た。（農協リーダー17 名参加） 

4.2. 3 農協に対して農協の基礎概念及びマネージメントの研修を行う。

（対象：農協リーダー24 名、2 回） 

4.3. 農協連合の会計スタッフ 1 名を当事業を通して雇用し、会計報告作

成に関して個別指導を行った。（農協連合職員 2 名参加、2 回） 

4.4. 農協連合の理事と職員の財務管理と事業計画の能力強化を行う。

（対象：農協連合理事 8 名、農協連合職員 2 名、2 回） 

 

5. SAC の鶏肉の販売を支援する。（対象：ＳＡＣ） 

5.1. 養鶏グループの養鶏を支援する。 

5.1.1. 養鶏生産者のグループを形成した。（養鶏農家 40 名参加） 

5.1.2. モデルとなる鶏小屋を建設した。（養鶏農家 4 名参加） 

5.1.3. 養鶏技術の研修を行った。（養鶏農家 40 名参加、2 回） 

5.1.4. 成功している養鶏家の視察を行った。（対象：農家 12 名） 

5.2. SAC の鶏肉のマーケティングを支援する。 

5.2.1. 商品の内部標準及び品質管理システムを構築する。（対象：

SAC 職員、理事、農家 9 名）。 

5.2.2. 首都の小売店の包装作業を見学した。（SAC職員、理事各 2名

参加） 

5.2.3. 鶏の処理と肉の包装のための資機材を整備し、包装の指導を

行った。（対象：SAC 職員、理事） 

5.2.4. 鶏肉のプロモーションを行う。 

 

6. 有機認定の認知度・信頼性を高め、有機作物の付加価値を高める。（対

象：ＳＡＣ、プレアビヒア農協連合、COrAA、有機認定関係者、首都消費

者、プレアビヒア州都住民） 

6.1. 野菜の国内有機認定を首都に野菜を出荷している全ての SAC メン

バーに拡大する。3 

6.1.1. 新規認定申請生産者に野菜の有機基準について研修を行っ

た。（SAC メンバー90 名参加） 

6.1.2. 新規認定申請生産者の中から内部検査員を 15名選出された。

(今年から内部検査員選出の規則が生産者 10 名につき 1 名か

ら 30 名につき 1 名に変更。) 

6.1.3. ICS 管理に関する研修を行う。（内部検査員 15 名参加、2 日） 

6.1.4. 更新された ICS 記録帳の記入の仕方に関する研修を、既存の

認定生産者に行う。（対象：農家 101 名、一回） 

6.1.5. SAC の商品の生産・加工・取り扱い業務を有機基準に見合うよ

う改善する。 

6.1.6. COrAA（カンボジア有機農業協会）の認定検査に向けた準備を

し、検査に同行した。 



                                                   
4今年の結果（等級や品質等）は 2017 年 12 月の収穫後 2018 年 1 月頃に判明する。 

6.1.7. SAC の有機野菜のプロモーションを行い、顧客との値段交渉を

支援する。 

6.2. 専門家のコンサルティングを通してCOrAAの認定システムの見直し

を始めた。 10月以降当団体のスタッフがCOｒAAに出向しこの業務

を行う。 

6.3. 有機農産物、及び有機認定に対する関心、認知を高める。 

6.3.1. 首都で有機認定について説明する関係者向けワークショップを

行う。（対象：SAC、及びプレアビヒア農協連合関係者 8 名、他

業界関係者、政府関係者等 22 名） 

6.3.2. 有機農法、農産物に対する消費者の理解を促進するツールを

開発する。（対象：首都の消費者） 

6.4. COrAA が 7 月にタイで開催された Organic & Natural Expo に参加。 
Organic ASEAN Federation にカンボジアの代表として参加すること

になった。 

7. （変更後）SAC センターの改装工事と冷房室設置を行う。  

7.1. SAC 出荷センターの使い勝手がよくなるよう改装工事を行う。（実施

中） 

7.2. SAC出荷センターの一室を保冷室に改装する工事を行う。（実施中） 

（３）達成された成果 

   

 

（グレーの字は今後評価予定） 

1. プレアビヒア州で 3 つの農協が新しく有機米の共同販売に参加した。 

【指標】 

• 3 つの農協が AMRU Rice 社と契約栽培の同意書を結んだ。 

• 3 つの農協が計 190,000 ドル以上を有機認定米として共同販売す

る。→最終的な認定生産者が 204 名前後になると予想され、想定

していたより 40％少なかったため、販売額も 171,000 ドル前後に留

まるとみられる。 

• 事業終了時以降も共同販売が農協によって継続される。→農協リ

ーダーを販売時に観察して判断する。 

2. 有機認定のための ICS（内部管理システム）がプレアビヒア州の3つの農

協内で機能する。 

【指標】 

• 約 360 名の組合員の田が国際有機認定を取得する。→204 名が 10

月に認定査定予定。 

• 事業終了時にプレアビヒア農協連合の ICS マネジャーが、独りで業

務を行える。→現在のところ一人で業務を行えるようになっている。 

• 事業終了時以降も ICSが農協連合と農協によって運営され、国際有

機認定を毎年取得する。→農協連合の職員が離職しなければ可能

と見られる 

3. プレアビヒア州の農協で米の品質が前年より上がり、等級が上がる 4。 

【指標】 

• 種籾栽培研修に参加した組合員の栽培した種籾の品質が向上す

る。（純正率が 5%向上する。）→研修参加者と非参加者のサンプル

を収穫後比較する予定。 

• コンバイン収穫機を購入した 2 農協のコンバイン使用者の破米率

が 5%下がる。→コンバイン購入予定農協が新規加入のため、コン

バイン使用者と非使用者のサンプルを収穫後比較する予定。 

• 事業終了後もコンバイン収穫機が継続して使用され、米の等級が

維持される。→コンバイン収穫機購入後確認予定。 



  

4. プレアビヒア州における有機米共同販売事業が農協、及び農協連合レ

ベルにおいて持続的な事業運営ができる準備が整う。事業終了後も当

団体が適時フォローアップを行い、問題がある場合の解決などを支援す

る。 

【指標】 

• 3つの新規加入農協が共同販売事業を持続的に運営していく財

政プランを立てる。→今年の収支計画は作成済み。来年の計画

作成状況をモニタリング予定。 

• ビジネスマネジメント専門家が農協連合の理事及び職員が財務

報告を理解し、事業計画を立てる能力がついたと判断する。→

年末の年次報告、年間計画作成をモニタリング予定。 

5. スバイリエン州の SAC の鶏肉の販売が本格化する。 

【指標】 

• SAC の養鶏生産者 40 名が SAC に鶏を卸す。→53 名のメンバ

ーが SAC に鶏を定期的に卸している。 

• SACの鶏肉の売り上げが月US$1,500に達する。→2017年上半

期は月平均$2,400 を維持していたが、最大顧客を失い 7 月は

$1,300 に転落。回復の目処は今のところ立っていない。 

• 事業終了後も SAC の職員が中心となり鶏肉販売を管理してい

く。（SAC の職員が辞職した場合は新しい職員への引継ぎがう

まくいくよう IVY の方でもモニタリングし、必要であれば指導を行

う。）→マーケティングスタッフが辞職したが、引継ぎ時間がほと

んどなかった。 

  

6. 有機農法が守られ、有機農産物に持続的に付加価値がつく環境が作ら

れる。事業終了後も COrAA（カンボジア有機農業協会）によって環境構

築が継続され、将来的にはカンボジア政府から国内有機農業基準が発

表される。COrAA の会員として IVY は今後も継続してこうした活動に関

わり続けていく。 

【指標】 

• SAC の首都向けに出荷する野菜が全て認定有機野菜に切り替

わる。→実施中 

• SAC の首都の現顧客の 9 割が有機認定価格を受け入れる。 

 

7. （変更後）SAC 出荷センターの使い勝手がよくなる。保冷室の導入によ

り、納品時の野菜の品質が向上する。 

【指標】（変更後） 

• 保冷室が使用時平均 7 度に保たれる。 

• 出荷ゾーンリーダーが出荷センターの使い勝手が改善されたと

報告する。 

 

  

（４）今後の見通し プレアビヒア州の有機米共同出荷への登録農家が想定より少なかったが、 1

年次対象の 4 農協で新規登録者が 162 名にあがっているため、今年度の活

動対象に加えて認定査定費用の支援をすることを検討中。その場合今年度

の新規登録者の合計が 366 名前後となる。 

COrAA の職員の離職、SAC 職員の離職など支援先の団体の職員の離職が

相次ぎ、それぞれに関連する活動が滞ったが、事業の後半は新しい体制、及

び当団体側の増員などで活動のスピードアップを図る。 



 

中間報告書記載日：2017年 9月 8日 

団体代表者名： 代表 枝松 直樹  （印） 

 

【添付書類】 

 

 

契約栽培オリエンテーションワークショップ（プレ

アビヒア州） 

契約生産・販売の署名式に参加した農協リーダ

ーと当団体スタッフ（プレアビヒア州） 

 

 
認定検査前の圃場確認（プレアビヒア州） 鶏飼育研修（スバイリエン州） 

 

 

３．事業管理体制、その他 

 

（１）特記事項 9 月から赴任した駐在員の NGO ビザがカンボジア政府の外務省から 8 月初

旬に申請したにも関わらず、現在まだ降りていない。また COrAA の内務省登

録変更も時間がかかっており、現在の理事に銀行の小切手の署名者変更の

権利がないままになっている。 


