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Fiji on the map
地図上のフィジー



Koronivia in Fiji
フィジーの中のコロニビア



Koronivia meaning
コロニビアとは

“Koro” – village, community, group
「Koro」 – 村、コミュニティ、グループ

“ni” – the
「ni」 – 英語の定冠詞「the」と同じ

“Via” – esculentum
- root crop
- saline tolerant
- resilient

「Via」 – 食用の

- 根菜作物

- 塩耐性

- 強靭な（レジリエンスのある）



Koronivia Research Station
コロニビア農業試験場

• the HQ for crops and livestock research 
作物・家畜研究の統括機関

• a division of the Ministry of Agriculture (MoA)
農業省（MoA）の一部署

• sections include dairy, pig, pasture, feed technology, crops 
agronomy, crop protection and agricultural chemistry
担当分野は、乳牛、豚などの家畜、穀物飼料、給
餌技術、作物栽培学、作物保護、農芸化学など



MoA, Fiji has a national responsibility for ensuring sustainable agriculture transformation in the 
face of changing climate.
国の行政機関としてのフィジー農業省（MoA)の責任は、気候変動に対峙しながら、持
続的な農業変革を実現することである。

The work is intended to lead to:
以下の達成を業務の目的とする。

 Product diversification  (competitive advantage);
製品の多様化（競争上の優位性）

 Private Sector Development;
民間セクター開発

 Import reduction & Export promotion
輸入の削減と輸出の促進

 Food and Nutrition Security;
食料と栄養の安全保障

 Poverty reduction and Socio-economic issues
貧困削減と社会経済的問題の解決

 Climate adaptation and resiliency
気候変動適応とレジリエンス（強靭性）の強化

Overview of MoA
MoAの概要



VISION 
ビジョン

A modernized agriculture sector providing food and income 
security for all Fijians.

農業セクターの近代化により、フィジー全国民に対し
食料と所得を保障する。

MISSION 
ミッション

To excel in the provision of customer-focused and market-
driven services in the agricultural sector.

農業セクターにおける顧客を重視した、市場主導型の
優れたサービスを提供する。



FIVE
AGRICULTURE 

DEVELOPMENT 
OBJECTIVES
5つの農業開

発目標

MODERNIZE 
AGRICULTURE
農業の近代化

Organized System-
Production, Processing & 

Marketing
システム生産、加工及

び販売の整備

SECURING INVESTMENT
安全確実な投資

Enhance capabilities to 
generate fund & securing 

investment through foreign 
investment, private public 

partnership
外国投資や官民連携事
業を通した資金及び安
全確実な投資を生み出

す能力の強化

IMPROVE SERVICE DELIVERY
業務提供の改善

Improve Delivery of Agriculture 
Support Service

農業支援業務の提供改善

IMPROVE PROJECT 
IMPLEMENTATION & 

POLICY FORMULATION 
CAPABILITY 

プロジェクト実施及び政
策形成能力の向上

Within the ministry & its 
partner institutions
省庁・協定機関内

DEVELOP
SYSTEM INTEGRATION
システム統合の推進

For Production, Processing, 
Energy & Transport 

Infrastructure Support 
System for Agriculture

農業用の生産、加工、エ
ネルギー及び輸送インフ
ラ支援システムが対象



MoA Expenditure are driven towards the following 
output:

MoAの資金投入は以下の実現を目指して行われる

Maintaining Food Security through the provision of extension 
and research services both for livestock and crops.
家畜と作物両方を対象とした普及・調査業務の提供による食料
安全保障の維持

Quick Economic Recovery through the Implementation of 
Demand Driven Approach (DDA) and other Commodities.
需要主導型アプローチ（DDA）の実施や他の産物による迅速な
経済復興

Assist in Poverty Alleviation by building capacity for farmers to 
increase production 
農家の増産能力開発による貧困緩和の支援



ROI communities to meet their basic needs, improve living 
standards through agriculture development.
基本的ニーズを満たし、農業開発を通じた生活水準の向上を
目的とするROIコミュニティ

Achievement of gender equality and  empowerment of women 
through full participation in agriculture development.
農業開発への全員参加による、男女平等及び女性の社会的地
位向上の実現

Portfolio Leadership, Policy Advice and Secretariat Support 
ポートフォリオ・リーダーシップ、政策助言、事務局のサポート



CURRENT SITUATION OF AGRICULTURE SECTOR IN FIJI
フィジーの農業セクターの現状

28% of Population live in Poverty (Source: HIES)

人口の28％が貧困層（出所：HIES）

36% of this Poverty Population live  in rural areas (Source: HIES)

その貧困層の36％が農村地域に居住（出所：HIES）

66  % of Rural Population  are engaged in Subsistence/ Semi- Subsistence 
Agriculture (Source: FBoS)

農村の人口の66％が自給自足及び半自給自足農業に従事（出所：HIES）

Contributed 8.3% (FJD $541.8m) to the National GDP in 2015 (Source: FBoS Macro Table)

2015年の国内GDPに対する寄与度は8.3％（5億4180万フィジードル（約280億
円））（出所： FBoS のマクロ表）



1 ) Fiji Agriculture Partnership Projects (FAPP) co-funded by IFAD
IFAD(国際農業開発基金)の共同出資によるフィジー農業パート
ナーシッププロジェクト（FAPP)

Objective - Reduce hardship in remote rural communities. 
目標：遠隔農村地域の問題の軽減

Outcome - Increased and more sustainable incomes; increased volume of 
sales; increased export earnings; savings from import substitution
成果：所得の増加と持続可能性の向上、売上高の増加、輸出収入
の増加、輸入代替によるコスト削減

Project Location - 7 districts, 41 villages, 2000 households
プロジェクトの実施場所：7地区、41村、2,000世帯

CURRENT DONOR FUNDED PROJECTS
資金援助による現在のプロジェクト



2. Sustainable Rural Livelihoods (SRL) - 100% grant by EU – (EDF 11)
農村の持続可能な生計（SRL） - EUの第11次欧州開発基金による全額交
付

Objective - To achieve rural development through an effective transition to a 
sustainable and diversified agriculture sector 
目標：持続可能かつ多角的な農業セクターへの効果的な移行を通じた農
村開発の実現

Outcome  - Diversified market driven and environmentally friendly agricultural 
production.
成果：多角的な市場主導による環境にやさしい農業生産

Project Location – sugarcane belt areas
プロジェクトの実施場所：サトウキビ栽培地帯

3. Food and nutrition security Impact, Resilience, Sustainability, Transformation 
(FIRST) – EU/FAO – Regional Pipeline Project: Solomon Islands, Vanuatu, Fiji
食料栄養安全保障に係るインパクト、レジリエンス（強靭性）、持続可能性、
改革（FIRST） - EUとFAOの地域パイプラインプロジェクト：ソロモン諸島、バ
ヌアツ、フィジー



Challenges / Opportunities for AgSol in Fiji
フィジーの課題・機会

 Market access.
市場アクセス

 Pest & Diseases
病害虫

 High cost of agro inputs (fertilizer, chemicals)
農業資材価格（肥料、農薬）

 Land management (SLM, LDN)
土地管理

 Livestock management (improved breeds & feed)
家畜管理（品種、飼料の改良）

 Poor Infrastructure  including storage/packaging
貧弱な社会基盤 貯蔵/梱包を含む

 Urbanization (youth, labor problem - use of chemicals)
都市化（若者、労働問題 – 化学薬品の使用）

 Agriculture financing (banks, government, policy)
農業融資（銀行、政府、政策）



Agricultural land use impact
農地利用のインパクト



シンボルはIntegration and Application Networkにより提供（ian.umces.edu/symbols）





Soil Loss
土壌流出



Impact of Flood Sedimentation and Unsustainable Fishing 
Practices 

洪水堆積物の影響と持続不可能な漁業の実例





Waciwaci Village, Lakeba, 
Lau, Fiji
レイクバ島ワシワシ村

• Coastal erosion
海岸浸食

• Salt water intrusion
海水の浸入

• Village will be relocated
村を移転する予定

• Funding required
資金が必要

• Food security issues
食料問題

• Mangroves forest 
establishment
マングローブの植林





FUTURE POTENTIAL AREAS OF WORK
今後取り組むべき分野

• Human capacity development - Technical assistance, 
knowledge exchange, Staff Training
人員の能力開発：技術支援、知識交換、職員研修

• Technology needs assessment for climate change 
adaptation and mitigation in agriculture
農業の気候変動適応･緩和のための技術ニーズ評価

• Funding for relocation of communities, adaptation 
programs and mitigation to some extent
集落の移転のための資金、適応･緩和プログラム
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