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Welcome to KATC

KATCへようこそ！

P.O.BOX 1241, MOSHI, 

Katc_mafc@yahoo.co.uk



Outline of KATC / KATC概要

• Kilimanjaro Agriculture Training Center
(KATC) belongs to Ministry of 
Agriculture (MoA)

• In 1981, established as Kilimanjaro 
Agricultural Development Center
(KADC) under Kilimanjaro Region

• In 1994, handed over to national Govt. as 
KATC 

• Provide training courses with farmers and 
extension workers from rice growing 
areas (countrywide)

• Widespread the achievements gained in 
Lower Moshi Irrigation Scheme 

• キリマンジャロ農業研修センター(KATC)
は、農業省 (MoA)の管轄にあります。

• 1981年、キリマンジャロ州政府傘下として
キリマンジャロ農業開発センター(KADC) 
は設立されました。

• 1994年、KATCとして国に移管されました。

• 全国の稲作地帯のコメ農家や農業普及
員を対象とした研修コースを提供していま
す。

• ローアモシ灌漑地区で得られた成果を広
めています。

出所：KATC 提供資料



Location / 位置

Kilimanjaro 

International Airport

KATC

出所：Googleマップ

• KATC is situated in Chekereni
village, southeast of Moshi 
town in Kilimanjaro region

• From Kilimanjaro 
International Airport to KATC 
is about 50km

• KATCは、キリマンジャロ州のモシ
の南東に位置するチェケレニ村に
あります。

• キリマンジャロ国際空港から約
50kmです。



Facilities / 施設

出所：KACT(2003, 2005) KATC NEWS

KATC 提供資料

• Training machinery workshop

• Post harvest facility and a 
display room

• Training farm for practical 
demonstrations

• Equipped lecture rooms and 
laboratories

• Two hostels with 30 spacious 
rooms combined with dining 
and kitchen

• Others (e.g., meteorological 
station) 

• 研修用ワークショップ

• 収穫後処理施設、展示室

• 実践のための訓練用試験圃場

• 充実した講義室と実験室

• 30室の広々とした部屋とダイニン
グ・キッチンを備えた2つの宿泊所

• その他（気象観測所、畜力ユニッ
トなど）



Main office of KATC / KATCの本館

出所：KATC 提供資料



New dormitory/ 新しい宿舎

出所：KATC 提供資料



出所：KACT(2003, 2005) KATC NEWS

Classroom & Canteen / 教室と食堂



出所：調査団撮影

Display room & Workshop /ディスプレイルームと工作室



出所：調査団撮影

Post harvest facility (maize) / 収穫後処理施設（トウモロコシ用）



Laboratory equipment / ラボ機材

出所：調査団撮影



Activities / 活動

• Provided the following training 
courses related to agriculture 
machinery;

- Fabrication of improved farm 
equipment

- Agriculture machinery (e.g., 
power tiller and tractor) 
operation and maintenance

• 農機に関しては以下のトレーニング
コースを提供しています。

- 農機具類の試作改良

- 農機（例：耕うん機、トラクター）の
操作とメンテナンス

出所：KATC 提供資料



出所：調査団撮影

Combine Harvester / コンバインハーベスター

出所：調査団撮影



出所：調査団撮影

Tractor & Disc harrow / トラクターとディスクハロー



KATC & JICA 

• Japan International 
Cooperation Agency supported 
to set up the training facilities 
at KATC for rice farmers and 
extension workers

• Based at the KATC, JICA 
supported the improvement of 
rice productivity by training to 
irrigation technicians and 
farmers

• JICAの支援により、KATCに稲作農
家や普及員向けの研修施設が設置
されました。

• KATCを拠点に、JICAは灌漑技術
者や農家への研修を通じて、米の生
産性向上を支援しました*。

*KATCプロジェクト、コメ振興支援計画
プロジェクト(TANRICE)

出所：KATC 提供資料



出所：調査団撮影

Transplanting training / 田植え研修

出所：KATC 提供資料



Experiment farm

出所：調査団撮影

Outcome of transplanting training / 田植え指導の成果

出所：KATC 提供資料



Outline of Lower Moshi Irrigation Scheme (LMIS)  / LMIS概要

LMIS

• Lower Moshi Irrigation Scheme 
is adjacence to KATC

• Total area is 2,300ha 

➢Irrigated land: 
1,100ha(0.3ha/plot)

➢Upland: 1,200ha (maize, 
sunflower, etc) 

• Number of farmers: 3,700

• ローアモシ灌漑地区はKATCに隣接
している

• 総面積：2,300ha 

➢灌漑地面積：1,100ha （0.3ha/区
画）

➢畑地面積：1,200ha（トウモロコシ、
ヒマワリなど）

• 農家数：3,700人

出所：調査団撮影、Googleマップ



Resources of KATC / KATCのリソース

出所：調査団撮影

【Facilities】

• Training machinery 
workshop, display room, 
training farm, dormitory, etc.

【Equipment】

• Tractors, combine harvester, 
power tillers, post harvest 
facilities, laboratory 
equipment, etc.

【Human resources】

• Operators, mechanics, 
trainers, agronomists, etc.

【施設】

• 研修用ワークショップ、展示室、試験
圃場、宿泊施設など

【機材】

• トラクター、コンバイン、パワーティー
ラー、脱穀機、収穫後処理機械、ラ
ボ機材など

【人的リソース】

• オペレーター、メカニック、トレーナー、
農学者など



KATC and LMIS/ KATCとLMIS

出所：調査団撮影

Please watch a movie / 動画をご覧ください



Thank you for your attention

Asante Sana

ご清聴ありがとうございました

出所：KATC 提供資料


