
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：エジプト・アラブ共和国 

案件名：零細企業支援事業 

L/A 調印日：2008 年 12 月 24 日 

承諾金額：3,760 百万円 

借入人：エジプト・アラブ共和国政府（The Government of the Arab Republic of Egypt） 

 

２．事業の背景と必要性  

エジプトは近年高い経済成長率を記録しているが、労働力人口のうち約 11％が失業

状態にあり（約 220 万人）、全人口（約 7,280 万人）の約 44％が一日 2 ドル以下で生

活していると推計され（2005 年）、依然として社会経済的に不安定な状況が継続して

いる。 

同国では、全民間企業のうち 99.7％が零細・小企業であるとされ、約 640 万人に雇

用を提供しており、これは全労働力人口の約 40％に相当する（2006 年）。このうち零

細企業だけで全民間非農業企業数の約 94％が占められており、少なくとも約 200 万人

がインフォーマルな零細企業において就労していると推定されている。また、世銀の

2002 年の推計によれば、貧困層の 83％、全労働人口の 67％が同セクターにて従業し

ているとされる。 

しかし、零細企業は特に資金調達面に大きな制約を受けており、民間商業銀行から

事業立上げ資金を調達できた零細企業は、都市部で 9％、農村部で 7％との報告もあ

り、運転資金に関しても、90％以上の零細企業が自己資金や親族からの借入から捻出

している。このことから、同国では公的機関による零細企業支援が必要とされている。 

エジプト政府は「長期開発ビジョン 2022」（2002 年）で雇用創出と貧困緩和を主要

開発課題とし、「第 6 次社会経済開発 5 ヵ年計画 2007～2012」（2007 年）では零細企

業開発とそれを通じた雇用創出を最重要課題に置き、380 万人分の雇用創出、失業率

の 5.5％への低減を目標とし、このためには零細企業開発が特に重要であるとしてい

る。「エジプト人間開発報告」（2005 年）は、零細企業向け融資の潜在需要を約 200～

300 万人と推計しており、その所要資金は 85 億ポンド（約 1,700 億円）に達するとも

試算されている。 

エジプト国別援助計画では、貧困削減と生活水準の向上に向けた公共サービスの拡

充・改善が謳われている。これを受けて JICA の国別援助実施方針においては、零細・

小企業に対する融資や仲介金融機関への技術協力といった各種協力事業を行うこと

で、雇用機会の提供と雇用を通じた所得獲得機会の向上を目指す方針である。また、

融資原資の卸売機関である「社会開発基金（SFD：Social Fund for Development）」（以

下 SFD という。）に対する支援のみならず、最終借手に直接リテール業務を行ってい

る零細・小企業向け金融機関やマイクロファイナンス機関に対して、直接的に融資原

資の供与を行うことも検討しつつ、零細・小企業の金融アクセス改善、所得向上によ

る家計の安定についても広く支援していく方針である。本事業は、エジプト政府機関



及び仲介融資機関を介した零細企業支援を通じて、雇用の創出や貧困緩和に寄与する

ことを目的としており、これらに合致する。 

よって、JICA が支援することの必要性・妥当性は高い。 

 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

本事業は、エジプト全土において SFD を介して零細企業に対して融資を行うことに

より、所得創出活動の増加と雇用の機会向上を図り、もってエジプトにおける貧困緩

和と社会・経済の安定化に寄与するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

エジプト全土 

(3) 事業概要 

零細企業への融資原資供与 

●対象受益者（最終借手）：フォーマルセクターまたはインフォーマルセクターにお

いて零細企業を新規に起業しようとする者、あるいは既に起業している者。 

●仲介融資機関向け融資条件 

1)金利：仲介融資機関の信用力、事業計画等を勘案し、適用金利を設定。（2007 年で

は、SEDO：5～7％程度、MFS：7～10％程度） 

2)融資期間：SEDO：上限 5年（据置 1年含む）、MFS：6 ヵ月～18 ヵ月（据置なし） 

3)融資上限額：仲介融資機関の融資実行能力、事業計画に基づき、決定される。 

●最終借手向け融資条件 

1)金利：最終借手の信用力、事業計画等を勘案し、適用金利を設定。（2007 年では、 

SEDO：7～9％程度、MFS：8～19％程度） 

2)融資期間：SEDO：上限 5年（据置 1年含む）、MFS：6 ヵ月～18 ヵ月（据置なし） 

3)融資上限額：SEDO：5万ポンド（約100万円）、MFS：1万ポンド（約20万円） 

(4) 総事業費 

3,760 百万円（うち、円借款対象額：3,760 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2009 年 10 月～2013 年 9 月を予定（計 48 ヶ月）。円借款貸付完了時をもって事業完

成とする。 

(6) 事業実施体制 

1) 借入人：エジプト・アラブ共和国政府（The Government of the Arab Republic of 

Egypt） 

2) 保証人： なし 

3) 事業実施機関：社会開発基金（SFD：Social Fund for Development） 

①フォーマル企業向け融資：SEDO（Small Enterprise Development Organization） 

②フォーマル／インフォーマル企業向け融資：MFS（Microfinance Sector） 

4) 操業・運営／維持・管理体制：3）に同じ 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 



①カテゴリ分類：C 

②カテゴリ分類の根拠：本事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイド

ライン」（2002 年 4 月制定）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を

受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小限であると判断される

ため、カテゴリ Cに該当する。 

2) 貧困削減促進：貧困層等に対する所得獲得機会の向上や雇用機会の創出といった

便益が想定され、これらを通じてエジプトにおける貧困の緩和に寄与することが期待

される。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配 

慮等）：SFD は女性企業家への融資を重視しており、本事業を通じて最終借手に占め 

る女性比率を向上させることについて、SFD は合意している。 

(8) 他ドナー等との連携：本事業の実施過程においては、本機構の有償勘定技術支援

等の活用による技術協力の他、SFD の零細企業支援に既に関与している他ドナーとの

調整や定期的な共同モニタリングの実施も必要となるものと思料され、既に審査時よ

り主要他ドナーとの協議を開始しており、今後、具体的な連携方策を定立していく予

定である。また、本事業は、特に MFS スキームでの融資において、主要な仲介融資機

関となっている NGO との連携を事業の前提としている。 

(9) その他特記事項：特になし。 

 

4. 事業効果 

(1) 運用・効果指標 

指標名 
基準値 

（2007 年実績値）

目標値(2015 年) 

【事業完成 2年後】 

①ローン借入件数（最終借手、件）     - 
SEDO：             3,321

MFS：             11,380

②融資総額（最終借手、LE） 
    - 

SEDO：       116,235,294

MFS：         62,588,235

③最終借手による期日内返済率（％）
SEDO：   92

MFS：       98

SEDO：                95

MFS：             98 以上

④女性借手比率（契約件数ベース、％）
SEDO：      35

MFS：       65

SEDO：            35 以上

MFS：             65 以上

（事業開始後、ベースライン調査、インパクト調査等を実施する予定。その際、①、

②については精査すると共に、その他の起業・就業機会等に関する指標を設定の予

定。） 

(2) 内部収益率 

 本事業は開発金融事業であるため、内部収益率は算定せず。 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

(1) 他ドナーとの連携・協調 

SFD を介した零細企業開発支援については、AfDB、KfW 等の他ドナーが、融資原資



や技術協力を供与している。本事業をスムースに進捗させ、事業効果をよりよく発現

させるためにも、他ドナーとの連携・協調を強化していくことが有効である。具体的

な連携・協調の策定に向け、他ドナーと緊密に協議していく必要がある。また、SFD

のスキームに参画していない USAID 等のドナーとも、セクター全体のよりよい発展の

ために、同様に緊密な関係を構築していく必要がある。 

(2) 技術的支援の実施 

本事業は、SFD に対する融資原資の供与のみを行うものであり、コンサルティング・

サービスは実施されないが、事業効果把握のためのベースライン調査、インパクト調

査等が必要と考えられる。なお、SFD は、零細・小企業支援のための公的金融・非金

融支援機関としての豊富な経験を有し、本事業実施に必要な基本的能力を有している

が、「社会開発基金事業」（2002 年 2 月 L/A 調印、2008 年 11 月貸付完了）の事後評価・

フィードバックを踏まえて、事業実施において、零細・小企業開発を一層進展させる

ために、与信判断能力強化等の技術的支援を実施する必要があると考えられる場合に

は、有償勘定技術支援等の活用による支援策の検討を行う予定である。 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

過去のツーステップローン案件の事後評価からは、以下の 2点が主要なフィードバ

ック事項として挙げられる。 

(1) 資金を提供する機関の中央レベル、県レベルの管理職職員及び担当職員に対する

訓練・研修を実施し、審査方法について支店による差異が出ないように工夫すること、

また、組織のネットワークを活用した遠隔地への効果的なアクセス及び返済延滞がお

きた場合の効果的なフォローアップができる手法を事前に身に着けておくことが必

要。 

(2) リボルビング・ファンドの利用の情況についてモニタリングを行うとともに、利

用の促進を図る方法等について実施機関と協議を継続すること。 

(1) について本事業では、SFD 地域事務所の MFS 及び SEDO 担当官、並びに仲介金融機

関向けのトレーニング実施等を通じた、零細起業家向け融資に関係する能力強化を実

施し、また、MFS 及び SEDO 担当官による仲介金融機関に対するモニタリング体制強化、

SFD への報告体制の強化等を計画、実施する予定である。 

(2)については、SFD から仲介小規模金融機関に対して融資されたローンの回収や再融

資は、全てリボルビング・ファンドを通じて行われることになっている。また、ファ

ンドの運用については、本事業実施中に適宜、運用監理・モニタリングを行うのみな

らず、本事業貸付完了後の一定期間についても定期的な報告を求め、また、本事業貸

付実行中及び貸付完了後の外部監査実施を予定する。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

 1) ローン借入件数（最終借手、件） 

 2) 融資額（最終借手、LE） 

 3) 最終借手による期日内返済率（%） 



 4) 女性借手比率（契約件数ベース、%） 

(2) 今後の評価のタイミング：事業完成 2年後 

 

以 上  


