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インドネシア 

持続的沿岸漁業振興計画 

 

外部評価者：株式会社アイコンズ 栗田 貴之 

０．要旨 
本事業は、東フローレス県ラランツカ郡に漁業専用施設を整備することにより、漁

業の効率化、漁獲後損失の低減を目指し、同地域全体の水産業の活性化を図ることを

目的として実施された。本事業は対象地域の開発ニーズに一部合致しない点があり、

妥当性は中程度である。有効性・インパクトについては、水揚時間の短縮、仲買人の

漁獲物の仕入れ時間の短縮など効果も確認されたが、本事業で建設された施設の運営

維持管理体制が未整備であり、施設の機能が十分に発揮されていないため、漁民によ

る施設使用が限定的となっており、効果の発現も限定的であることから低い。事業費、

事業期間は計画内に収まったことから、効率性は高い。一方、持続性に関しては、運

営方針が明確でないことに起因し、維持管理体制、技術に課題が残ったことから中程

度である。 

以上より、本事業の評価は低いといえる。 

 

１．案件の概要 

 
      案件位置図           荷捌棟 

 

1.1 事業の背景 

本事業の対象地であるラランツカ郡アマガラパティは、インドネシア国のフローレ

ス島東フローレス県に位置している。東フローレス県を含有する東ヌサテンガラ州は、

本事業計画当時、インドネシア国 30 州のうち経済的に最も落ち込んだ地域であり、過

去数年間、他地域との格差が拡大傾向にあった。一方で、東フローレス県は、経済開

発が最も遅れているとされていたものの、約 3,800km2 もの海域と年間水揚げ高 14 千

トンを有するなど、水産業に関しては、資源開発・地域供給の潜在力が高いことから、

インドネシア政府は本事業対象地域を開発優先度の高い地域と位置付けていた。イン

ドネシア政府は中期開発戦略に貧困削減を掲げていることから、本事業の実施により、
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漁港施設、製氷施設、給油施設を含めた水産業の活動環境を整備し、対象地域の、特

に所得の低い沿岸漁民の生活向上を含めた水産業の振興が期待され、水産施設の整備

にかかる本事業の実施に至った。 

 

1.2 事業概要 

東フローレス県ラランツカ郡において、水揚げ、出漁準備、流通、漁船補修といっ

た一連の漁業専用施設を整備することにより、漁業の効率化、漁獲後損失の低減を目

指し、同地域全体の水産業の活性化を図る。 

 

E/N 限度額／供与額 1,070 百万円／926 百万円 

交換公文締結 2007 年 7 月 

実施機関 海洋水産省 

事業完了 2009 年 3 月 

案件従事者 本体 若築建設株式会社 

コンサルタント 共同企業体 システム科学コンサルタンツ株式会

社・日本工営株式会社 

基本設計調査 2006 年 8 月 

関連事業 水産計画（専門家派遣/1991-2005） 

東部地域沿岸漁業振興計画（2000-2002） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 栗田 貴之（株式会社アイコンズ） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2011 年 12 月～2013 年 1 月 

 現地調査：2012 年 1 月 22 日～2 月 14 日、5 月 20 日～6 月 2 日 

 

2.3 評価の制約 

 特になし。 
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3．評価結果（レーティング： D1） 
3.1 妥当性（レーティング：②2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本事業の基本設計調査時、インドネシア政府は「海洋水産中期戦略（2004-2009）」

において（i）水産業の再活性化、（ii）地域社会の水産物アクセス改善、（iii）水産業

の持続的推進と水産インフラ整備、及び（iv）水産資源・環境の保全・管理の推進を

基本戦略として掲げており、本事業は、同戦略に合致した内容となっていた。事後評

価時も、「海洋水産中期戦略（2010-2014）」において（i）統合的な海洋水産に係る人

材及び制度の強化、（ii）海洋水産資源の持続可能的な管理、（iii）生産性と競争力の強

化、（iv）国際及び国内市場へのアクセスの拡大を戦略として掲げており、海洋水産省

としてもかかる計画の推進のため、漁港をはじめとしたインフラ整備を推進している。

このことから漁業専用施設の建設を通じ水産業の振興を図る本事業は、インドネシア

の開発政策と合致するものである。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

インドネシアは水産資源が豊富であり、漁業者は約 500 万人（就労人口の約 5％）、

外貨獲得金額も約 20 億ドルを誇っているが（1999 年）3、開発・利用はジャワ及びス

マトラ周辺の西部地域に偏重し、東部地域は政府の開発支援があまり行われていなか

った。特に、東フローレス県は、東ヌサテンガラ州の州都があるクパン県に次いで漁

獲量が多い（2004 年：14 千トン）地域であり4、漁業資源の開発レベルは約 30％と将

来発展の余地を残しているが、当該地では水産基盤施設が整備されていないために、

水産業は非効率な活動を強いられてきた。 

事後評価調査時においても、2011 年、海洋水産省は東フローレス県を Minapolitan

と呼ばれる海洋水産事業の特別事業地域（インドネシア全国で 24 カ所選定）の一つに

指定し、これまで一元化されていなかった魚取引環境についても、本施設（以下、PPI

という）を中心に近隣の水産物消費地へ水産物を流通させていくことを政策として掲

げている。 

なお、本事業対象地域（東フローレス県）において水産業は GDP の約 7％を占める

主要産業の一つとなっている。 

 

  

                                                  
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
3 出所：JICA「東部地域沿岸漁村振興開発計画調査」2002 
4 出所：JICA「インドネシア共和国 持続的沿岸漁業振興計画 基本設計調査報告書」2007 
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表 1 2000 年市場価格ベースでの東フローレス県の産業別 GDP 割合 

  
  

  

2008 年 

GDP 割合

2009 年 

GDP 割合

2008-2009

年成長率 

2010 年 

GDP 割合 

2009-2010

年成長率 

1 農水業 34.12% 35.22% 3.24% 35.98% 2.13%

 うち水産業 6.41% 6.87% 7.23% 7.17% 4.27%

2 鉱業・採石業 0.75% 0.74% -1.07% 0.77% 3.90%

3 加工業 1.13% 1.16% 3.43% 1.18% 1.61%

4 電気・ガス・水道 0.34% 0.35% 4.00% 0.39% 11.77%

5 建設業 4.34% 3.73% -14.11% 3.86% 3.32%

6 貿易・飲食・ホテル業 11.47% 12.11% 5.62% 12.86% 6.20%

7 運輸・通信 10.27% 10.61% 3.36% 11.10% 4.56%

8 財務・賃貸・民間サービス業 4.58% 4.79% 4.51% 5.11% 6.75%

9 公共サービス業 33.01% 34.01% 3.02% 36.80% 8.22%

（出所）Flores Timur in Figures 2009 ‐2011（フローレス県統計年鑑 2009-2011） 

 

基本設計調査時、本事業の対象である東フローレス県ラランツカ郡は、我が国が

2000-2002 年に実施した開発調査「インドネシア国東部地域沿岸漁村振興計画調査」

において、（i）漁業生産施設の不足から漁業日数の制約を受けている、（ii）飲雑用水

等の不足から流通加工が制約されている、また（iii）沿岸漁業者の漁業収入及び生活

水準は極めて低い状況にあると報告されている。東フローレス県は、東ヌサテンガラ

州においては、州都があるクパン県に次いで漁獲量が多い（2004 年：14 千トン）地域

であり、漁業資源の開発レベルは約 30％と将来発展の余地を残していたが、（i）沿岸

一帯が遠浅地域となっており、干満差約 3m に及ぶため、労働・時間ロスが生じてい

る、（ii）盛漁期の漁獲量に対応できる製氷施設が整備されておらず、水揚げ場所が分

散されているため、流通業者の機会ロスが発生している等の問題があった5。かかる問

題の解消のため、零細漁民の所得向上及び水産物の安定的な供給を目的とした水産施

設整備が必要であった。 

ラランツカ郡周辺では、主な漁法として、カツオ一本釣漁、マグロ立縄漁、立縄／

曳縄漁、巻網漁、刺網漁、敷網漁がある。主要な魚種はカツオとマグロであり、全体

の漁獲高の 7 割以上を占めるが、これらは主に民間の買付会社により買い取られ、日

本や米国に輸出されている。同郡周辺ではこのような民間買付業者が数社存在してい

るが、これらの中には桟橋、加工場、製氷施設等の施設を有している業者も 3 社程度

あり、民間業者と契約し、PPI を全く使用しないで活動を行っている漁民もいる。 

なおカツオやマグロ漁には、一本釣り、立縄、引縄漁法が用いられるが、他の漁法

では、郡内や周辺郡で消費される浮魚や小型魚が水揚げされる。本事業は、カツオや

                                                  
5 出所：「JICA「インドネシア共和国 持続的沿岸漁業振興計画 基本設計調査報告書」, 2007 
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マグロ漁以外に携わる零細漁民が主に裨益することを目的に計画が立てられ、施設建

設および機材供与がなされた。他方、扱う漁法や魚種の違いや、民間業者との契約有

無に違いはあるものの、零細漁民という点では大きく違うものではない。時期によっ

ては、巻網漁民が委託業務によりカツオやマグロ漁に携わることもある。また主にマ

グロ・カツオ漁に携わる零細漁民も浮魚や小型魚漁に携わる場合もある。 

受益者調査の結果では、約 55％の近隣地域の漁民が PPI を使用せず、民間業者の施

設、海上、自宅で水揚げを行っていた6。漁民の中には PPI までの船舶の軽油節約のた

め、近隣の水産物消費地であるマウメレ（Maumere）7に漁獲物を直接輸送・販売した

り（特に東フローレス県ラランツカ郡北部の漁民）、海上で仲買人と取引をしたりする

ケースもある。このような漁民と仲買人及び民間会社との個人的関係に基づく魚取引

を含めた流通形態が 2000 年頃から存在しており、漁民の活動は民間会社との取引が現

在も中心となっている。民間会社との委託業務により漁業活動を実施する場合、氷、

軽油は民間業者から前貸しされるシステムが一般的である。かかるシステムは出漁の

資金調達が困難な零細漁民にとっては非常に効果的であることから、PPI の製氷施設、

給油施設を使用しない漁民も多く存在している。 

本事業の計画では、公共漁業専用施設がないことによる、①商港での水揚げによる

混雑解消、②前浜での水揚げによる重労働を解消し、その上で、上記のような商習慣

により不利益を受けているとする零細漁民が、PPI に直接水揚げし、荷捌き場で複数

の仲買人が値決めをすることで、適正な価格が付くことが想定されていた。他方、従

来からの商習慣が影響して、「有効性」において記すように、PPI の使用は限定的とな

り、施設は十分な活用がなされていない。 

このような状況を受け、海洋水産省、県水産局に聴取調査した結果、PPI を有効活

用するため、今後、近隣の漁民は PPI を使用することが東フローレス県政府により義

務化される計画にある8。これにより使用頻度は増加することが考えられる。 

しかし、本事業計画時に、水産業においてかかる商習慣があった状況で、PPI の運

営規約が策定されていないことからも、海洋水産省をはじめとした県水産局などの関

係機関が PPI を活用して水産業を発展させるという具体的な計画・手段を事前に準備

していなかったと言える。本事業実施前に行われた開発調査（「インドネシア国東部地

                                                  
6 受益者調査は対象地域に居住し、民間企業等組織に属さず、個人で水産業を営む零細漁民 220 人、

個人で売買を行う仲買人業者 30 名、合計 250 名を対象に、調査を行った。調査員は 3 名で、漁民

の自宅を訪問し、質問票に沿って、インタビュー調査を行った。なお評価者も一部調査に参加し

た。 
回答者の居住地域は以下の通り。 
Larantuka(154 名／70.00％)、Adorana（24 名／10.91%)、Ile（21 名／9.55％）、Solar（8 名、3.64％）、

Wotan（7 名／3.18％）、その他 3 名 
また、回答者の漁法は以下の通り。 
一本釣漁 74.5％、刺網漁 9.5％、巻網漁 7.7％、敷網漁 3.6％等 

7 マウメレはラランツカの西南西 95km に位置しており、陸路で約 3 時間の距離にある。 
8
水産業従事者の PPI 使用義務化は、PPI の利用を促進することになる。一方で、既存の商習慣等の

大きな変更をもたらすこととなるため、漁民や民間企業等からの理解を十分に得ることが必要と

考えられる。 
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域沿岸漁村振興計画調査」）など事前の調査において、対象地域における民間業者の保

有する施設・設備を含めた対象地域の水産業を取り巻く環境、関係者分析、商習慣分

析が行われている。その結果、本事業の主な対象は零細漁民としていながらも、零細

漁民は民間業者の施設・設備を使っているケースが多いなど、民間企業、水産業従事

者の商習慣を踏まえた事業計画になっていなかった。また、PPI が操業開始した後も

運用状況が悪いので、中・大規模の漁業者にも利用を開放するなど施設利用の根幹と

言える方針も変更している。よって、漁民が抱えていたニーズや課題の解決に繋がる

事業計画とはなっていなかったと言える。 

また、基本設計において、本事業実施前に対象地域における水産業の問題として掲

げられた、「沿岸一帯が遠浅地域となっており干満差約 3m に及ぶため、労働・時間ロ

スが生じている」という点について、漁民や海洋水産省職員などへの聴取調査結果で

は、特に本事業の対象である零細漁民からは、現在も桟橋の高さに問題があると指摘

されており、水揚げ時の安全性の問題は解消されていないと考えられる。 

以上から、本事業は開発ニーズと一部合致しない点がある。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

我が国は政府開発援助の一環として、開発途上国の水産業の振興を通じ、我が国と

の友好関係の維持強化を図るとともに、長期的展望の下に我が国漁船の漁場確保等に

資するため、水産関係施設の建設等を推進している。また、マグロに関する国際漁場

等での IUU（違法・無規制・無報告）対策等の協力関係が重視されるようになってお

り、我が国はインドネシア国との間で水産分野の友好的な協力関係を有しているが、

本事業の実施はこれを維持強化するものである9。 

また、インドネシアでは農漁村地域において、農水産業の経営規模が零細であるこ

と、漁港などのインフラが不十分である状況から、JICA の国別事業実施計画では、「貧

困削減」を策定し、技術協力プロジェクト「持続的沿岸漁業振興計画」等の協力を実

施している。よって本事業は基本設計調査時における日本の援助政策と合致している

と判断される。 

 

以上より、本事業の実施は対象地域の開発ニーズと一部合致しない点があり、妥当

性は中程度といえる。 

 

                                                  
9 水産無償資金協力とは、1960 年代後半より、多くの開発途上国が自国沿岸海域の漁業資源を排

他的に利用する権利の主張を強めてきたことを踏まえ、これら開発途上国による要請に応じ、水

産関係プロジェクトに対して無償資金協力を行うことにより、漁業面における日本との友好協力

関係を維持・発展させる観点から創設された。基本的に一般無償資金協力と同様であるが、援助

対象国の選定にあたっては、日本との漁業分野における友好関係を考慮している。（外務省ウェ

ブサイトから抜粋） 
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3.2 有効性10（レーティング：①） 

3.2.1 定量的効果 

本事業の目的となっている「PPI が対象地域の水産業の活性化に寄与する」につい

て、下表 2 に示すように対象地域の水揚高は増加している。しかし事後調査時、PPI

での水揚高は、表 2 に示すように年間 300 トン以下となっている。本事業の基本設計

では、荷捌場取り扱い水揚量 1,548 トン、また PPI の使用頻度については、年間 200

日程度、盛漁期で 8.6 トン/日、閑漁期で 1.2 トン/日の水揚量11として規模設定されて

いる。年間の水揚高は基本設計時、明確に示されていないが、これらの数値と比して

も、設計を大きく下回る水揚高となっている。 

 

表 2 対象地域及び PPI の水揚高推移 

 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 

対象地域全体

水揚高 
11,277 トン 11,755 トン 9,708 トン 13,705 トン 13,755 トン 

PPI での 

水揚高 

記録なし。 291 トン（全体

比 2.12％） 

291 トン（全体

比 2.12％） 

（出所）東フローレス県水産局提供資料 

 

また、PPI の船舶の係留・停泊に関するデータは以下の通りである。基本設計調査

では、149 隻の漁船の係留、23 隻の停泊を見込んでいた。利用船数に関するデータは

なく、比較は困難であるが、2011 年においても一日平均 4 隻程度（200 日程度稼働と

して）のみが係留した計算となる。現地調査時もその程度の係留数であることが確認

されている。 

 

表 3 PPI の船舶係留・停泊データ 

  2010 年 2011 年 

係留 件数 721 893 

 時間 948 1,415 

停泊 件数 69 57 

  時間 1,753 2,164 

（出所）東フローレス県水産局提供資料 

 

なお、民間業者が零細漁民に出漁前に氷、軽油を前貸しするなど民間業者と零細漁

民との間に強い取引関係が存在するという対象地域の商習慣のため、PPI はあまり利

                                                  
10 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
11 出所：「JICA「インドネシア共和国 持続的沿岸漁業振興計画 基本設計調査報告書 事業事前

計画表（基本設計時）」, 2007。なお、事業事前計画表では 1.0～1.5 万トンの水揚高を想定。 
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用されていない状況にある。受益者調査でも対象地域の漁民の 45％（220 名中 100 名）

が PPI を使用している結果となっている。また、PPI を使用している漁民のうちでも、

「いつも使用している」は 23 名、「ときどき使用している」は 42 名、「ほとんどは他

の施設で水揚げしている」は 35 名となっている。なお、受益者調査の回答者には民間

業者の委託業務に関わっている者もいるが、マグロ・カツオ漁に携わる漁民も、時期

によっては浮魚や小型魚漁に携わる。そのためにマグロ・カツオ漁に携わる漁民、そ

の他漁民を厳密に分別するのは不可能であり、この結果は PPI の使用にかかる実情を

表していると分析する。併せて、PPI を使用していない理由を下表 4 に示す。最も多

い回答は「PPI は遠い」となっているが、これらの回答者は、マグロ・カツオの委託

業務には関わっていないが、浮魚や小型魚を近隣の仲買人、または民間業者に販売し

ていると考えられる。 

 

表 4 PPI を使用しない理由（複数回答あり） 

理由 回答者数 回答者割合 

底生魚を取引していない 4 3.33% 

仲買人に直接販売 27 22.50% 

自宅で消費している 1 0.83% 

他の場所で販売している 21 17.50% 

PPI は遠い 51 42.50% 

PPI 利用料が高い 1 0.83% 

小規模でやっているため 37 30.83% 

 （出所）受益者調査結果 

 

PPI の使用頻度は非常に低い状況にあ

るが、受益者調査の結果、PPI を使用し

ている漁民からの満足度は高く、「非常に

満足している」と回答した漁民の割合は

69％、「少し満足している」と回答した漁

民の割合は 27％となっている。満足して

いる要素としては、表 5 の通りとなって

いる。 

 

事業事前計画表で設定された定量的効

果にかかる指標の達成状況は表 6 の通り

である。達成されている指標もあるが、

上述のように水産業従事者の使用頻度が低いことから効果は限定的となっている。 

 

表 5 漁民が本事業に満足している点 

（複数回答可） 

満足している点 回答者数 

水揚時間が短縮 53 

魚取引価格が高くなった 21 

氷が安価になった 14 

過剰水揚物一時保管処理が可能 12 

氷がいつでも入手可能 9 

衛生的な環境で魚取引ができる 4 

その他 45 

（出所）受益者調査結果（回答者数 100 名） 
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表 6 【定量的効果】指標の達成状況 
指標名(単位) 基準値 

（2006 年） 
目標値 

(2009 年) 
実績値① 
(2009 年) 

実績値② 

（2012 年） 
① 巻網船の干潮時水揚

時間 
約 2 時間/隻 約 1 時間/隻 約 1 時間 約 1 時間 

② 漁船の氷購入価格 約 2 万ルピア 
/(25 ㎏角氷換算)

約 8,000 ルピア

/25kg 角氷 
12,000 ルピア

/25kg 角氷 
12,000 ルピア

/25kg 角氷 
③ 漁船の軽油購入価格 約 5,000 ルピア/L 約 4,500 ルピア/L 5,000 ルピア/L 4,500 ルピア/L

④ 仲買人仕入時間 2～3 時間 1～2 時間 1～2 時間 1～2 時間 

（出所）事業事前計画表、PPI 提供データ 

 

各項目について差異が生じている事項の分析を行った。その内容について以下に記

す。 

①  巻網船の干潮時水揚時間 

受益者調査の結果、PPI を使用する 66％の漁民が、水揚時間が一時間以内となって

いる（表 7 参照）。目標値は達成されており、漁民の業務効率化に寄与している。しか

し、漁民を対象とした聴取調査では、水揚げ作業完了後も停泊している船舶が多くあ

り、業務に支障をきたしているとのコメントが散見された。桟橋には、PPI 職員が 2

名（1 名×2 交代制）の配置が計画されているが、機能していない。踏査時も PPI 職員

は桟橋に確認できず、また漁民を対象とした聴取調査でも職員が配置されているとい

うコメントは無かった。 

 

 

②  漁船の氷購入価格 

PPI 職員への聴取調査の結果、採算性から、この価格（12,000 ルピア/25kg、砕氷

の価格は 14,000 ルピア/25kg）で氷を販売せざるを得ない、とのことである。なお、

市場価格は 15,000 ルピア/25kg であり、PPI より高価となっている。なお、漁民の製

氷施設の使用状況であるが、図 1 に示す漁民の氷の入手場所からも、漁民は PPI か

表 7 漁師の水揚時間 

 

 回答者数 

30 分以内 35 

30 分－1 時間 31 

1－1.5 時間 7 

1.5－2 時間 8 

2 時間以上 2 

NA 17 

（出所）受益者調査結果 

（回答者数 100 名） 

写真 水揚げ後長期間停泊している船舶が多いため、停

泊中の船舶を橋渡しして氷を運び込んでいる。 
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ら氷を購入しておらず、民間業者から氷を前借りしている状況となっている。本事

業の基本設計では、マグロ・カツオ漁に関わる漁民も PPI から氷を購入する計画と

なっていたが、現状では民間業者との委託業務の場合、氷は民間業者から出漁前に

前借りし、漁民は PPI からあまり購入していない結果となっている。 

 

22.22%

72.73%

2.02% 3.03%

PPI
民間業者

個人所有設備

その他

（出所）受益者調査結果 

図 1 氷を入手している場所（回答者数 99 名）

PPI で氷を入手（購入）している漁民は

22％であるが、73％は民間会社から入手

している結果となっている。なお、民間

業者と委託契約で漁を行う場合、氷は民

間業者から前借りし、購入する場合は

15,000 ルピア/25kg となっている。 

 

③  漁船の軽油購入価格 

PPI の開業以来、5,000 ルピア/L で販売されていた。しかし、2012 年 2 月以降、タ

ンクローリーが配置され大量輸送が可能となり、軽油価格が 4,500 ルピア／L に下げ

られ、指標が達成されている。しかし、下図 2 に示すように、PPI で購入している漁

民の割合は 6％となっており、その他は民間業者から入手している結果となっている。

このことから漁民の活動は民間業者の委託業務が主となっており、PPI を使用してい

ない状況が明らかとなっている。 

 

6.06%

92.93%

1.01%

PPI
その他

NA

（出所）受益者調査結果 

図 2 軽油の購入場所（回答者数 99 名） 

 

PPI で軽油を購入している漁民は 6％

となっている。その他は民間業者から

の委託業務による前貸し、または市場

での購入となっている。 

なお、受益者調査の結果、軽油を購入

しない理由は以下のとおりである。「燃

油が高い」、「その他」が多いが、聴取

調査では、民間業者から入手している

とのコメントが多く、また「燃油が高

い」についても、民間業者の場合、出

漁前に前貸しされることから、高いと

いう回答になっていると思われる。 
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表 8 PPI で軽油を購入しない理由 

 

 
 
 
 
 
 

    （出所）受益者調査結果 

 
④ 仲買人仕入時間 

受益者調査の結果、89％の漁民が 2 時間以内に仲買人に漁獲物を販売しており、指

標は達成されている。また、仲買人を対象に実施した聴取調査でも、53.3％（回答者

30 名中 16 名）の仲買人が「漁獲物をすぐに買えるようになった」と回答している。 

 

また、本事業で建設されたスリップウェイ、ドックについても使用頻度は高くない。

理由は船舶修理工が配置されておらず、船舶のスペアパーツも無いためである12。 

 

 3.2.2 定性的効果 

事業事前計画表で設定された定性的効果にかかる指標の達成状況は下表 9 の通りで

ある。PPI の運営諸規約が設定されておらず、PPI の運営方針が定まっていないことと

併せて、施設や漁民の管理を行う人材もまだ十分に育成されていないことから、PPI

による対象地域の水産業の管理はあまり機能していない状況にある。 

 

表 9 【定性的効果】指標の達成状況 
指標名 
(単位) 

基準値 
（2006 年） 

目標値 
(2009 年) 

実績値① 
(2009 年) 

実績値② 
(2012 年) 

① 魚取引環境 浜辺や商港 
の一角 

荷捌場(桟橋・護

岸上では不可)
荷捌場、桟橋、

護岸上 
荷捌場、桟橋、

護岸上 
② 過剰水揚物一時保管 

処理 
露店での 

小型保冷箱 
一時保管場所で

の大型保冷箱 
一時保管場所で

の大型保冷箱 
一時保管場所で

の大型保冷箱と

中型保冷箱 
③ 漁港長候補及び県水産

局職員が漁港運営初期

の立ち上げ方に関する

知識を習得する 

習得していない 習得する 習得していない 習得していない

④ ソフトコンポーネント

で作成の運営諸規約 
無し 原則が遵守 

されている 
内容検討中 内容検討中 

（出所）事業事前計画表、東フローレス県水産局、PPI 職員聴取調査結果 

                                                  
12 12スリップウェイ、ドックの使用実績は、PPI から提供された 2011 年のデータによると、年間

で 95 時間、修理作業場に関しては 90 時間となっている。 

理由 回答者数 

燃油が高すぎる 14

PPI は遠い 7

サービスが悪い 0

その他 54

NA 18
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各項目について差異が生じている事項の分析を行った。その内容について以下に記

す。 

 

① 魚取引環境 

水産業従事者を対象とした受益者調査

及び踏査時、仲買人と漁師が直接、桟橋

で漁獲物を取引しているケースが大部分

であり、荷捌き場ではほとんど確認でき

なかった。なお PPI としては、荷捌場で

のみ魚取引を行うよう、水産業従事者に

説明会を行い、また随時水産業従事者へ

働きかけを行っているが、水産業従事者

は従う姿勢を示さないとのことであった。

一方、水産業従事者に聴取調査を行った

ところ、かかる説明会が行われたことは

ない、また PPI 職員からかかる働きかけ

を行っていることを知らない等の意見が散見された。 

 

② 過剰水揚物一時保管処理 

水揚物の一時保管用に本事業で供与された大型保冷箱は使用されており、目標は達

成されている。水揚物が大量の場合、PPI が購入した中型保冷箱を使用している。PPI

から提供された資料によると 2011 年の保冷箱の使用回数は、大型保冷箱 226 回、中型

保冷箱 98 回となっている。 

 

③ 漁港長候補及び県水産局職員が漁港運営初期の立ち上げ方に関する知識を習得す

る 

かかる技術に関しては、本事業のソフトコンポーネントにて指導が行われたが、事

後調査時の PPI の漁民の管理、PPI の施設運営に関する活動、またこれら活動にかか

る会計手続きなどがあまりなされていない状況から、導入された技術は特に活かされ

ていないと分析する。そのため、目標値は達成していない。 

 

④ ソフトコンポーネントで作成の運営諸規約 

ソフトコンポーネントにて、漁港運営委員会設立及び運営規約にかかる提案がなさ

れた。しかし、事後評価実施時、PPI 及び漁業協同組合関係者に聴取調査を行ったと

ころ、同委員会の設立及び運営規約に関しては検討しているとコメントがあったが、

規約策定に向けた動きは特にない。 

 

写真 水揚げした魚を荷捌場ではな

く、桟橋で処理している。 
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3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

本事業実施による漁民の収入の変化について、受益者調査の結果、PPI を使用する漁民の

うち、本事業後収入が増えた漁民は 1％である13。表 2 に示したとおり、対象地域の水揚

高は増加しているものの、PPI を使用する零細漁民の収入増加を実感するレベルには

達していない状況にあると分析される。 

また、本事業の間接効果として示されている事項の発現状況について、以下に示す。 

（1）水産の中心的な役割 

PPI 建設以前近隣の商港での水揚げが行われていたが、現在は行われていないこと

を踏査時、確認している。しかしそのような状況でも、PPI があまり利用されていな

いことに鑑み、水産業従事者の PPI の使用頻度を向上させるため、県水産局、PPI は、

零細漁民だけでなくマグロ・カツオ漁に携わる中・大規模の水産民間企業の PPI 使用

を 2011 年に許可した。水産業従事者への聴取調査によると、かかる方針が出された後、

PPI の使用、認知度は高まり、使用頻度も増加の傾向にあるとのことである。今後、

近隣の水産業従事者は PPI を使用しなければならない規定が施行される計画にあり、

PPI が対象地域の水産業の中心としての役割を果たす制度は構築されつつある14。 

しかし、多くの漁民が関わるマグロ、カツオの取引に関しては、PPI ではなく近隣

の民間業者により直接行われており、PPI の使用頻度がその規定により急激に上昇す

る可能性は低い。また、PPI の漁民の管理においても、民間業者も、県水産局と PPI

へ漁獲高を報告することが水産業従事者に義務付けられている。民間業者は漁獲高に

応じて PPI の使用料を納める必要があるため、適切に料金徴収が行われるよう、PPI

として実地の確認を行い、管理を行っていく必要があると考えられる。 

併せて、漁民の組織化については、対象地域の漁業協同組合または PPI は特に組織

化を意識した活動（競り、及び競りへの参加呼びかけ、取引価格情報の収集、広報を

含めた管理等）を行っておらず、組織化がなされているとはいえない状況にある。 

因みに民間会社は漁民に対し、出漁前に氷、軽油などを前貸している。これにより、

出漁資金に乏しい零細漁民が活動しやすい環境を提供しているとともに、業務に従事

する漁民の村落への寄付行為等を行い、村落全体を含めたエンパワーメントを行って

いる。このように、民間会社を中心とした漁民の組織化はなされており、PPI を中心

とした漁民の組織化は難しい状況にあり、かかる水産業の状況を踏まえ、民間会社と

ともに、本施設を活用しどのように水産業の発展に寄与していくか、検討を行ってい

くことが重要であると分析する。 

 

                                                  
13 受益者調査の結果、本事業実施後「収入が増加した」漁民は 1 名、「同じレベル」82 名、「減少し

た」12 名、「わからない」5 名という結果になっている。 
14 この規制により、民間会社は業務上の手間が増えるなど操業に支障が生じることを懸念している。

しかし、県水産局にとっては、（職員がきちんと業務を行えば）管理体制が強化されるというメリ

ットが生じる。 
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（2）製氷供給について 

製氷供給に関し、詳細なデータを表 10 PPI の製氷データに示す。事後評価時、製

氷施設は非常に稼働が高い状況にあるが、氷不足の状況にあり販売・購入できないケ

ースがあると PPI 職員、水産業者からコメントがあった。その要因としては、製氷施

設への配水パイプが故障し、本来 1 日当たり 168 ブロック（1 ブロックは 25kg）の氷

が製造可能であるところ、最大でも 112 ブロックのみ製造可能な状況にあること、加

えて中・大規模の仲買人が PPI で氷を購入するようになったことが影響している。但

し、事後評価時、配水パイプは修理中であり、製氷量は今後本来の能力を取り戻す予

定にある。 

今後、PPI での中・大規模の仲買人の活動を制限することを県水産局は検討してい

た。制限された場合、氷不足という状況は解消される可能性はあるが、民間業者と強

い取引関係を持つ零細漁民が PPI にて氷を購入するようになる可能性は低いことが予

想される。効率的に製氷施設が利用されるため、今後、氷販売対象者を誰にするのか

等明確な方針を定め、製氷施設を運営していく必要がある。 

 

表 10 PPI の製氷データ 

  2010 年 2011 年 伸び率 

1. 製造回数 546 832 52.38%

2. 生産数（25kg） 30,576 46,592 52.38%

3. 購入頻度 2,907 2,967 2.06%

  角氷（25kg） 1,573 1,510 -4.01%

  砕氷（25kg） 1,512 1,612 6.61%

4. 販売数（25kg） 30,390 46,488.5 52.97%

  角氷（25kg） 16,807.5 29,311 74.39%

  砕氷（25kg） 13,582.5 17,178 26.47%

（出所）PPI 提供資料 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

周辺の交通事情については、本事業実施後、周辺道路に交通渋滞などは発生しておらず、

負のインパクトは確認されていない。また、ごみ収集に関しても、ラランツカ郡による清掃

作業が定期的に行われており問題は発生していない。PPI 職員への聴取調査、踏査の結果、

PPI からの汚水も一次処理されてから排水されている。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

用地取得に関しては、住民と価格交渉の上、買い取り価格が設定された。対象サイトには

地元住民の共有集会所があったが、住民との交渉では特に問題は生じることはなく、また住
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民移転もなかったことを県水産局に確認した。なお、用地取得に関し、総費用は約 1 億ルピ

アを要したが、東フローレス県政府により、適切に予算措置が行われ、問題なく行われた。 

 

(3) その他正負のインパクト 

受益者調査の結果から、製氷機の整備、および保冷箱の導入により過剰水揚物の一時保管

ができるようになった点について 12％が満足を示しておりポストハーベストロスの削減に

寄与している。 

 

有効性に関し、対象地域の漁民が PPI をあまり使用していない、基本設計の計画を

大きく下回った水揚量の取り扱いとなっている状況から、効果の発現が限定的となっ

ている。 

PPI を使用している漁民からは水揚時間、漁民から仲買人への漁獲物の仕入れの短

縮など一部の目標値の達成が確認できており、また使用している漁民は、PPI に対し

一定の満足度を示していることから、漁民の作業環境の改善等その機能は発揮されて

いると考える。一方、漁港運営活動に関する指標が達成されていないこと、水産業の

中心的な役割をあまり果たしていないこと、対象地域の PPI を利用する漁民の収入向

上に寄与していないこと等から、インパクトの発現状況は一部に限られている。 

以上より、本事業の実施による効果の発現は計画と比して限定的であり、有効性・

インパクトは低い。 

 

3.4 効率性（レーティング：③） 

3.4.1 アウトプット 

本事業のアウトプットについて、下表 11、表 12 にまとめる。計画と実績に差異が

ある場合はその内容を記す。 

 

表 11 本事業のアウトプット（日本側） 

項目 内容 差異分析 

土木施設 水揚げ桟橋、連絡桟橋（一部コーズウェイ）、 
スリップウェイ、構内道路・駐車場、構内雨水

排水路、水揚げ桟橋安全灯、既存護岸補強 

水揚げ桟橋、連絡橋、

コーズウェイの天端

高変更 

建築施設・設備 荷捌棟、製氷棟、製氷機、貯氷庫 
管理棟／キオスク、給油サービス棟、 
ワークショップ、電気・給水棟（高架水槽）、 
受水槽、構内便所、守衛棟、 
簡易排水処理施設、ゴミ置き場、浅井戸、 
防火水槽、非常用発電機、外構設備、散水栓、

構内電炉、給排水構内経路、水汲み場 

差異なし 

供与機材   

水揚げ荷捌き支援機材 手押し車、魚函、バケツ、ドラム缶キャリー、

手回しポンプ、台秤（100kg）、天秤（30kg）、 
保冷箱 

差異なし 
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施設維持管理機材 
（漁船補修兼用） 

ボール盤、エンジンウェルダー 
移動式リフト、エンジン付コンプレッサー 

差異なし 

構内安全確保機材 移動台車付き消火器、小型消火器 差異なし 

ソフトコンポーネント 漁協指導・漁港運営 差異なし 

（出所）JICA 提供資料 

 

表 12 本事業のアウトプット（インドネシア側） 

内容 差異分析 

必要な人員、建設資機材、運営・維持管理費 差異なし 

（出所）JICA 提供資料 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

事前評価時に計画された本事業の事業費は 1,070 百万円であった。それに対し実際

の事業費は 926 百万円であり、計画内に収まった（計画比 87.4％）。 

 

3.4.2.2 事業期間 

 事前評価時に計画された本事業の事業期間は 20 カ月であったが、実際の事業期間も

20 カ月であった15。そのため、事業期間は計画通りであった（計画比 100％）。 

 

以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり効率性は高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

PPI は、2009 年 7 月の操業以来、海洋水産省の所管となっている。事後評価時、東

フローレス県政府への移管作業が行われており、インドネシア国財務省が本件承認後、

東フローレス県政府の所管となる。漁港運営に関する規定は未だ検討中であり、策定

されていない。東フローレス県政府所管となった後、規則、予算計画等の策定を含め

た運営維持管理は東フローレス県政府が主体となり実施可能となる。2013 年には承認

される見込みであると、海洋水産省は認識している。移管された後も、海洋水産省か

らの資金援助は継続され、現状の体制は維持される。一方、運営方針の策定などは海

洋水産省の承認を得ることなく、東フローレス県政府独自で PPI が運営されることと

なり、より地域の現状、ニーズを反映させた形での柔軟な運営が可能となる見込みで

ある。 

なお、PPI は、海洋水産省の所管の下、県水産局の一部署として運営維持管理を担

当しており、27 名の職員（うち 2 名のみ正職員。その他は契約職員）が配置されてい

                                                  
15 2007 年 7 月 25 日（コンサルタント契約）～2009 年 3 月 20 日（事業完了） 
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る。各職員の各業務分掌が明確となっており十分な人員が確保されている。県水産局

としては、県水産局職員を既に長期間運営されている他の漁港に 3 名派遣し、これら

職員が漁港運営手法を習得することにより PPI の適切な運営を目指している。以下に、

図 3 として PPI の組織図を示す。 

 

 
出所：県水産局提供資料 

図 3 PPI 組織図 
 

基本設計調査時、公社を設立し、PPI の運営維持管理を担当する、という構想が検

討されていたが実現していない。この理由は、PPI の運営方針が、公共事業として零

細漁民の活動活性化を目的とするのか、独立採算制を目的とするのかが定まっていな

い点にある。零細漁民の活動活性化を目的とするのであれば、氷及び軽油の販売価格

をもっと安価に設定し、零細漁民が民間業者からの委託業務以外にも活動しやすい環

境を整えるべきである。この場合、収支の悪化を招くこととなり、公社化は困難とな

る。そのため、公社を設立し、独立採算制を目指すというよりは、現状の体制を維持

しつつ零細漁民の活動環境の向上を目指し、PPI を公共サービスとして運営していく

ことについても、海洋水産省、県水産局及び PPI では検討を行っており、今後、採算

性か、公共性を重視した運営を行っていくのか、PPI を中心に検討がなされていくこ

ととなっている。 
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 3.5.2 運営・維持管理の技術 

県水産局、PPI 職員など関係者への聴取調査によると、職員による他の漁港視察な

ど漁港運営に関する研修実績はあるが、県水産局、PPI 職員ともに漁港運営に関する

技術を習得中であり、かかる技術は不十分と認識している。本事業の研修で漁港運営

管理に関する指導が行われているが、操業後に指導を行えば、実際発生している問題

への対応も含め、実態に伴った内容の指導になったのではないかと考える。 

また、技術面についても現在はスリップウェイ、ドックがあまり使用されていない。

PPI 職員への聴取調査から、スリップウェイ、ドックが使用されていない原因は船舶

修理工が配置されておらず、また船舶のスペアパーツもない状況が起因していると考

えられる。なお、船舶修理を有する技術者の配置、及び研修など人材育成計画などは

事後評価時無い。現在修理が全く行われていない状況下、今後、船舶修理工等の人材

が配置された場合は、漁民に対し漁船修理、スペアパーツの販売などのサービスのプ

ロモーション活動を実施するとともに、インドネシア政府からの補助金を活用し、消

耗品・スペアパーツを適切に調達し、技術者及び施設を最大限に活用する体制の構築

も併せて検討する必要がある。今後、PPI の所管は東フローレス県に移管される見込

みであるため、移管後は現場のニーズを十分に反映させた形で、人員配置、必要機材

の調達が適切になされることが期待される。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

PPI の収入は、東フローレス県の規則で定められた PPI の施設・機材の使用料があ

るが、2009 年に PPI が業務を開始して以来、PPI 職員が水産業従事者から適切に使用

料の徴収が行っていないとのコメントが水産業従事者から散見された。PPI 職員から

は、水産業従事者が支払いに応じないケースがあるとの説明があった。かかる状況下、

PPI 職員への報酬遅配が起きるなど運営管理に必要な資金確保が難しい状況にあった。

この状況改善を目的に、2011 年度、2012 年度は PPI の運営維持管理のため、各年 5

億ルピアの予算がインドネシア政府により交付され、人件費、資機材調達にかかる資

金不足は解消されたと PPI 職員からコメントがあった。海洋水産省での聴取調査では、

今後も補助金は交付される見込みである。インドネシア政府からの交付金も配布され、

また PPI 職員からの聴取調査の結果、氷、水の販売でも黒字による運営が行われ、2011

年の収入は基本設計調査で示された収入を上回った16。 

ただし、開業以来、PPI の使用料が徴収されていない状況は改善しておらず、収入

の 90％弱は氷のみである。船舶の係留及び停泊料などその他の料金についても徴収す

る規則となっている。今後は、適切なサービスを提供の上、適切に使用者からの徴収、

管理がなされる必要がある。また交付金についても、対象地域の水産業振興に有効利

用されるためには、PPI の運営規約が策定され、その上で必要な予算措置が取られる

必要がある。 
                                                  
16 財務データ（各年の収入、支出状況）に関しては PPI に確認をしたが、データの提供は無かった。 
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 3.5.4 運営・維持管理の状況 

事後評価時、本事業で供与された機材に関し、クラッシャー（砕氷機）、外堀、照明

器具が破損した際、修理を行った実績がある。PPI 関係者への聴取調査、及び踏査の

結果、施設・機材のメンテナンスは、製氷機の修理を行うなど故障があった際、対応

を行っている。排水処理施設、ラジエーターの掃除は週一回行っており、ルーチン化

されており、支障は生じていない。 

一方、水産業従事者への聴取調査では、船舶停泊に関する料金徴収、競り、漁獲高

の管理等、漁港運営に関する業務は事後評価時あまり行われておらず、十分な管理・

サービス提供が行われているとはいえない。 

本事業開始後、PPI の稼働を高めるため PPI の事務所スペースを民間企業に貸与し

ていたが、調査時点では行われていない。この点においても運営方針を明確にする必

要がある。 

 

以上より、本事業の運営・維持管理について、必要人員数は配置され、インドネシ

ア政府による資金援助もなされている。施設・設備に関するメンテナンスについても

ルーチンとして行われており、機材が故障した場合も修理を行っている。そのため、

ハード面に関する施設の運営自体はきちんと行われている。しかし、PPI の運営方針

が明確でないことに起因した維持管理体制、技術などソフト面に課題があることから、

本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び提言・教訓 
4.1 結論 

本事業は、東フローレス県ラランツカ郡に漁業専用施設の整備することにより、漁

業の効率化、漁獲後損失の低減を目指し、同地域全体の水産業の活性化を図ることを

目的とし実施された。本事業は対象地域の開発ニーズに一部合致しない点があり、妥

当性は中程度である。有効性・インパクトについては、水揚時間の短縮、仲買人が漁

獲物を仕入れる時間の短縮など効果も確認されたが、本事業で建設された施設の運営

維持管理体制が未整備であり、施設の機能が十分に発揮されていないため、漁民によ

る施設使用が限定的となっており、効果の発現も限定的であることから低い。事業費、

事業期間は計画内に収まったことから、効率性は高い。一方、持続性に関しては、運

営方針が明確でないことに起因し、維持管理体制、技術に課題が残ったことから中程

度である。 

以上より、本事業の評価は低いといえる。 
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4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 
（1）PPI の東フローレス県への移管 

 事後調査時、PPI 所管を海洋水産省から東フローレス県政府へ移管する作業が行わ

れているが、本事業実施後 3 年を経過していることから、速やかに移管が行われるこ

とが望ましい。 

 

（2）運営規約の作成 

対象地域では、水産業が非常に重要な産業であり、水産業の振興が必要であること

は明確である。ただし、現状では運営規約が作成されていないなど PPI の運営方針が

定まっていない。そのため、対象地域における水産業の振興に資するための方策を関

係者間で再度確認するとともに、それに基づき PPI の運営規約を速やかに作成し、そ

の内容を組織内のみならず現地の水産業従事者に示し、業務を行っていく必要がある。 

 

（3）運営規約に基づく組織の整備・強化 

運営規約に基づき、必要な人員の配置、育成を実施していく必要があり、必要に応

じ海洋水産局は人員配置・研修等をサポートしていくことが求められる。現地には、

業務を長期にわたり行い、現地に根付いている民間業者も存在するため、彼らとの協

議により、PPI を有効活用し、水産業の発展に努力していく必要がある。 

 

（4）適切なサービスの提供 

桟橋、魚取引の管理、船舶の修理等など水産業が円滑に行われるための適切なサー

ビスを水産業従事者に提供し、料金徴収を行っていく必要がある。併せて、零細漁民

に対しこれら PPI のサービスに関するプロモーション活動がもっと積極的に行われる

必要がある。 

 

（5）関係者間での水産振興策の共有 

規制を設定し、水産業従事者の PPI の使用を強制する、また仲買人の直接売買等の

活動を制限する動きがあるが、この場合、漁業協同組合をはじめとする水産業従事者

に説明し、同意を得た上で、かかる規則を施行することが望ましい。 

 

 4.2.2 JICA への提言 
PPI の利用頻度が低いことが判明してから、JICA インドネシア事務所では、水産ア

ドバイザーによるフォローアップ（コンサルタント傭上による現地指導を含む）を行

い、施設の利用状況に若干の改善も見られた。今後も PPI の運営方針・方向性につい

て、インドネシア側に対象地域の商習慣を含めた特性に即した水産業振興政策を策定
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し、それに基づいての PPI の適切な運営方針を自ら定めさせていくことが期待される

が、同活動のモニタリングを行っていく必要がある。 

 
4.3 教訓 

(1) 本事業対象地域では、本事業実施前から民間企業が多くの住民と関係を構築し、

水産業が実施されていた。対象地域において更に水産業を発展させるための手段とし

て、対象地域の関係者分析・商習慣の分析の結果を踏まえ、水産業にかかる関係者へ

の理解、本事業実施の目的を十分に関係者間で共有した上で、インドネシア側の、PPI

の運営方針を確認し本事業が実施される必要があった。 

 

(2) その上で、インドネシア側で水産業振興に寄与するための運営方針が策定され、

人事、財務、設備等の管理が行われていくこと、事業実施に際してはインドネシア側

の、適切な人員配置、予算措置を含めた負担事項の履行状況を報告する等の措置を行

う、また本事業実施中も必要に応じインドネシア側の方針、施設の運営状況を確認し

ていくことが望ましい。 

 
以上 


