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マヘ島零細漁業施設整備計画

外部評価者：Value Frontier 株式会社 石森康一郎

０．要旨

本事業はビクトリア漁港の混雑緩和を目的としてプロビデンス漁港及びベル・オンブレ

漁港における漁業施設及び機材の整備を行った。本事業の実施はセーシェルの開発政策、

開発ニーズ及び日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。本事業の実施によ

り「ビクトリア漁港に集中していた漁船がプロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港に分

散することでビクトリア漁港の混雑が緩和し、プロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港

が振興する」という事業目的が達成され、概ね計画通りの効果が発現している。また漁港

周辺地域における雇用増や地区開発等の経済インパクトも発現している。投入においては、

事業費が計画を若干上回り、事業期間が計画を若干上回ったことに加え、未完のアウトプ

ットもあることから、効率性は低い。但し、本事業の運営・維持管理はセーシェル漁業公

社（SFA）の体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって発現した効果の持続性

も高い。

以上より、本事業の評価は高いといえる。
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オンブレ地区において零細漁港の建設を計画し、埋立造成や防波堤建設、泊地浚渫等を行

っていたが、岸壁や製氷施設等の漁業施設は予算不足のため整備できない状況にあった。

そのためセーシェル政府は、プロビデンス地区及びベル・オンブレ地区において漁業施設

を整備し、ビクトリア漁港の混雑解消並びに両港の振興を図る無償資金協力事業の実施を

我が国に対して要請していた。

1.2 事業概要

ビクトリア漁港の東西に位置するプロビデンス及びベル・オンブレにおいて、零細漁業

施設ないし機材を整備することにより、ビクトリア漁港に集中する零細漁船の分散並びに

プロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港の振興を図る。

E/N 限度額／供与額 1,089 百万円 ／ 1,088 百万円

交換公文締結 2008 年 6 月

実施機関 セーシェル漁業公社（SFA）

事業完了 2010 年 2 月

案件従事者 本体 五洋建設株式会社

コンサルタント 株式会社エコー

基本設計調査 2005 年 12 月～2006 年 11 月

関連事業（if any）
無償資金協力事業

「ビクトリア小規模漁港整備計画（1997年EN締結）」

2．調査の概要

2.1 外部評価者

石森 康一郎 （Value Frontier 株式会社）

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：2012 年 11 月～2013 年 10 月

現地調査：2013 年 2 月 18 日～3 月 10 日

3．評価結果（レーティング：B1）

3.1 妥当性（レーティング：③2）

3.1.1 開発政策との整合性

事前評価時におけるセーシェルの国家開発計画である「Strategy 2017（2007～2017）」は、

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」
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GDP の倍増を掲げ、経済の二本柱である観光と漁業を今後重点的に促進すべきセクターと

して位置づけていた。また同計画では漁業について、セーシェルをインド洋における主要

水産加工センターとすることを掲げていた。加えて、セクター計画である「The Fisheries

Policy（2005）」は、持続可能な漁業開発の促進並びに現在及び将来世代にとっての開発便

益の最大化を掲げ、10 の戦略のうちの一つであるインフラ開発において、新規漁港の開発

及び既存漁港のインフラ改善を掲げていた。

事後評価時においても、国家開発計画である「Strategy 2017（2007～2017）」、セクター計

画の「The Fisheries Policy（2005）」はそれぞれ依然有効であり、事前評価時と同様に GDP

の倍増、観光と漁業の促進、新規漁港の開発及び既存漁港のインフラ改善等の目標が掲げ

られている。

よって本事業は、事前評価時及び事後評価時とも、セーシェル側の政策と合致している

ことから、妥当性が認められる。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

事前評価時におけるビクトリア漁港は、零細漁船数の増加に伴い港内が混雑し、船体接

触の危険性が増大していた。また同漁港製氷施設の製氷能力は増加する零細漁船の需要を

満たすことができない状況にあり、零細漁船の出漁がままならない状況となっていた3。加

えて他の漁港には岸壁や製氷施設等がなかったことから、他の漁港に係留する零細漁船が

ビクトリア漁港で氷の調達や水揚げをする等、ビクトリア漁港の混雑を助長させていた。

従って、他の漁港（プロビデンス及びベル・オンブレ）において、零細漁業施設・機材

を整備することにより、ビクトリア漁港に集中する零細漁船の分散及び両漁港の振興を図

った本事業は当時の開発ニーズに合致しており、必要性は高かったと判断される。

事後評価時においては、本事業の実施によりプロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港

が開発されたことで、ビクトリア漁港に集中していた零細漁船が両港に分散し、かつ両港

を新たに利用する零細漁船も増加していた。しかしながら、ビクトリア漁港から両港への

分散が進んだ一方で、ビクトリア漁港を新たに利用する零細漁船が増加し続けており、同

港は依然として交通量が多い。

よって、プロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港において、零細漁業施設・機材を整

備することにより、ビクトリア漁港に集中する零細漁船の分散及び両漁港の振興を図った

本事業は事後評価時の開発ニーズに合致しており、依然として必要性は高いと判断される。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

3 漁船は 2～3 日或いはそれ以上の期間出漁することになるため、出漁前に船底の備蓄庫に大量の氷を補給

しておき、出漁期間中はその氷を使うことで獲った魚の鮮度を保っている。
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事前評価時における ODA 大綱（2003）は、4 つの重点課題のうちの一つである持続的経

済成長において、「持続的成長を支援するための、経済活動上重要となる経済社会基盤の整

備」を重視していた。また ODA 中期政策（2005）は、4 つの重点課題のうちの一つである

持続的経済成長において、「港湾を含む社会経済インフラの整備」を重視していた。加えて、

セーシェル国別データブック（2008）は、重点分野として、「セーシェルが対外環境の変化

に脆弱な観光業に偏重した経済体質から脱却できるよう漁業振興」を重視していた。

我が国は 1997 年に無償資金協力事業「ビクトリア小規模漁港整備計画」を実施するなど、

長年に亘りセーシェルの漁港整備を進めることでセーシェルの漁業振興を図ってきており、

本事業も妥当であったと判断される。

よって本事業は、事前評価時における日本側の政策と合致していることから、妥当性が

認められる。

以上より、本事業の実施はセーシェルの開発政策、開発ニーズ及び日本の援助政策と十

分に合致しており、妥当性は高い。

3.2 有効性4（レーティング：③）

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標）

【ビクトリア漁港の混雑緩和並びにプロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港の振興】

表 1：ビクトリア漁港、プロビデンス漁港、ベル･オンブレ漁港の日平均係留漁船数

指標名(隻) 2008 2009 2010
(計画値)

2011 2012

ビクトリア漁港の日平均係留漁船数 58 70 51
(40)

51 45

プロビデンス漁港の日平均係留漁船数 0 0 14
(12)

26 24

ベル･オンブレ漁港の日平均係留漁船数 5 6 11
(11)

12 11

出典：セーシェル漁業公社（SFA）

プロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港が整備されたことで、本事業完了時（2010 年）

以降のビクトリア漁港の日平均係留漁船数実績は何れも本事業実施前（2008 年）の実績を

下回っており、同港の混雑が緩和されたことを示している。なお本事業完了時以降の実績

は計画値を達成していないが、これは本事業実施前に既に登録されていた漁船がビクトリ

ア漁港からプロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港へ分散した一方で、本事業実施中に

新たに登録された漁船がビクトリア漁港を利用するようになったためである。但し、本事

業ではビクトリア漁港から既存漁船 18 隻（=58－40）が減少することを計画していた一方

で、実際は既存漁船及び新規漁船併せて 19 隻（=70－51）が減少し、計画の幅を上回った。

4 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。
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プロビデンス漁港が整備されたことで、漁船はこれまでビクトリア漁港で調達する他な

かった氷をプロビデンス漁港でも調達できるようになり、また荷捌き場の整備により魚の

積み下ろしも容易になったことから、プロビデンス漁港を利用する漁船が出始め、本事業

完了時（2010 年）におけるプロビデンス漁港の日平均係留漁船数実績は、計画値を上回る

ものとなった。2011 年以降も更に増加したレベルで推移しており、本事業実施前に比し同

港の振興が進んでいることを示している。

ベル･オンブレ漁港に製氷機が設置されたことで、漁船はこれまでビクトリア漁港で調達

する他なかった氷をベル・オンブレ漁港でも調達できるようになったことから、ベル･オン

ブレ漁港を利用する漁船が増加し始め、本事業完了時（2010 年）における日平均係留漁船

数実績は、計画通りとなった。2011 年以降も同レベルで推移しており、本事業実施前に比

し同港の振興が進んでいることを示している。

表 2：ビクトリア漁港内の接触事故

指標名(件) 2008 2009 2010
(計画値)

2011 2012

ビクトリア漁港内の接触事故 0 0 0
(NA)

0 0

出典：セーシェル漁業公社（SFA）

ビクトリア漁港内での接触事故については、本事業実施前及び実施後で変化はなく、一

貫して 0 件であった。

表 3：プロビデンス漁港及びベル･オンブレ漁港の水揚げ量5

指標名(トン) 2008 2009 2010
(計画値)

2011 2012

プロビデンス漁港の水揚げ量 0 0 319
(273)

592 546

ベル･オンブレ漁港の水揚げ量 254 306 447
(447)

470 447

出典：セーシェル漁業公社（SFA）

本事業完了時（2010 年）におけるプロビデンス漁港の水揚げ量は、計画値を上回るもの

となった。2011 年以降は、2010 年よりも更に増加したレベルで推移しており、本事業実施

前に比し同港の振興が進んでいることを示している。また、本事業完了時（2010 年）にお

けるベル・オンブレ漁港の水揚げ量は、計画通りのものとなった。2011 年以降も、2010 年

と同レベルで推移しており、本事業実施前に比し同港の振興が進んでいることを示してい

る。

5 セーシェル漁業公社（SFA）は実際の水揚げ量をモニターしていない。よって、本事後評価では B/D と

同条件の下、利用漁船数に一隻当たりの平均水揚げ量（近海で大量のアジ等を獲る小規模漁船の場合は 12.1

トン、遠洋で少量のナマコ等を獲る中規模漁船の場合は 9.2 トン）を乗じて水揚げ量を推計。
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【整備された施設（製氷機）の運用状況】

表 4：プロビデンス漁港及びベル･オンブレ漁港の日平均製氷量

指標名(トン) 2008 2009 2010
(計画値)

2011 2012

プロビデンス漁港の日平均製氷量 0 0 2.5
(10)

6.4 7.6

ベル･オンブレ漁港の日平均製氷量 0 0 1.5
(6)

1.5 2.3

出典：セーシェル漁業公社（SFA）

本事業完了時（2010 年）におけるプロビデンス漁港の実績は、計画値の 25%であった。

これは漁師がビクトリア漁港近くにある水産加工会社との年間契約に基づいてビクトリア

漁港にて氷を調達していたためである。但し 2011 年以降はプロビデンス漁港で氷を調達で

きるようになり、漁師が同水産加工会社との年間契約を更新しなくなったこと、またプロ

ビデンス漁港近くの水産加工会社が 2 社から 4 社へと増加し、プロビデンス漁港の利用が

便利になったことからプロビデンス漁港の製氷量は改善傾向にあり、2011 年と 2012 年の実

績はそれぞれ計画値の 64%と 76%となった。なお、製氷量については、祝休日や毎月及び

半年毎の保守点検の際に製氷機が停止されることで稼働率が落ちてしまうことを踏まえる

と、2012 年の実績（76%）は、概ね高いと判断される。

2010 年、2011 年及び 2012 年におけるベル・オンブレ漁港の実績は、それぞれ計画値の

25%、25%及び 38%であった。セーシェルが 2008 年に多重対外債務に陥ったことで、国際

通貨基金（IMF）は同国の経済改革に乗り出し、2011 年まで全省庁の事業計画を凍結した。

本事業実施期間中、土地利用・住居省はベル・オンブレ漁港敷地の約半分を所有し、同漁

港の土地利用計画を策定中であったが、上記理由により策定を中断せざるを得ない状況と

なった。そのため同敷地をも含めたベル・オンブレ漁港の開発を計画していた SFA は、同

港へ高圧線を敷設できず、仮の低圧線で製氷機を稼働させざるを得ない状況になっていた6。

結果として SFA は 2 台の製氷機を同時に稼働させることはできず、1 台の製氷機を交互に

稼働させることしかできない状況にあった7。

なおベル・オンブレ漁港を使う漁師は、殆どがベル・オンブレ周辺のホテル・オーナー

に雇用された契約漁師であり、調達できる製氷量に応じて漁業を行っているが、ホテル・

オーナーは製氷量が足かせになっていることもあり、漁船を増やせずにいるとのことであ

る。よって、ベル・オンブレ漁港では現状以上の製氷需要が認められ、高圧線を敷設する

ことでもう 1 台の製氷機が稼働すれば、同漁港の更なる漁業振興へ繋がると思われる。

6 2013 年 6 月に、土地利用・住居省による同漁港の土地利用計画が閣議決定され、高圧線が敷設された。
7 製氷機 1 台当たりの製氷能力は 3ｔ/日であるため、稼働している製氷機に注目すると稼働率は 50％、

50%及び 77％である。なお、2013 年 6 月に高圧線が敷設されたことで、現在は 2 台の製氷機を同時に稼働

させることができる状況となっている。
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上記より、本事業の有効性としては、製氷量は計画値を達成していないものの、「ビクト

リア漁港に集中していた漁船がプロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港に分散すること

でビクトリア漁港の混雑が緩和し、プロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港が振興する」

という事業目的は達成されていることから、本事業の実施により概ね計画通りの効果が発

現していると判断される。

3.3 インパクト

3.3.1 インパクトの発現状況

【プロビデンス漁港近くで水産加工会社が 2 社から増加することによる水産加工会社での

雇用増及び経済効果】

本事後評価時現在、プロビデンス漁港近くに主にナマコを扱う水産加工会社が 4 社操業

を行っており、うち 2 社は本事業実施前から、残りの 2 社は本事業実施中及び実施後から

操業を開始している（なお現在、上記 4 社のほかに 16 社が水産加工会社の設立を申請中）。

4 社を対象とした受益者調査の結果によると、全社が「本事業によりプロビデンス漁港が整

備されたことで、出漁に不可欠な氷の調達から収穫された魚の積み下ろしまで円滑な事業

活動に貢献した」と回答している。また雇用に関しては、本事業実施前に比し、4 社合わせ

て合計 78 人（契約漁師 68 人、加工会社員 10 人）の雇用が新たに創出されたことが確認さ

れた。売上の詳細については何れも非公表であったが、横ばいか増加傾向にあるとのこと

であった。

また本事業によりプロビデンス漁港が整備されたことで、同漁港近くに漁師や水産加工

会社員、各種流通・販売会社員等を対象とした 30 軒以上の飲食店や雑貨店、銀行等が店舗

を構えるようになっており、プロビデンス地区の開発に大きな貢献をしていることが確認

された。

ナマコを扱う水産加工会社 プロビデンスの街並み

【ベル・オンブレ漁港近くの関連産業への波及及び雇用増】

ベル･オンブレ漁港近くに水産加工会社が設立される計画はあるものの、事後評価時点で
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は未だ水産加工会社の設立はない。但し、漁業会社（1 社）が本事業実施前から操業を行っ

ており、契約漁師に委託する形で漁業を行っている。獲られた魚は同漁業会社が経営する

ホテルで提供するのみならず、ローカル・マーケットにて販売されている。同漁業会社を

対象とした受益者調査の結果によると、同漁業会社は「本事業によりベル・オンブレ漁港

に製氷機等が設置されたことで、出漁に不可欠な氷の調達が以前に比べ容易になり円滑な

事業活動に貢献した」と回答している。但し、雇用、売上とも横ばいとのことであった。

また、本事業によりベル・オンブレ漁港に製氷機等が設置されたことで、同港を利用す

る漁師が増えたことから、本事業実施後の 2010 年、ベル・オンブレ漁港近くに同漁師等を

対象とする雑貨店（1 軒）が店舗を構えるようになったことが確認された。

ローカル・マーケットに並ぶ魚 雑貨店

3.3.2 その他、正負のインパクト

（対象地域及び周辺住民への裨益、自然環境へのインパクト、住民移転・用地取得等）

プロビデンス漁港の開発で発生した建設残土は、その後の同漁港の拡張（新規埠頭建設）

のために使われ、これまで海洋汚染等の報告はない。また同漁港は埋立地であり、住民移

転や用地取得は発生していない。

上記より、ベル・オンブレ漁港近くのインパクトはさほど大きなものとはなっていない

ものの、プロビデンス漁港近くのインパクトは非常に大きなものとなっていると判断され

る。

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・インパク

トは高い。
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3.4 効率性（レーティング：①）

3.4.1 アウトプット

表 5：アウトプット詳細

計画 実績

プロビデンス漁港

漁港建設（1 箇所） 同左

施設建設（製氷機棟×1（製氷設備 5ｔ/

日×2 基）、管理棟×1、荷捌き場×1、漁

具倉庫×1、外構設備×1）

同左

機材調達（フォークリフト×1、魚函

×20、氷運搬容器×1）

同左

ベル・オンブレ漁港

施設建設（製氷機棟×1（製氷設備 3ｔ/

日×2 基））

製氷機棟は建設されたものの、ベル・オンブレ漁港敷地の約半

分を所有していた土地利用・住居省が、IMF の介入により同敷

地の土地利用計画の策定を中断せざるを得なくなったため、同

敷地をも含めベル・オンブレ漁港の開発を計画していたSFAは、

セーシェル側負担の製氷機棟への高圧線の引き込みを完了させ

ることなく、本事業は完了となった（図 1 参照）。

機材調達（フォークリフト×1、氷運搬

容器×1）

フォークリフト等は調達されたものの、同上の理由からセーシ

ェル側負担のベル・オンブレ漁港における道路の舗装を完了さ

せることなく、本事業は完了となった。

ベル・オンブレ漁港

土地利用・住居省敷地

SFA敷地

高圧線（完了）

高圧線（未完）

製氷機棟

図 1：ベル・オンブレ漁港

3.4.2 インプット

3.4.2.1 事業費

【日本側】

本事業にかかる事業費は 1,089 百万円を計画していたところ、実績は 1,088 百万円であ

ったことから、事業費は計画内に収まった。
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【セーシェル側】

本事業にかかる事業費は約 SR 2,859,000（約 51 百万円）を計画していたところ、実績

は約 SR 11,849,000（約 211 百万円）と約 4 倍に増加した。これは、2008 年にセーシェル

が多重対外債務に陥ったことに伴い IMF が介入するようになり、経済改革の一環として

変動相場制が導入された結果、SR の平価が大幅に切り下げ8となったため、電気・上下水

道、燃料給油所等の建設費が 4.14 倍と膨らんだことによる。また平価切り下げによる影

響ほどではないものの、サイクロンの直撃により燃料給油所タンクが損傷し、再建設を

余儀なくされたことも建設費を押し上げた事業費増加の要因として挙げられる。

よって、事業費は日本側負担分が計画内に収まったものの、セーシェル側負担が計画

の 414％と超過した結果、日本側負担及びセーシェル側負担の合計は 1,140 百万円の計画

に対し、1,299 百万円の実績となり、計画を若干（114％）上回った。

3.4.2.2 事業期間

本事業にかかる事業期間は、2008 年 7 月～2009 年 12 月の 18 ヶ月を計画していたとこ

ろ、2008 年 7 月～2010 年 2 月の 20 ヶ月となった。これは実施設計及び建設工事の期間

はそれぞれ 6 ヶ月及び 12 ヶ月と計画通りであったものの、建設工事に着手するまでに終

わらせる必要のあった敷地整備（雑木林の伐採、道路の建設等）に 2 ヶ月を要したこと

から 2 ヶ月の遅延となったことによる。

よって、事業期間は計画の 111％と超過した。加えて、上述のようにセーシェル側負担

分のアウトプット（ベル・オンブレ漁港における高圧線の引き込み及び道路の舗装）は

完全に終えておらず、今後、同漁港の土地利用に係る閣議決定を経て、実施される予定

である。

以上より、本事業は事業費が計画を若干上回り、事業期間については日本側負担分が

計画を若干上回ったことに加え、セーシェル側負担分は現在に至るまで完了しておらず、

大幅な遅延が見られることから、効率性は低い。

3.5 持続性（レーティング：③）

3.5.1 運営・維持管理の体制

プロビデンス漁港は、漁港長（1 人）、漁港長補佐（1 人）、岸壁担当（1 人）、冷凍設備担

当（2 人）、電気・水道設備担当（1 人）、清掃員（1 人）及び警備員（2 人）の 9 人で運営・

維持管理されている。当初計画されていた氷販売、漁獲物等搬出・搬入、フォークリフト

運転及び給油・給水の業務は、費用対効果の面でより効率的であるとの理由から、上記の

8 本事業の計画時には$1 が約 SR5 であったものの、建設時には$1 が約 SR15～17 となった。
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岸壁担当（1 人）及び冷凍設備担当（2 人）を中心に効率的に運営・維持管理されている。

また、違法操業監視業務についても同様に費用対効果の観点から SFA 本部から担当職員を

派遣する形で対応されており、これまで問題は生じていない。他方で、資源賦存量に係る

調査目的の魚体計測及び水産統計の業務についてはプロビデンス漁港で行われる必要があ

るものの、遂行する職員が配置されていない。よって運営・維持管理体制が十二分に整っ

ているとは言い難いものの、本事業によって発現した効果の持続性には特段問題ない。

ベル・オンブレ漁港は、漁港長（プロビデンス漁港長が兼任：1 人）、冷凍設備担当（1

人）、警備員（1 人）の 3 人で運営・維持管理されている。フォークリフト運転員について

は、フォークリフトが配置されていないため不在であるものの、同漁港において道路が舗

装され、フォークリフトが配置され次第、プロビデンス漁港と同様に冷凍設備担当が兼務

する形で効率的に対応される計画である。

よって SFA の運営・維持管理に係る体制に関し、概ね問題はないと判断される。

3.5.2 運営・維持管理の技術

SFA はセーシェル全土の約 20 の漁港における漁場、施設及び機材を SFA の技術職員及び

外部メンテナンス業者を活用し、これまで問題なく運営・維持管理を行っている。本事業

で整備された漁場、施設及び機材に関しても本事後評価で実査したところ問題なく運営・

維持管理できている。また SFA は、漁業に関連する国内及び国外での短期研修や学位取得

を目的とした長期研修を実施している。2011 年には、鹿児島大学主催の「漁業管理リーダ

ーシップ研修」や国際協力機構（JICA）主催の「沿岸漁業管理研修」に職員を派遣する等、

毎年継続的に要員教育を行っており、技術力に特段問題はないと思われる。

また B/D 及び事業化調査は、現地の環境に合わせた建設技法を選び、資機材についても

セーシェル国内での調達を基本方針とする等、持続性確保の視点を持っていたため、本事

業で整備された施設や機材の運営・維持管理においては特段高度な技術は必要とされてい

ない。

よって SFA の運営・維持管理に係る技術に関し、本事業で整備された漁場、施設及び機

材は問題なく運営・維持管理されており、要員教育も継続的に実施されていることから、

問題はないと判断される。

3.5.3 運営・維持管理の財務

セーシェル政府は 2009 年まで SFA 予算の一部を拠出していたに過ぎなかったが、2010

年以降同国経済の立て直しのため経済の二本柱の一つである漁業を支えている SFA に必要

予算の 100%を拠出するようになった。このため、漁船のレンタルや氷の販売といったその

他の収入も含め、直近 3 カ年は黒字を維持するようになっている（表 6）。
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よって SFA の運営・維持管理に係る財務に関し、問題はないと判断される。

表 6：SFA の損益計算書

年度 2009 2010 2011 2012

政府予算 2,550 35,578 23,654 32,706

その他収入 11,021 20,766 9,384 12,913

収入合計 (1) 13,571 56,344 33,038 45,619

人件費 3,394 8,734 11,194 16,191

事務所経費 4,400 3,773 5,945 8,187

維持管理費 1,436 1,128 1,700 1,649

旅費交通費 1,120 3,557 1,104 1,132

調査研究費 2,703 17,513 83 69

その他経費 1,063 737 3,628 5,478

支出合計 (2) 14,116 35,442 23,654 32,706

収支 (1)-(2) -545 20,902 9,384 12,913

出典：セーシェル漁業公社（SFA）

3.5.4 運営・維持管理の状況

本事後評価時点において、プロビデンス漁港は問題なく運営・維持管理されている。施

設については、冷凍室の床が損傷しており、SFA は冷凍室の稼働を停止しているが 2013 年

6 月末までには修復する計画で、修復が終わり次第冷凍室を再稼働させる予定となっている。

その他の施設については問題なく運営・維持管理されている。機材についてはベル・オン

ブレ漁港用に調達されたフォークリフト（1 台）がプロビデンス漁港で使用されているもの

の、その他の機材は問題なく運営維持管理されている。

ベル・オンブレ漁港の施設については、2013 年 6 月に高圧線が敷設され、2 台の製氷機

を同時に稼働させることができる状況になっており、2 台とも問題なく運営・維持管理され

ている。機材については、ベル・オンブレ漁港の道路舗装が終わっていないため、同漁港

用に調達されたフォークリフト（1 台）がプロビデンス漁港で使用されている。但し、SFA

はベル・オンブレ漁港の道路整備が終了次第、プロビデンス漁港のフォークリフト（1 台）

をベル・オンブレ漁港に返却する計画。

また、SFA は毎月及び半年毎の定期的な保守点検を実施し、製氷機や製氷機棟、フォー

クリフト等の稼働状況を確認しており、必要な際には適切な対応が図られている。

よって、本事業により整備された漁場、施設及び機材の運営・維持管理状況に関し、概

ね問題はないと判断される。

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。
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4．結論及び提言・教訓

4.1 結論

本事業はビクトリア漁港の混雑緩和を目的としてプロビデンス漁港及びベル・オンブレ

漁港における漁業施設及び機材の整備を行った。本事業の実施はセーシェルの開発政策、

開発ニーズ及び日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。本事業の実施によ

り「ビクトリア漁港に集中していた漁船がプロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港に分

散することでビクトリア漁港の混雑が緩和し、プロビデンス漁港及びベル・オンブレ漁港

が振興する」という事業目的が達成され、概ね計画通りの効果が発現している。また雇用

増や地区開発等の経済インパクトも発現している。投入においては、事業費が計画を若干

上回り、事業期間が計画を若干上回ったうえ、未完のアウトプットもあることから、効率

性は低い。但し、本事業の運営・維持管理は SFA の体制、技術、財務状況ともに問題なく、

本事業によって発現した効果の持続性も高い。

以上より、本事業の評価は高いといえる。

4.2 提言

4.2.1 実施機関への提言

【プロビデンス漁港】

SFA は冷凍室の床を可及的速やかに修復すべきである。

【ベル・オンブレ漁港】

道路が依然として未舗装であり、フォークリフト（1 台）を配置できない状況になってい

る。道路の舗装が済み次第、SFA は本事業完了以来プロビデンス漁港に配置され続けてい

るフォークリフト（1 台）をベル･オンブレ漁港に再配置すべきである。

4.2.2 JICA への提言

JICA はベル･オンブレ漁港の道路舗装の状況につき注視し、その後の SFA の活動につき

モニタリングすべきである。

4.3 教訓

本事業では、土地利用・住居省が所有する敷地の利用が大幅に遅れたことから、SFA は

計画していたアウトプットを整備することができず、事業の大幅な遅延につながった。従

って、実施機関以外の組織が所有する敷地の利用を前提とした事業を実施する場合は、当

該組織と予め十分な調整を行い、円滑な事業実施を図ることが重要である。

以上


