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事業事前評価表 

 

国際協力機構アフリカ部アフリカ第一課 

 

１．案件名（国名） 

国名：セーシェル共和国 

案件名：第二次マヘ島零細漁業施設整備計画 

Project for Construction of Artisanal Fisheries Facilities in Mahe Island 

(Phase 2) 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における水産セクターの現状と課題 

セーシェル共和国の主要産業は観光業と水産業（沿岸沖合漁業やまぐろ加工）であり、

中でも、水産業は同国の輸出額の 48%、国内正規雇用労働者数の 10%を占め、同国の経済に

大きく貢献している。 

2016 年現在、セーシェル共和国では年間漁獲量が約 27 万トン／年に上り、そのうち零

細漁業者による漁獲高は 4,135 トン／年である（出典：Seychelles Fishing Authority 

Quarterly Fisheries Statistics (2013)）。零細漁業者による水産物の水揚げは、主に首

都ビクトリアが位置するマヘ島のビクトリア港で行われており、その漁獲量も年々増加し

ている（2011年：1,087.3 トン／年、2013年：1,260.8トン／年）（出典：Seychelles Fishing 

Authority Annual Report (2013)）。そのため、ビクトリア港内の混雑、水揚げ効率の低下

による漁獲物の損失、係留漁船の安全性の低下、及び冷凍施設の収容能力を超えた漁獲量

による漁獲物の鮮度低下などの問題が生じている。しかしながら、ビクトリア港は両側を

水産加工会社の建造物に挟まれ、背後には水産多目的事務所、岸壁前面にはホドウル島が

あり、漁港を拡張する余地がない。このため、国内の他の漁港の迅速な整備及び拡張が求

められている。 

(2) 当該国における水産セクター/プロビデンス地区の開発政策における本事業の位置づ

け及び必要性 

 セーシェル共和国政府は国家開発計画「Seychelles Strategy 2017」（2007年～2017年）

において、GDP の倍増を掲げ、経済の二本柱である観光業と水産業を今後の重点分野と位

置付け、同国がインド洋における主要な水産加工の拠点となる目標を掲げている。加えて、

同計画と並んで策定されている水産分野の開発政策「The Fisheries Policy」（2005 年）

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通じた持続可能な漁業開発の促

進を重点事項として掲げている。 

本事業の対象地域であるプロビデンス地区は、ビクトリア港から約 5km 南に位置し、そ

の立地条件から新産業地区として開発が進められており、水産加工施設の建設及び水産加

工工場を投資対象とする投資家への土地の貸与も進められている。また、2008年には無償

資金協力「マヘ島零細漁業施設整備計画」（以下「前フェーズ」という。）を実施し、プロ

ビデンス地区における新漁港と漁業関連施設の整備を行ったことにより、プロビデンス港

を拠点とする零細漁業用の漁船数が、ビクトリア港から移る漁船も含め、2011年から 2014
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年にかけて 24 隻から 49 隻に増加しており、2018 年には 80 隻に達することが予想されて

いる（出典：セーシェル共和国第二次マヘ島零細漁業施設整備計画準備調査報告書（2015））。

しかしながら、毎年行われる EUとの漁業交渉において、企業漁業への投資が優先事項とし

て決められており、企業漁業用の岸壁建設等に政府予算が投じられているため、零細漁業

向けの漁港であるプロビデンス港にて更に漁業施設を整備することが困難な状況にある。

また、前フェーズにおいて漁港と漁業関連施設の整備を行ったものの、更に増加すると予

想される利用漁船数に対応するため、同港の漁業活動に必要な設備（岸壁、エプロン、陸

揚げシェッド、給水・給電設備、製氷施設等）の拡張整備が求められている。 

(3) 水産セクター/プロビデンス地区に対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

 我が国はセーシェル共和国の主要産業である水産業への協力を、これまで主に水産無償

を通じて行ってきた。2008 年には前フェーズを実施し、プロビデンス地区における新漁港

と漁業関連施設の整備及びベル・オンブレ港における製氷施設整備を行うことで、ビクト

リア港に集中する水揚げの分散を図った。前フェーズの結果、ビクトリア港に集中してい

た零細漁船のうち、ナマコ漁船の多くはプロビデンス港に活動拠点を移し、一部の零細漁

船は安全な出漁前の準備港としてプロビデンス港を利用する等、効果が発現している。ま

た、産業地区としてプロビデンス港が指定されたことで、投資家による水産加工施設の建

設が開始されており、水産加工施設の増加とともに原料魚の漁獲量の増加が期待される。 

しかしながら、上述のとおり、利用漁船の増加から、両漁港で更なる混雑が見られるよ

うになり、零細漁業者の漁業活動に影響を与えている。本事業は、これまで我が国が対セ

ーシェル共和国協力の中心に据えてきた水産分野における無償資金協力であり、また、過

去に整備した施設の更なる有効活用に資するものである。 

(4) 他の援助機関の対応 

EU はセーシェル共和国政府との間で 2013 年に漁業パートナーシップ協定（Fisheries 

Partnership Agreement）を結んでおり、同協定に基づき、我が国が前フェーズにて建設し

たプロビデンス港内において水産加工施設を建設した（2014年 10月開所）。同施設は建屋

のみの施設であり、製氷機等の機材は含まれていないことから、本事業で新規に建設予定

の製氷棟及び製氷機・貯氷庫との役割のうえでの重複はない。 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

本事業はプロビデンス港において、漁港の拡張及び水産施設の整備を実施することにより、

増加する漁船の係留場所の確保、効率的な漁港運営及び水産物の品質確保を図り、もって

水産加工を含む同国水産業の発展に寄与する。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名：マヘ島プロビデンス地区 

(3) 事業概要 

1) 土木工事、調達機器等の内容  

ア） 土木工事の内容：岸壁-1（約 100m）、岸壁-2（約 120m）、岸壁背後のエプ

ロン整備及び連結道路、アクセス道路、係留ブイ 

イ） 施設・機材の内容：製氷棟、製氷機、貯氷庫、陸揚げシェッド整備、給水・

給電・照明設備・集排水設備の整備。 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 
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ア） コンサルティング・サービス／ソフトコンポーネントの内容：詳細設計、施

工監理等。ソフトコンポーネントでは製氷施設の技術管理研修・指導を実施

する。 

イ） 調達・施工方法：建設資材については、一般的な資材は現地調達とし、現地

調達が困難な一部の資材は日本調達とする。機材については、原則日本調達

とするが、日本またはセーシェル共和国で調達困難な機材については第三国

調達とする。 

(4) 総事業費/概算協力額 

 総事業費 15.08億円（概算協力額（日本側）：14.60億円、セーシェル共和国側：0.48億

円） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2016年 3月～2018年 5月を予定（計 27ヶ月、詳細設計、入札期間を含む）。 

施設供用開始後、ソフトコンポーネントによる製氷施設の技術管理研修・指導の実施完了

をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート）：セーシェル漁業公社（Seychelles 

Fishing Authority）。主管官庁は水産農業省（Ministry of Fisheries and Agriculture）。 

(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：B 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010

年 4月公布）に掲げる港湾セクターのうち大規模なものに該当せず、環境への望ま

しくない影響は重大でないと判断され、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼ

しやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため。 

③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価(EIA)報告書は 2016年 2 月までに環境エネ

ルギー気候変動省により承認予定。 

④ 汚染対策：工事中は、水質については、汚濁防止膜等の対策により影響は軽減され

る見込みである。また、土壌については、重機のメンテナンスを十分に行うことで

潤滑油等による影響を未然に防ぐ予定である。供与後、水質については、製氷施設

からの冷却水の排水は、循環蒸発型機材の導入により港内への流入は想定されず、

また、港内における生活排水は、既存の下水処理対策により、海水への汚水流入は

想定されない。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺に

該当せず、自然環境への望ましくない影響は最小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：本事業はセーシェル漁業公社の所有地内における既存漁港の拡張であ

り、用地取得および住民移転を伴わない。 

⑦ その他・モニタリング：本事業は、工事中、供与後ともに、セーシェル漁業公社が、

港内の水質、土壌等についてモニタリングを行う。 

2) 貧困削減促進 

零細漁業者の収入向上が期待される。 

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） 
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女性が従事している水産加工業へ配慮する。 

(8) 他事業、ドナー等との連携・役割分担 

前述の EUによる協力は本事業開始前には終了しており、同協力で整備された水産加工施設

には製氷機等の機材は含まれていないことから、本事業との重複はない。 

(9) その他特記事項：特になし 

４. 外部条件・リスクコントロール 

(1)事業実施のための前提条件 

 プロジェクト用地の取得、環境影響評価（EIA）の承認、建設許可等の手続きが適切かつ

円滑に実施される。 

(2)プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

本事業に係る資機材の急激な価格高騰が、事業期間中に発生しないこと。 

５. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

 (1)類似案件の評価結果 

前フェーズの事後評価結果等では、施設整備により、水産業が振興し、雇用増や地区開

発などのインパクトも発現していることが確認された。他方、土地利用・住居省が所有す

る敷地の利用許可取得が大幅に遅れ、大幅な事業遅延へとつながったため、あらかじめ敷

地利用の許可が下りている土地、あるいは実施機関が所有している土地を利用した事業を

実施するべきという教訓が得られている。 

(2)本事業への教訓 

 上記教訓を活かし、本事業では実施機関が所有している土地を利用した事業計画とした。 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1) 妥当性 

 セーシェルは所得水準が高いものの、経済的に観光業と水産業に依存しているほか、島

嶼国のため気候変動などの自然環境の変化に影響を受けやすく、その経済的脆弱性、環境

的脆弱性が大きい。本事業はセーシェルの主要産業である水産業の振興及びセーシェルの

経済発展に資するべく、漁港の拡張と水産施設の整備を行うものであり、無償資金協力と

して、本事業の実施を支援する必要性及び妥当性は高い。また、TICAD V での日・セーシ

ェル首脳会談においても、同国における水産分野での協力を表明しており、外交的視点か

らも実施意義が高く、我が国のプレゼンス強化にも寄与する。 

(2) 有効性 

1) 定量的効果 

 (注)岸壁混雑率（目標値）の算出方法は以下の通りである。 

    岸壁混雑率＝2021 年の在港隻数（係留隻数）／計画係留隻数（39隻） 

指標名 
基準値 

（2015年実績値） 

目標値（2021年） 

【事業完成 3年後】 

岸壁混雑率（％） 191 100 

水産物の陸揚量（トン／年） 150 292 

漁港での氷の販売量（トン／月） 125 375 



 5 

 2) 定性的効果 

① 漁港施設利用の指導・管理が徹底されることで、漁港内の作業効率が向上する。 

② プロビデンス港／ビクトリア港における岸壁混雑率の適正化により、船舶及び漁業

関係者の安全性が向上する。 

③ 製氷施設の運営維持管理および体制整備により、漁業者に対し適切な量の氷が提供

される。 

④ 製氷施設や陸揚げシェッドにおける施設運営の向上により、水産物の品質が向上す

る。 

 

７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

  6.(2) 1)のとおり。 

(2) 今後の評価のタイミング 

  ・事後評価    事業完成３年後 
以 上 


