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Overseas Fishery Cooperation Foundation of Japan 

評価報告書 

マダガスカル共和国 

―  2015 年度  地域巡回機能回復等支援事業  ―  

（終了時評価－2016年 4月） 

 

国 名 マダガスカル共和国 

プロジェクト名 マダガスカル共和国における漁業開発のための施設改善プロジェクト 

実施期間 2015年 7月 2日～2016年 3月 31日 

覚書署名省庁名 

及び 

事業実施機関 

覚書署名省庁 ： 水産資源漁業省 

実 施 機 関 ： 同省漁業局 

 

 

 

 

マダガスカル共和国（以下「マダガスカル」という。）

国内には、水産無償資金協力等で供与された水産関連施設

が多く存在するが、製氷・冷凍施設の経年劣化と旧冷媒か

ら新冷媒への交換が喫緊の課題となっており、2015 年 4

月 10 日付漁業局長発書簡をもって、公益財団法人海外漁

業協力財団（以下「財団」という。）に対し、技術支援の

要請があり、財団は、我が国とマダガスカルとの漁業関係

を考慮し、この要請に応え、2015年度に地域巡回機能回復

等支援事業によるプロジェクトを実施することを決定し

た。 

財団は 2015 年 5月に形成調査を実施し、調査結果に基

づき、タマタブの TAZARA組合水産施設への支援（製氷機

の修理・修復を通じた技術移転）を行うことでマダガスカ

ル側と合意した。 

なお、マダガスカルは、政治動乱により長期にわたり外

プロジェクトの概要 

プロジェクト実施の経緯と背景 
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国からの支援が滞っており、財団も 2008年度の拠点プロジェクト終了後は事業の実績はなか

った。その後、2014年 1月に新大統領が選出されたことにより、各国からの援助が再開され、

財団は同年度に、地域巡回機能回復等支援事業を同国西岸部のマジュンガの水産流通センター

で実施している。 

 

 

 

上位目標 マダガスカルにおける水産物の流通が促進される。 

プロジェクト目標 TAZARA組合の水揚げ施設が、零細漁民に長期的に有効利用される。 

成  果 

１．製氷施設の整備技術が習得される。 

２．TAZARA組合の経営状態が改善される。 

３．水産施設の長期的な稼働が可能になる。 

活  動 

１．対象施設 

TAZARA組合の水揚げ施設 

２．活動項目 

・製氷機の換装を通じた整備手法の技術移転 

・メンテナンス計画の作成及び指導 

・TAZARA組合の運営へのアドバイス 

投  入 

財団側 

・専門家： 

〔形成調査〕 

コーディネーター1名（2015 年 5月 9日～5月 24日） 

冷凍冷蔵専門家 1名（2015年 5月 9日～5月 22日） 

冷凍技師 1名（2015年 5月 7日～5月 26日） 

〔第 1回事業実施〕 

コーディネーター1名（2015 年 10月 10日～12月 19日） 

冷凍冷蔵専門家 1名（2015年 10月 10日～11月 11日） 

冷凍技師 1名（2015年 10月 20日～11月 10日） 

品質管理専門家 1名（2015年 10月 17日～11月 9日） 

〔第 2回事業実施〕 

コーディネーター1名（2016 年 2月 3日～3月 15日） 

・主な資機材： 製氷機一式、工事用資機材 

・事業費： 34百万円 

 

 

目 標 ・ 成 果 ・ 活 動 内 容 等 
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相手国側 

・カウンターパート： 

水産資源漁業省 局長 1名、タマタブ水産支局長 1名 

タマタブ水産支局 メカニック 2名、TAZARA 組合 組合長 1名 

TAZARA組合 総務・会計 1名、TAZARA 組合 販売・営業 1名 

TAZARA組合 メカニック 1名 

（2015年 10月 12日～12月 17日及び 2016年 2月 5日～3月 12日） 

 ・プロジェクト関連予算、土地、施設等： 

資機材の荷揚げ地から実施サイトまでの国内輸送は先方実施 

 

 

    

 

１．プロジェクトの妥当性 

TAZARA 組合は、船主（水産無償供与の 8隻の漁船を政府からリース契約で借り受けてい

る）、仲買人代表等の漁業関係者により運営されている。TAZARA 組合が利用している水揚げ

施設は 1994 年に EUと日本により建設され、その後、2008年に財団のマダガスカル東岸の

漁場調査プロジェクトで改修が行われている。 

TAZARA 組合は、2008年に財団のプロジェクトで供与された 3基の製氷機（日産 500kg

のフレークアイス型）を政府とリース契約を結び使用していた。当初、製氷機は順調に稼

動し利益も上がっていたが、稼働後数年で 1基が故障し、2015年 5月にもう 1基が故障し

た。さらに、2015年 9月には最後の 1基も故障し、氷の生産が全くできなくなり、氷販売、

操業、首都への漁獲物の輸送に大きな影響が出てきている。 

氷は鮮魚輸送のみならず、平均 4日間程度の操業時の漁獲物保管にも利用されており、

氷の不足は TAZARA組合の収入源である鮮魚販売に大きな影響を与えるため、早急な対応が

求められている。 

TAZARA 組合の水揚げ施設は、マダガスカル政府としても、首都アンタナナリボへの漁獲

物輸送の重要な拠点とされており、同施設でのプロジェクトの実施は同国の政策に合致し

ており、プロジェクトでの支援は妥当と考えられる。TAZARA 組合の経営状況を把握し、組

合自身で製氷機の予備部品や必要資機材を購入することができるようにアドバイスを行う

ことで、プロジェクトの効果が持続的に発現される。 

２．環境に対する配慮はなされているか 

既存の施設敷地内における活動であることから、新たに施設周辺の環境に影響を及ぼす

ことはない。 

評 価 事 項 

  

妥 当 性 
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３．水産資源に対する配慮はなされているか 

今回の実施内容は漁獲努力量の増強ではなく、水産資源に対する悪影響は考えられない。 

４．その他（プロジェクト関連予算、土地、施設等受け入れ体制は決められたとおり

に実行されたか等） 

特になし。 

 

 

 

１．資機材、施設、専門家はタイミングよく投入され、期待された機能、能力を発揮

していたか 

専門家及び技師は、各対象施設及び実施内容に対応した技術移転及び業務調整を担当し、

必要な期間派遣された。 

資機材は、経済性を考慮し、プロジェクト活動に必要かつ最小限のものを現地調達並び

に本邦から購送したが、マダガスカルの国内事情により、本邦購送分資機材の通関に 4ヵ

月かかった。（通関システムの変更、漁業省内部の連携不足及び漁業省と財務省との間の調

整が難航したことが原因と考えられる。） 

２．移転技術はカウンターパートの習得水準に適合していたか 

形成調査時、技術移転の内容とカウンターパートの技術レベルについて相手国側と打合

せたことから、本プロジェクトの技術移転は効率的に行われた。 

３．状況の変化、教訓・提言等に応じて実施計画、活動項目は、適宜も見直されてい

たか 

資機材の通関に４ヵ月を要したため、計画を適切に見直した。その結果、本邦から購送

された製氷機ユニットは通関後、TAZARA組合の施設内に直ちに設置され、保守管理の指導、

監督を行う水産支局職員、TAZARA組合の製氷設備管理要員（会計、販売・集計、守衛）に

より、製氷施設の運転が開始されている。 

４．その他（プロジェクトの効率性に影響を与えたと考えられる貢献・阻害要因等） 

マダガスカル側の関係各部署の担当者が責任を持って、整理、確認して作業を進めるこ

とができず、資機材の通関に時間を要した。 

今後の教訓として、関係各部署の責任を明確にし、通関手続き等に必要な書類、資機材

引取りに必要な書類、手続きについてマダカスカル側と共有し、確認して作業を進める必

要がある。 

 

 

効 率 性 
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１．プロジェクト目標の達成度 

１）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標： TAZARA 組合の水揚げ施設の設備改善及び整備技術の向上によ

り、施設が零細漁民に長期的に有効利用される。 

TAZARA組合の水揚げ施設では、氷生産量が著しく低下したことから、水揚げされる

水産物の鮮度が低下し、漁業活動の停滞を招いていたが、本プロジェクトの実施によ

り製氷機をはじめとする設備が改善されるとともに、整備技術が向上し、零細漁民に

よる長期的な利用が可能となった。 

２）その他（プロジェクト目標の達成度と外部要因との関係等） 

特になし。 

２．プロジェクト活動項目及び期待された成果の達成度 

＜活動項目＞ 

（1）製氷機の換装を通じた整備手法の技術移転 

製氷機、冷凍機ユニット、貯氷庫及び保冷庫の換装、さらに冷凍機ユニット吸排気のた

めの壁改修、盗難防止用柵の取り付けなどの施設の改造、改修工事を行った。これらの工

事を通じて、製氷機の換装とその変更に伴う機器の交換及び整備、作業手順に関する技術

指導を実施し、整備手法を習得させた。さらに、カウンターパートには今回設置した製氷

機と同型の製氷機を使って、事前に日本において技術研修を行ったことから、製氷機組立、

溶接作業などの必要な整備手法を補完することができた。 

（2）メンテナンス計画の作成及び指導  

製氷設備の運転、保守管理方法の指導、保冷庫の使用方法の指導を行った。 

（3）TAZARA 組合の運営へのアドバイス 

水産施設の運営管理方法の指導、品質管理、

氷販売方法の指導を行った。 

・ 水揚げから鮮魚出荷までの状況把握と改善

方法の指導 

魚体温度の測定結果を踏まえて、被氷量及

び使用方法を指導するとともに、地元のタマ

タブ市内向けの鮮魚の出荷にもアイスボック

スを使用するよう指導した。                  漁獲物を十分な氷で保管 

有 効 性
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また、首都のアンタナナリボ向け鮮魚については、アイスボックスへの魚の詰過ぎによ

る魚体の痛みがないよう指導を行った。 

・ 漁獲データ及び組合手数料データの処理作業 

TAZARA 組合の販売・会計担当者に対し、こ

れまで整理されていなかった月別漁獲、販売

代金及び氷販売から上がる利益の使い方を含

む氷販売収支（電気・水道代、氷価格、販売

員給与、雑費、積立金）をパソコンで集計し

て記録することを指導し、収支に基づく経営

状況の把握ができるようにした。 

 

 

データの入力作業をするスタッフ 

           

 

１．プロジェクト上位目標の達成に対し、プロジェクト目標の達成の効果はどの程度

見込まれるか 

製氷機は TAZARA組合の活動にはなくてはならないものであり、今回の施設整備により、

漁民への氷の販売、漁獲物の鮮魚輸送などに今まで以上に有効に利用されていくことは明

白であり、水産物の流通の促進に直接インパクトを与えるものである。 

また、マダガスカル政府は、特に零細漁業

者への経営支援、魚食普及を推進しており、

プロジェクト実施中に大統領及び漁業大臣が

TAZARA組合を訪問したことも期待の高さをう

かがわせるものであり本プロジェクトは、地

域漁民のみならずマダガスカル全土へ大きな

インパクトを与えることとなった。 

 

 

                        水揚げ場での漁獲物仕分け作業 

２．プロジェクトは相手国・対象地域の政策形成、社会・経済等でどのような直接的・

間接的な効果または負の影響が見込まれるか 

特になし。 

 

インパク ト 
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３．その他（ターゲットグループに対するインパクトや、プロジェクトの計画当初予

見できなかった効果または負の影響が見込まれるか等） 

特になし。 

 

 

 

１．プロジェクト終了後もカウンターパート及び供与された資機材は有効に活用され

るか 

TAZARA 水産施設において、カウンターパートが本プロジェクトで供与された資機材を使

って活動を継続していくので、プロジェクト終了後もカウンターパート及び資機材は有効

に活用される。 

２．プロジェクト終了後も効果は持続される見込みか 

TAZARA 組合の水産施設は首都アンタナナリボへの漁獲物輸送の重要な拠点として利用

されてきた。今回のプロジェクトで製氷能力が回復したこと及び運転・メンテナンスの技

術移転がなされたことにより、今後も効果は持続される。 

３．その他（持続性に影響を与えると考えられる貢献・阻害要因等） 

特になし。 

以上 

持 続 性 


