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 (5)　建設資材計画

本施設の建設資材・機器は品質及び調達上の問題がない限り、「オ」国調達を原則とする。

各部位の仕上げは以下を基本とする。

a)　外部仕上

「オ」国のデザイン基準（マスカット市建設基準等）に則った仕様とし、塩害、断熱性の

確保、および周辺への環境調和等を考慮した仕様とする。

b)　内部仕上

現地の類似施設の一般的な仕上げと同等とする。各検査室は水拭きや耐薬品性を考慮した

仕様とする。

主要な仕上げを次表に示す。

表 3.4：　仕 上 げ 仕 様

　建物部位 主な仕上げ仕様 備考
1. （外部仕上げ）

・屋根 ・　外断熱防水工法：アスファルト防水の上、
　　保護処理

・　在来工法

・外壁 ・　鉄筋コンクリートの上、塗装仕上げ
・　コンクリートブロック下地モルタル、
　　塗装仕上げ
・　穴あきブロック化粧仕上げ

・　在来工法
・　在来工法

・　在来工法
・開口部建具 ・　アルミサッシュ ・　在来工法

2. （内部仕上げ）
・床 ・　合成樹脂シートまたはタイル張り

・　テラゾーブロックまたは石タイル張り
・　磁器タイル張り

・　在来工法
・　在来工法
・　在来工法

・壁 ・　コンクリートブロック下地、モルタ
　　ル塗り、塗装
・　軽鉄下地、ボード張り、塗装

・　在来工法

・　在来工法
・天井 ・　吸音ボード

・　耐湿仕様、システム天井
・　在来工法
・　在来工法

(6)　基本設計図

本計画施設の基本設計図を次図に示す。
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 (7)　機材計画

QCCの運営に必要な機材は、検査・分析用機材、教育・訓練用機材、監督・指導機材お

よび管理部門等の家具・事務機材とに分かれるが、計画機材は検査・分析用機材、教育・

訓練用機材及び監督・指導機材とし、管理部門等の機材は「オ」国側の整備範囲とする。

機材の選定に当たっては､QCCの業務上緊急に必要とされる検査･分析、教育・訓練項目

を対象とし､かつ機材を使用する要員の技量に対応したものとする｡機材の数量については､

当面予定される業務量を勘案して設定する｡

調達にあたっては、検査・分析業務に予定されている要員の機器への練度や技術力を考

慮した機種を選定する。但し、機器導入時の初期習熟指導や、その後の技術サービス、き

め細かなアフタケアが必要な機材については現地購入を優先する。

 1) 　検査・分析用機材

検査・分析体制は、現在「オ」国で流通している品目を対象とし、輸出水産物品質管

理規則に則った項目、及び水産物の品質管理上必要な検査・分析項目を実施出来る機能

を有するものとする。ガラス器具、試薬類

a)　検査対象品目：

鮮魚、冷凍・冷蔵加工品、缶詰製品、魚油・魚粉、塩干品

b)　検査・分析項目と機材の検討：

輸出水産物品質管理規則に定められている全項目が緊急性を有しているか否かを検討

し、現時点で必要不可欠と思われる項目に対応した検査・分析用機材に限定する。

それらの主要な検査項目は、大別すると以下の３グループに分けられる。

  i)　輸出水産物品質管理規則に定められている中で不可欠な検査項目

  ii)　規則化されていないが、品質管理上必要な検査項目

 iii)　現時点では、特に必要としない検査項目

「オ」国の水産物の殆どが冷凍・冷蔵・塩干・素干の一次加工品（缶詰を除き）で

あり、一部を除いて食品添加物（保存料・殺菌料・品質改良剤）は使用されていない。

現時点では農・畜産物との混合製品も皆無なので、残留農薬や放射線、或いは家畜医

薬品に関する検査は必要が無い。

本計画においては、上記の i) ii) に対応する検査・分析機能を備えるものとする。

c)　検査・分析方法と機材の検討：

各項目に対応した定法（公定法）による検査・分析方法を前提とし、本計画では特殊

な方法を対象とする機材は考慮しない。

・ 理化学検査：原子吸光法、液体クロマト法、ガスクロマト法、滴定法、比色法、

蛍光分析法、紫外線分光法等を実施する。

・ 細菌検査：培養検査（菌数計測も含む）、検鏡検査等を実施する。
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・ 物性検査：計測器による測長・秤量・測温、色調測定、肉質弾力検査、缶詰製品

の一般計測（真空度、巻き締め部の検査等）等を実施する。

・ 官能検査：鮮魚や製品の官能的検査（外観・形状・色・臭い・味等）を実施する。

d)　検体数と機材の検討：

EU向け水産物の輸出再開が急務であり、平成11年10月時点では４工場が認定されて

いる程度であるが、認定工場は今後１～２年の間に約20工場に増える見込みである。

輸出水産物品質管理規則では、「検査設備を持っていない工場は、３ヶ月に一回（年

間４回）所定の公的検査機関（QCCが設立されれば、これに該当する）において、製品

の検査を受けること」を義務付けている。民間工場が独自に検査設備を完備する事は技

術的・経済的にも困難なので、検査は公的検査機関に頼らざるを得ない。

「オ」国側の加工工場の品質検査計画によれば、近々必要となる約20工場分の主な検

査・分析の年間規模は次表の通りである。

合計検体数は年間5,840であり、QCCの有効稼働日は年間約200日であるため、一日

平均検体数は約30となる。この内で、特に専門的な機材を使用するヒスタミン及び重金

属の検査数は一日平均で約3ないし4である。この検査数は専門的な機材１台の標準的な

検査能力範囲内であると判断されるため、計画する機材数（主機器は１台ずつを計画）

で対応可能と判断できる。また、他の検査内容に関しては、過剰とならない範囲で検査

ニーズに対応した機材を配置する。

表3.8：当初見込まれる検体数（年間）

項　　　目
１バッチ当たり

の検体数
検　　体　　数

ヒスタミン ９ ９×４回×２０工場＝　　７２０検体

重金属（水銀・ｶﾄﾞﾐｳﾑ） ８ ８×４回×２０工場＝　　６４０検体

揮発性塩基態窒素 ３ ３×４回×２０工場＝　　２４０検体

トリメチルアミン態窒素 ３ ３×４回×２０工場＝　　２４０検体

細菌（一般生菌数・大腸菌

等の７種類）
５×７ ５×７×４回×２０工場＝２，８００検体

Ｋ値 ３ ３×４回×２０工場＝　　２４０検体

食品一般分析（水分・粗蛋

白・粗脂肪・灰分）
３×４ ３×４×４回×２０工場＝　　９６０検体

合　　　計 ５，８４０検体

　　　　なお、QCC要員の練度向上と要員補強を含めた運営体制の充実化、及び必要な器具、

試薬類の補充整備を行うことにより、42の加工工場の全てが輸出認定工場となった場合

でも、検査ニーズに対して主要機材は対応可能であると考えられる。
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2)　検査・分析項目

QCCにて実施されるべき検査・分析項目を検討した結果を以下の表にまとめる。

○印及び△印の項目は本計画の対象とし×印の項目については本計画の対象としない。×印の項目は、今

後「オ」国側の自助努力により順次実施されていくべき検査項目である。

表 3.9 ：　水産物品質検査・分析項目

（注）〇：輸出水産物品質管理規則に定められている中で不可欠な項目、△：規則化されてはいないが、

本計画で必要とされる項目、×：現時点では、特に必要とされない項目

検査・分析項目 実施の有無 検査・分析項目 実施の有無

Ⅰ．官能検査 　５．水産油脂検査

　　五感判定による鮮度検査 〇 　　　酸価・過酸化物価 △

Ⅱ．理化学検査 　　　チオバルビツール価（TBA） △

　１．鮮度検査 　　　脂肪酸組成 ×

　　　総揮発性塩基態窒素( TVB-N) 〇 　６．食品一般分析

　　　ヒスタミン 〇 　　　水分・粗蛋白・粗脂肪・灰分 △

　　　トリメチルアミン 〇 　　　ビタミン ×

　　　Ｋ値 △ Ⅲ．微生物検査

　　　アンモニア △ 　１．細菌検査

　２．重金属検査 　　　一般生菌数 〇

　　　総水銀 〇 　　　大腸菌群 〇

　　　有機水銀 △ 　　　大腸菌 〇

　　　鉛 × 　　　サルモネラ 〇

　　　カドミウム × 　　　黄色ブドウ球菌 〇

　３．食品添加物検査 　　　腸炎ビブリオ △

　１）保存料 　　　ボツリヌス ×

　　　ソルビン酸 × 　　　クロストリディア、ウエルシュ △

　　　安息香酸 × 　２．真菌検査

　　　硼酸及びその塩類 × 　　　カビ ×

　２）漂白剤 Ⅳ．物性検査

　　　二酸化硫黄及びその塩類 △ 　１．水産物検査

　３）発色剤・殺菌剤 　　　長さ・重量・品温検査 △

　　　硝酸塩 × 　　　色調測定・肉質弾性測定 △

　４）酸化防止剤 　２．包装容器検査

　　　エリソルビン酸 × 　　　密閉度検査（袋・缶等） △

　　　ＥＤＴＡ塩類 × 　３．品質検査

　５）品質改良剤 　　　調味液等の濃度検査 △

　　　リン酸塩 × Ⅴ．寄生虫検査

　６）多糖類 　　　アニサキス等の検査 〇

　　　ソルビトール他 × Ⅵ．異物検査

　４．魚毒・貝毒検査 　　　毛髪・昆虫等の検査 〇

　　　筋肉麻痺性毒 × Ⅶ．放射能検査 ×

　　　シガテラ毒 × Ⅷ．殺菌剤（農薬）検査 ×

Ⅸ．残留医薬品（農薬）検査 ×

Ⅹ．残留家畜医薬品検査 ×

　なお、上表の他に飲用水に関する検査項目（59項目）が規定されているが、これについては電気・水道省が検

査の実務を行っているため、QCCの検査範囲からは除外する。
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3) 教育・訓練機材

　農漁業省の教育・訓練計画の内容に則り、以下の機材を設定する。

a)　対象者

教育・訓練の対象者は、漁民や流通・加工従事者などの民間人から、当局の品質管理

担当職員まで広範囲に亘っているため、誰でも理解し易い教育・訓練内容を重視する。

具体的には、視聴覚教材と簡単な実技用機材を用いた実習が可能となるよう配慮する。

　漁民に対しては、鮮度を保持するための船上での水産物の取り扱い方法に関して、視

聴覚教材による座学と、取り扱いの相違が鮮度に及ぼす影響について実技指導し、鮮度

向上の意義を徹底させる。漁民は約26,000人もおり、全ての漁民を短期間に教育する

ことは不可能である。従って、各地方（６地方）から順次代表受講生を召集し、その人

達が受講後その地区の中核となって地域漁民への普及活動に当たっていくこととなる。

流通業者（運送業者も含む）に対しては、水揚げ地から水産加工場や市場までの水産

物の輸送方法に関して、先進国の実例を示しながら鮮度維持のための実技訓練を行う。

水産加工業者に対しては、HACCPによる品質管理体制の確立を促進させるための教

育を行う。そのためには、経営者を含めた管理者から、工場での品質管理部門従事者ま

で各段階毎に必要な教育・訓練を実施する。

農漁業省の職員には、各支局（６支局）の担当職員を対象とし定期的に年１回水揚げ

地での品質管理の指導方法について、知識や実技の拡充を図るための教育・訓練を行う。

b)　講師

教育・訓練の指導は、主にQCCの担当職員が当るが、専門分野によっては大学（国

立サルタン・カブース大学）やMSFCを含めた他の省庁からも講師として招聘する。

この種の教育・訓練は、従来はMSFCに於いてセミナーの形で年間３～４回実施され

てきており、同所職員が講師を務めている。なお、JICA専門家がMSFCにおいて品質

管理に関する技術指導を進めており、同所職員の練度も向上しつつある。

水産資源総局主催による地方啓蒙活動は年間２～３回実施されている。その都度

MSFCの担当職員も講師を務めているので、セミナー講師としての実績がある。

c)　機材

民間人を対象とした教育・訓練用として、カメラ・ビデオ・テレビ・OHP等の視聴

覚機材を主とし、他に実技訓練用として簡単な温度計や器具等を備える。検査実習が必

要な場合でQCC独自で対応が困難な場合は、MSFCの機材や施設の利用も考慮する。

受講者の数は、施設の規模から最大24名（6名を単位として4組）を前提とする。従

って教育・訓練室の機材もそれに対応したものとする。

d)　教育・訓練の具体的計画

基本的な計画は、次の「QCCにおける教育・訓練計画」の通りである。その詳細計

画については農漁業省が作成中である。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表3.10：　ＱＣＣにおける教育・訓練計画

スケジュール（年） 担　当　者
活　動　項　目 活　動　内　容 対 象 者 形態

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備　　　考

1.　民間関係者を対象とした教育・訓練

(1)　鮮度維持に関する教育・訓練

a
漁獲物の漁船上での取扱い方法及び
衛生教育

漁獲物の前処理方法・漁船上での漁獲物
の保管方法及び衛生教育を視聴覚機材を
使い行う

漁民
座学
実習

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
QCCの教育・訓練担当
者

b
水揚地における水産物の取扱い方法
及び衛生教育

先進国の実例の座学及び処理方法の実習
を行い、鮮度の相違実験

荷受等の
流通業者

座学
実習
実験

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〃

c
流通における水産物の取扱い方法及
び衛生教育

先進国の実例に関する座学及び保存の温
度差による鮮度の比較、経事変化の実
習、保管・輸送方法の実技指導

荷受等の
流通業者

座学
実習

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〃

(2)　品質管理部門スタッフを対象とした教育・訓練

a 加工場における品質管理体制の確立
品質管理の意義の周知を図るために、写
真・ビデオ等を使い座学を行う

工場経営
者／管理

者

座学
〇 〇

QCCの品質管理専門家
と民間加工場の協調

b
加工場におけるHACCPに基づく品質
管理体制に関する講習

HACCPを中心とした加工場での品質管
理方法をビデオ・図・テキスト等を使用
して行う

品質管理
スタッフ

座学
● ● ● ● ● 〃

c HACCPに基づく微生物検査方法
HACCPを中心とした品質管理の基礎知
識と応用をビデオ・写真・図・テキスト
等を使用して再教育を行う

品質管理
スタッフ

座学
実習
実験

● ● ● ● ● 〃

2.　農漁業省の品質管理スタッフを対象とした教育・訓練

a
水揚地におけるHACCPに基づく品質
管理に関する知識

水揚地における漁船、市場、加工場等の
HACCP方式による品質管理に関する指
導方法の座学

b
水産物の官能検査方法に関する講義
と実習

漁獲後の処理方法、保存条件の違いによ
る鮮度の違いを理論とK値の測定等実践
により教育・訓練を行う

c
品質管理事項のトピックに関する講
義

WHO、FAO等国際機関が出す品質管理
の情報を学ぶ

農漁業省
地方支局
駐在員

座学
実習 ●

「オ国」カブース大学
食品加工関係教授、
QCC教育・訓練担当者
と
MSFCの協調

凡例：   〇　１日間／回
◎　２日間／回 教育・訓練の為のパネル・写真の展示、パンフレットの印刷、講習会等は随時行う
●　４日間／回

7
0
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 4)　検査・分析用機材の基本的なシステム

　基本的なシステムは、前述（第39 頁、「水産物品質検査業務フローと主要機器／各

室の関連性」参照）のフローの如く、a)試料の受付・登録、b)試料の保管、c)試料の検

査・分析準備処理、d)検査・分析、e)検査・分析データの集積・解析、検査成績・デー

タの登録・管理で構成される。

検査・分析は、i)鮮度判定の為の官能検査、ii)鮮度や重金属・一般食品分析（水分・

粗蛋白・粗脂肪・灰分等）・水産油脂分析などの理化学検査、iii)衛生検査の為の微生

物検査、iv)長さや重量計測・肉質弾性検査・色調検査などの物性検査、v)寄生虫検査、

vi)昆虫・砂・夾雑物などの異物検査から構成される。

機材は、これらの検査・分析を実施する上で当初必要とされる範囲内とし、それらの

機能も一般的（日本でいえば、日本冷凍食品検査協会や日本食品環境検査協会など）に

用いられているものと同程度のものとする。

検査・分析業務の具体的な例を示すと、以下の通りである。

a)　試料の受付・登録

試料はまず「試料受付室」で受入れ手続きがなされる。受付業務は、試料受付け

後品名・生産者（製造者）名・受付番号・受付年月日・検査項目等を登録する。

b)　試料の保管

　受付手続きが完了した試料は、検査・分析が開始されるまで「試料保管庫」に一

時保管される。保管庫は試料の条件に従って、冷凍（-20℃以下）冷蔵（0～+10℃）

および超低温（-40℃以下）で保管される。

受付後直ちに検査・分析される場合はこの限りではない。

c)　試料の準備

　検査・分析過程に移行する際、試料が大きくて細断する必要がある場合、解体処

理が必要な場合、検査・分析室で前処理するとその周囲を汚染する恐れのある場合

などは「試料準備室」で前処理を行う。

d)　検査・分析

前処理が終了した試料は、第39 頁のフロー図に示されている通り、それぞれ必要

な「官能検査」・「理化学検査」・「微生物検査」・「物性検査」・「寄生虫検査」・

「異物検査」の６分野に分けられて次の通り検査・分析が実施される。

☆「官能検査」

「官能検査室」において、必要に応じて調理処理（主として加熱）を施したり、或い

は生のままで五感による官能検査を行う。
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官能検査は、担当検査要員のみならず、QCC職員の中から（場合によってはMSFC

職員も含め）五感の優れたメンバーを選出訓練し、これに当たる。

官　能　検　査

　　未調理検査　　　　　　　　　　　　　　　      調理後検査

調理処理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（使用機材：調理用レンジ・調理器具）

五　感　検　査

（色・臭い・弾力・味等を五感により検査。判定基準は輸出水産物品質管理基準に則る。）

☆ 「理化学検査」

理化学検査は理化学検査室で実施される。この検査室は一般化学分析室と機器分析

室とで構成される。一般化学分析室では検体の作成、試薬の調製や、水産油脂検査、

食品の一般分析（水分、蛋白質、脂肪、灰分等）等が行われ、ヒスタミン、総水銀な

どの微量成分（100万分の１単位）の測定は、機器の精密性を考慮して機器分析室で

行われる。

ヒスタミン定量検査

水産物鮮度検査の代表的指標であるヒスタミンは、高速液体クロマトグラフィーを

使用した定量検査法により実施される。試薬の調製とサンプルの前処理は一般化学分

析室で行い、分析は機器分析室で行われる。

検 査 フ ロ ー 主　な　使　用　機　器

サンプル
↓

検体作成
↓

ホモジナイズ
↓

濾　過
↓

加　温
↓

振　盪
↓

蒸発乾固
↓

濾　過
↓

定　容
↓

測　定

（試薬溶液の調製）

秤量器（電子天秤）

ホモジナイザー

濾過器具 　　　　　　

ウオーターバス

振盪器

ロータリーエバポレーター

メンブランフィルター

高速液体クロマトグラフィー
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トリメチルアミンの定量検査

水産物鮮度検査の指標の一つである。上記分析と同様に一般化学検査室で試薬の調

製とサンプルの前処理を行い、分析は機器分析室で行なわれる。

検 査 フ ロ ー 主　な　使　用　機　器

サンプル
↓

検体作成
↓

ホモジナイズ
↓

濾　過
↓

加　熱
↓

振　盪
↓

遠心分離
↓

濾　過
↓

定　容
↓

測　定

（試薬溶液の調製）

秤量器

ホモジナイザー

濾過器

ウオーターバス

振盪器具

高速冷却遠心分離機

濾過器具

ガスクロマトグラフィー

総 水 銀 定 量 検 査

特にマグロ類の品質検査指標として総水銀の検査が行われる。一般化学検査室で試

薬の調製とサンプルの前処理を行い、分析は機器分析室で行なわれる。

検 査 フ ロ ー 主　な　使　用　機　器

サンプル
↓

試料溶液（検体）の調製
↓

加　熱
↓

冷　却
↓

加　熱
↓

冷　却
↓

加　熱
↓

放　冷
↓

定　容
↓

測　定

秤量器、ホットプレート、電気炉

試薬添加
マントルヒーター

還流冷却器

試薬添加

還流冷却器

試薬添加

還流冷却器

試薬添加

原子吸光分光光度計

　＊尚、輸出先によってはメチル水銀の検査も要求されるが、その分析はガスクロマ

トグラフィー法を使用する。
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水 産 油 脂 検 査

水産油脂の検査項目は、代表的は指標である酸価（AV）、過酸化物価（POV）、

チオバルビツール価（TBA）を対象とする。検査・分析は一般化学検査室で実施され

る。また、水産油脂の脂肪酸組成分析も要求されるので、分析項目とする。

検　査　項　目 主　な　使　用　機　器

AV・POV・TBA 滴定装置

脂肪酸組成 還流冷却管、ウオーターバス、ホットプレート、
ロータリーエバポレーター、ガスクロマトグラフ

尚、上記の検査・分析には試薬やガラス器具（フラスコ・ビーカー・ピペット他）

などが用いられる。

食 品 一 般 分 析

水産物は、品質の他に製品の熱量（カロリー）表示も輸出先、バイヤーや消費者な

どから要求される。食品の検査においてもこの一般分析は基本的な分析業務である。

これらの分析は、一般化学検査室で実施される。

検　査　項　目 使　用　機　器
水　分 水分計（赤外線加熱式）
脂　肪 ソックスレー脂肪抽出装置
タンパク質 ケルダール窒素分解定量装置
灰　分 電気炉
水分活性
（乾燥製品等の保存性検査） 水分活性測定機器

尚、この検査・分析には試薬やガラス器具（フラスコ・ビーカー・ピペット他）な

どが用いられる。

☆ 「細菌検査」

食品関係衛生検査は、通常細菌検査により実施されるが、食品のみならず設備や機

械、或いは環境の衛生状態を点検する場合も行われる。

これらは細菌検査室で行われる。この検査室には検査過程で外部からの細菌汚染を

防ぐために細心の注意が払われる。

細菌検査は、試料を一部採取した後一定の条件で培養した後に形成される菌の集落

を数えることにより、元の試料の細菌数を算定する。

当機材は、水産物の検査に通常実施されている６種の菌（一般生菌数、大腸菌群、

大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌）と、缶詰や密閉容器（ポ

リ袋）等の製品を対象としたボツリヌス菌を除く嫌気性菌を前提とする。
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検 査 フ ロ ー 主　な　使　用　機　器
サンプル

↓
希釈試料（検体）の調製

↓
希釈試料の採取

↓
培地の混合

↓
冷却凝固

↓
培　養

↓

コロニーの計測
↓

菌数算定
↓

必要な場合は確認試験を行う

器具類の滅菌

秤量器、細断器具、乳鉢、ホモジナイザー

希釈液注入装置、
ホットプレート、乾熱滅菌器、

オートクレーブ

インキュベーター
（菌種によっては、振盪式も使用される。）

コロニーカウンター

顕微鏡

☆「物性検査」

物性検査は、水産物の長さ、重量測定の他、水産物の弾力性や色調を測定し、これ

らの検査は「物性検査室」で行われる。

物性検査は、水産物の長さ・重量測定の他、魚肉の力性や色調を測定する。

・ 弾力は、レオメーターを用い、プランジャー（押し込み装置）の押し込みの度合

いで測定される。日本では練り製品の弾力検査に多く用いられている。

・ 色の測定には、通常色差計を用いて明度や赤系及び青系の度合いを数値化して測

定する。

☆ 「寄生虫検査」・「異物検査」

これらの検査は「物性検査室」で実施される。

寄生虫検査は魚のフィレー製品の検査に実施される。半透明の板の上に試料を載せ、

下から光（蛍光灯等）を当て、その透過光で寄生虫の有無を検査するキャンドリング

方式を用いる。必要に応じて顕微鏡拡大を行い判定する。異物検査は通常肉眼検査を

行うが、微細な異物については顕微鏡で確認検査を実施する。

  5)　機材の仕様及び数量

a)　機材の仕様

機材の仕様については、本計画の水産物品質検査・分析の基本的システムに則ったも

のとし、QCC要員の技量に対応可能なものとする。また、同国の気候条件がもたらす

高温が検査・分析に影響を及ぼさない様に配慮した仕様とする。

b)　機材の数量
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当初見込まれる検体数（年間約5,840）を前提とした場合、主要分析機器は最小限の

各１台で充分と判断される。但し、同一機種でも同時に別の条件で使用されるものにつ

いては複数とする。

c)　検査室の設備

i)　実験台

　必要とされる機器のレイアウトに対応するものとする。また、各分析に対応した器

具の収納の至便性を考慮して検査業務の円滑化を図る。実験台の天板については、理

化学系検査室は耐薬品性に充分配慮したものとするが、経済性にも配慮し、他の検査

室は検査内容に対応した耐久性を持つ程度のものとする。

ii)  流し台

　理化学系の検査室については、耐薬品性を考慮して硬質塩ビ製の流し槽のものとし、

他は通常のステンレス製とする。

iii)  戸棚（試薬用、器具用）

　同国は理化学用試薬類及び器具類の全てを輸入品に頼っているので随時補給する

ことが困難である。そのため少なくとも年間１～２回まとめて補充せざるを得ない

状況を配慮した収納スペースとする。

iv)  冷蔵庫・冷凍庫

　試料保管用については、検査対象魚が大型魚（マグロ、サワラ、ハタ等）が多い

ことや、同国の気候条件（高温）を配慮したものとする。

試薬保管用については、酵素系試薬の保管や溶剤の冷却保管を前提としたものを

考慮する。

v) 重金属や劇薬の保管

重金属や劇薬等の危険物に関しては冷暗な専用保管場所を定め専用キャビネット

に収納する。なお、管理は検査要員の中から責任者を選出し安全管理を徹底する。

これら試薬の取り扱い規定に関しては「オ」国環境省の定める規定を遵守する。

なお、本計画実施の最終過程において、機材据付後の試運転およびQCCの運営立ち

上げを円滑に行うためには、ガラス器具・試薬・培地等が必要である。現地では、こ

れらの注文から納期まで半年以上かかることを考慮し、検査・分析の３ヶ月分程度の

数量を計画機材に含める。

(8)　機材概略仕様および主要機材レイアウト図

本計画機材の概略仕様および主要な機材レイアウトを次に示す。
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3.4　プロジェクトの実施体制

3.4.1　組織

QCCは農漁業省の管轄下にある水産資源総局に所属することとなる。水産資源総局は

「オ」国の水産セクターの行政に係わる権限と責任を有し、水産行政を統括している。

QCCは検査・分析部門、監督・指導部門、教育・訓練部門および管理部門の４部門か

らなり、同国で初めての水産物の品質・衛生管理を一元的に行うための施設・機材を持

つ機関となる。

QCCは、水産物の品質管理に関する権限と責任を有し、同時に、水産業に係わる人々

の教育・訓練を実施し、水産物品質管理のレベルアップを目指すものである。

即ち、具体的には輸出品に関して、規定の検査・分析を行い衛生証明（Health

Certificate）を発行する。また国内には安全な水産物を供給し、水産業の拡大を目指し

ている。このために先進国が要求しているHACCP方式による衛生管理及び品質管理体

制を構築することを目指している｡

類似した機関として､同じく水産資源総局に所属するMSFCがあるが､MSFCは海洋学

や水産資源等の研究機関であり､本計画QCCとは業務内容を異にするものであるが、隣

接するとの立地条件を活かした相互協力による水産物品質管理体制の構築が求められる｡

QCCと水産資源総局の組織図は次に示すとおり。

図 3.6：　QCC組織図
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　　 　農　 漁　 業　 省 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 管理・財務室

　　　 水　産　資　源　総　局 　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整・フォローアップ室 　

　QCC：水産物品質管理センター

・ 検査・分析部門　・監督・指導部門
・ 教育・訓練部門　・管理・運営部門

　　 　MSFC：海洋科学水産センター

・品質管理科 　  　   
　・海洋科
　・海洋化学科 　　    
　・漁業調査科 　      
　・技術ワークショップ科

・食品技術科
・海洋環境科
・水産生物科
・魚類養殖科
・水族館科等

水  産  資  源  部

　　・計画・建設課　　　・消費者教育課
　　・漁船桟橋課　　　　・企業漁業課
　　・市場情報課　　　　・品質管理課

漁　業　振　興　部

　・漁業振興課　　　・水産施設課
　・ワークショップ　・珊瑚礁課
　・技術振興課　　　・漁業者振興基金

漁　　業　　部

　　・漁業許可課　　　　・漁業監視課
　　・漁業違反課 　　　

漁　業　統　計　部

・ データ収集・改訂課
・ コンピュータ課　　・データ解析課

図 3.7：　水産資源総局組織図
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3.4.2　予算措置

　QCCの維持管理については農漁業省が全責任を持つ。維持管理費のうち、給与分は農業

水産省の予算で確保され、その他の経費は検査料収入で充当される。検査料収入が不足す

る場合は水産研究基金（概要は下記のとおり）から補填される計画となっている。

初年度（2001年）の維持管理費は、約333,520 ROが予測され、検査料収入は、約57,184

ROと試算されることから、水産研究基金から約75,936 ROの補填を受ければ給与以外の

経費は確保されることが見込まれる。２年度以降は、輸出認定工場が初年度の約20工場か

ら漸次増加することから、検査料収入が増えることとなるため、給与以外の経費は水産研

究基金からの補填がなくても、検査料収入で充当できるものと考えられる。

以下にMSFCの支出を参考に試算したQCCの初年度収支と水産研究基金の概要を示す。

表 3.11：　QCC初年度収支

【収入の部】 （単位： RO） 【支出の部】 （単位： RO） MSFCの支出
農漁業省予算

（人件費）

200,400
給　　与

200,400

(60 %)

302,086

(81 %)

検査料収入 57,184 消 耗 品 22,800 14,963

水産研究基金 75,936 メンテナンス料 14,400 13,713

保 険 料 8,000

雑　  費 4,520 9,000

そ の 他 20,000 33,976

初年度購入品 63,400

収入計 333,520 支出合計 333,520 373,738

【水産研究基金の概要】

　同基金は政府の拠出金とプライベートセクターの拠出金よりなり、1991年に農漁業省に事務

局が設置され、基金の配布を希望するプロジェクトはプロポーザルを提出し、審査機関により評

価を受け基金の配布が認められる。基金の金額は200万ROである。

・基金の目的

　水産研究基金は法律 51/91 によって創設された。「オ」国における水産業発展のための水産

研究プロジェクトを実施する事を目標としている。これらの研究プロジェクトは以下の分野とす

る。

(1) 資源評価の研究と生物学的、経済的および環境面において継続的な漁業生産量の予測

(2) 持続的な漁業生産により、最大の利益をうるための方法及びプログラムを開発する経

済的、社会的、環境面の研究

(3) 養殖、漁労及び加工との関係における環境の研究

(4) 管理、計画システム開発及び水産資源からの最大利益を確保する方法におけるモニタ

リングの機能を提供する研究プロジェクト

・基金を受ける資格のある組織は次の通り。

A) 農漁業省　　　C)　スルタン・カブース大学　　　D)　大蔵省（経済局）

E)　オマーン水産会社（Oman Fisheries Company）

・ＭＳＦＣ関連の水産研究基金の給付実績は以下の４件である。

a)　人工漁礁プロジェクト　　　b)　品質管理関係プロジェクト　　　c)　養殖プロジェクト

d)　漁具開発プロジェクト
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3.4.3　要員・技術レベル

(1)　要員計画

 1)　QCCの組織・要員

要員の数は以下の通りである。

・　所長、副所長、品質管理統括　　　３名

・　検査・分析部門　　　　　　　　１２名

・　監督・指導部門　　　　　　　　　３名

・　教育・訓練部門　　　　　　　　　２名

・　管理部門　　　　　　　　　　　　４名

　（合　計）　　　　　　　　　　（２４名）

この中には、経理の補佐、掃除夫、守衛、雑用係等の補助員は含まれていない。

なお、現時点では要員計画に含まれていないが、将来的な検査数量、項目の増加に対し

ては、各部門に補助員が１～２名必要となると思われる。

QCCの完成後に想定されている「オ」国側の要員計画は、運営開始時におけるQCCの

役割と業務量に対して、ほぼ妥当なものと判断する。

2)　要員の能力

QCCの検査分析部門の要員はMSFCからも移籍する計画になっている｡現在､MSFCのス

タッフは62名であり、その学歴は下記の通りである。

　博　　　 士
　大 学 院 卒 　　　
　大   学   卒 　　　
  専 門 学 校 卒
  高    校    卒 　　　
  そ の 他 学 校

　　　３　名 　　　
　　１１　名 　　　
　　２１　名 　　
　　　２　名 　　　
　　　８　名 　　　
　　１７　名

（注）その他学校：　海外の専門学校及び大学

なお、この中にQCCの検査要員候補者として、高度な技術を必要とする高速液体クロ

マトグラフィー、原子吸光分光光度計、ガスクロマトグラフィー等を使用できるレベル

までの技術を持っているJICAプロジェクトのカウンターパート８名がいる。今後、彼等

が分析の経験を積むことにより、次世代の技術者を育成・指導する能力を有していると

判断される。

本計画が実施された場合、彼等はQCCの持続的な運営活動の維持・拡充のためMSFC

に於いて次世代の技術者の育成・指導における基礎訓練を兼務することとなっている。

これら８名の学歴は次の通り
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大学卒 　　　　　　
専門学校卒 　　　　
その他学校卒

　　　６　名 　　　
　　　１　名
　　　１　名

なお、農漁業省より14名移籍する内10名は専門的な知識を有し､かつ行政職にも携わっ

た経験を持つ要員が予定されている｡　QCCの役割は、「オ」国の水産物の品質管理を行

政面からも指導・改善を行うことになっているが、これら要員の能力は適当であると判

断される。



第４章 事業計画
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第 4 章　事業計画

4.1　施工計画

4.1.1  施工方針

(1) 事業実施体制

本計画の「オ」国側実施機関は農漁業省である。日本国政府と「オ」国政府との間で交換

公文(E/N)が締結された後、日本のコンサルタントが「オ」国政府と本計画の実施設計およ

び施工監理の契約を結ぶ。また、本計画の建設工事および機材調達・据え付けは、日本の建

設業者が「オ」国政府と契約を結び、コンサルタントの監理の下に行う。工事完了後は、新

たに設立される QCC が運営機関として計画施設を運営維持管理する。

(2) 施工方針

 1)  建設事情

a)　労務

「オ」国では、一般の労働時間は１日８時間または週 48 時間までと定められている。ラ

マダンの時期はイスラム教徒の労働時間は１日 6 時間または週 36 時間に削減される。超過

労働は平日で基本賃金の 25%、休日出勤で 35%以上の割り増しとなる。その他に年間の有

給休暇、聖地詣で休暇等の規定が定められている。同国政府は、「オ」国人の雇用促進及び

技術習得促進（オマニーゼーション）を推進しようとしており、建設会社を含む各企業は全

雇用者数の15%以上を「オ」国人とすること、さらに第三国人の社員一人につき一定額（110

RO/年）を「オ」国人の労働訓練税として納めることが義務づけられている。

しかしながら、建設工事の労務の殆どは、インド、パキスタン、スリランカ等の第三国

人に依存しており、労務の技術レベルは比較的高い水準にあると同時に、この第三国人労働

力無くしては建設工事が成り立たないのが現状となっている。そのため、建設会社は第三国

人の雇用を定着化させるための配慮として、長期間の労働者確保策として退職準備金、自国

への旅費支給、通勤費、社宅等の手当等が習慣化されており、労務の技術水準は高いが周辺

国と比較して労務単価も高めとなっている。

b)　工事用資材

マスカット首都圏ではレディーミックス・コンクリートの使用が一般的であり、現地の

仕様に則った品質管理体制が確立されている。特に、現地の猛暑に対応できるチルドウォー

ター設備等の高温時のコンクリート打設に対応可能な生産供給体勢が整えられている。プレ

キャストコンクリート、コンクリートブロック、ヒューム管などのコンクリート二次製品は、

需要に応じてレディーミックス・コンクリート会社または関連会社が製造しており、一般的

な製品は市内の資材店で調達可能である。鉄筋及び鋼材に関しては、国内でも生産されてい

るが生産量が少なく、設備資材を含め建設資材の大部分を UAE、トルコ及びヨーロッパ諸
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国からの輸入に依存している。なお、建設資材の品質規格が定められているため、高品質の

資材調達が可能であり供給量に関しても問題はない。

c)　建設機械

マスカット地域では、1970 年代より大型の土木建設工事が数多く実施されてきたため、

現地の大手建設業者は、殆どの建設機械を自社または系列会社にて保有しており、一般の建

設重機に関しては調達の問題はない。

  2)  施工方針の設定

本計画は、日本国政府の無償資金協力によって実施されることを考慮し、かつ現地の建設事

情を踏まえた配慮を行う。施工実施にあたっては以下の方針で臨むこととする。

a)　相手国側実施機関、日本側コンサルタントおよび建設業者間で十分な意見交換を行い、常

に密接な関係を維持し、円滑な工事の実施を図る。

b)　建設労働力と建設資機材の殆どを海外に依存している現状から、建設労働者の確保、資機

材の調達を充分に留意した施工計画を作成し、これらの現地事情に対応できる柔軟な工程管

理を行い工事の円滑な進捗を図る。

c)　施設建設工事と機材据え付け工事を工程の最終段階で同時並行で進行させることになるた

め､相互に支障が出ないような工程及び管理要員の配置計画を作成する。

d)　サイトは海岸部に近接しているため､工事中は建設資材等の保管に留意し、潮風による悪

影響を避けるような対策を講じる。

e)　電気、給排水などの関連ユーティリティーの責任範囲を明確にし、各種工事の進捗に齟齬

の無い効率的な施工を図る。

f)　建設資機材の一時保管、搬入および据え付け・設置作業中の事故防止に努める。

4.1.2 　施工上の留意事項

本計画の実施にあたっては、以下の点に留意する。

(1)　猛暑を配慮した施工計画：　現地の施工方法では、気温が比較的下がる夕方から深夜に

かけてコンクリートの打設行う等の工夫をしている。このような現地の猛暑を配慮した作業

形態の工夫は、本計画工事の実施においても積極的に採用する。

(2)　工程管理の徹底による工期厳守：工程の手順や段取りを見越した発注、施工図による取

り合いの確認や調整を踏まえた施工を重視する。変更修正による工事の手戻りのないように、

設備工事の担当管理者を準備段階から現場に配置する等、工事着工と同時に設備との取り合

いを十分に検討できる現場体制とする。

(3)　現地の慣習への配慮：ラマダン及びラマダン明け休暇等の実質的な作業効率の低下が予

想される期間を配慮する等、現地の慣習を配慮した工程計画とする。
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(4)　機材据え付けを配慮した仕上げ工程：　建設工事の仕上段階と機材の据え付け工事が重

複することが予想されるため、機材据え付け計画と仕上げ工事の段取りを、タイムリーに調

整できる現場体制とする。

(5)　仮設工事が本体工事に影響しない工夫：サイトは敷地面積が狭いため、作業ヤード等の

仮設用地を大きく確保することが難しい。資材置き場や仮設事務所などは、全体工事の推進

に直接影響を与えない位置に配置する等の工夫を図る。

(6)　環境配慮：周辺地への土砂等の流出を防ぐ等、環境への影響を極力低減できる工法とす

る｡

4.1.3 　施工区分

本計画の業務負担事項を日本側負担事項と「オ」国側負担事項に区分し、次表に示す。

表 4.1：　業務負担区分

　　業務内容 日本側 「オ」国側

 1. 土地取得・整地 ○

 2. サイト南側及び東側の傾斜部の崩落防止擁壁と雨水排水経路の建設 ○

 3. サイトへの公共設備引き込み工事

・幹線系統から計画施設のトランスまでの必要電力引き込みおよび接

続、メーター等および引き込み側安全開閉器の設置

○

・既存給水経路の移設及び計画量水器までの給水接続、量水器設置 ○

・計画電話分配盤までの電話回線の引き込み、接続 ○

・計画施設内の設備工事 ○

 4. 敷地内の植栽工事、塀の設置、ゲートの設置 ○

 5. サイト内での計画施設建設工事 ○

 6. サイト内での計画電気、給排水衛生、冷房設備 ○

 7. 機材

・機材調達および据え付け工事 ○

・試運転調整、使用法指導 ○

 8. 輸入、通関手続き

・マスカットまでの輸送および国内輸送 ○

・免税および通関手続き ○

 9. 建設工事に必要なすべての許認可・申請の手続き ○

10. 日本の外為銀行に対する銀行取極め(B/A)手数料の支払い ○

11. 「オ」国での本計画業務による日本人の出入国、滞在手続き上の便宜供

与

○

12. 無償資金協力に含まれない施設の建設、機材の運搬および据付・設置に

かかるすべての必要な経費の負担

○

13. 本計画工事の実施工程の遵守に必要な手続き等の便宜措置 ○
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4.1.4 　施工監理計画

本計画の施工監理の基本方針および留意点は以下のとおりである。

(1) 　建設工事および機材の搬入・設置を円滑に行うため、コンサルタントは実施機関である

水産資源総局と綿密な調整を図る。特に、「オ」国側負担となるサイト南側及び西側の擁壁

工事および各種インフラ引込みは、日本側工事との取り合い関係があるため、工事のタイミ

ングが重要であり、事前に工程、仕様について十分な打合せを行う。

(2) 工事に先立ち、建設業者から提出される実施計画書・施工図を事前に十分検討し、仮設計

画、工程、予定材料の品質および工法の妥当性を審査する。

(3) 工事完了・引き渡しに当たり、出来上がり工事内容、納入機材が設計仕様を満たしている

かの検査を行い、修正箇所がある場合には適切な指示を出す。

(4) 現場には建築技術者が常駐するとともに、設備・機材の技術者を必要に応じて派遣し、現

場の施工監理に当たる。

4.1.5　資機材調達計画

(1)　建設資機材

本計画で必要とされる建設資機材は、輸入品も含め「オ」国で調達が可能である。特に建設

資機材の納期の問題で工期に影響する場合や、コストの上で日本調達が有利になる場合を除い

て、「オ」国調達とする。

(2)　機材

機材の調達については性能や規格などを詳細に検討・打合せを行う必要から日本国内で選

定・調達をするのが適当と思われる。このため本計画で整備する機材を円滑かつ遅延無く調達

するためには、日本調達を基本とすることが妥当と考えられる。

ただし現地業者とメンテナンス契約を結ぶことが望ましい機材、検査業務に必要な希ガス、

薬品等を定期的に調達する必要のある機材、及び汎用品については、現地調達を基本とする。

4.1.6　実施工程

日本政府の無償資金協力によって本プロジェクトが実施される場合、両国間による交換交

文（Ｅ／Ｎ）締結後、実施設計、入札図書の作成、建設工事・機材調達の入札および契約、建

設工事並びに機材の調達・据え付け、完工・引き渡しの工程となる。
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 (1)　実施設計業務

本基本設計報告書に基づき、実施設計を行い入札図書を作成する。所用期間は E/N 締結後

から現地での入札図書承認の期間であり約 4.0 ヶ月と見込まれる。この期間にて、建設工事に

必要な許認可図書の作成及び入札図書を作成する。

(2)　入札業務

実施設計完了後、日本において本計画の建設工事と機材調達にかかる入札への参加希望者を

公示募集し、入札参加希望者の資格審査を行い入札参加者を決定する。資格審査結果に基づき、

実施機関が入札参加者を召集し、関係者立ち会いの下に日本において入札を行い、契約調印ま

で行う。入札の為の公示から現説・図渡しまでの期間は約 1.0 ヶ月、その後の図渡しから工事

業者契約に至る期間は約 1.0 ヶ月と見込まれる。

(3)　建設工事および機材調達・据付

工事契約調印後、日本国政府の認証を得て建設工事および機材調達・製造に着手する。所

要工期は E/N 締結を受け、コンサルタント契約から完了までの全工程が約 15.0 ｶ月、工事着

工から完成までの建設工程は約 10.0 ヵ月と見込まれる。以下に、事業実施工程表を示す。

表 4.2：　事業実施工程

月次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EN ▼

(設計-入札)

・設計契約

・実施設計

・入札

施設・機材

 (施設)

・土工事

・躯体工事

・設備仕上

・外部構内

　

＊検査

(機材)

・工作図作成  

・製造調整

・輸送

・据付調整

   　 注： 現地作業 ， 国内作業

【入札】

【建設工事】

（工事準備） （土工事）

【実施設計】

（躯体工事）

（設備・内装工事）

（外装・外構工事）

（検査・引渡し）

（設計契約／図面承認／入札手続）

計　約 5.0 ヶ月

計　約 10.0 ヶ月

（工作図作成）

（製造・調達）

（輸送）

（据付・調整）
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4.1.7　「オ」国側負担事項

本計画実施にあたっては、「オ」国側実施機関である水産総局および関連機関は、以下に

示した内容の負担工事を決められた期間内に実施することが必要となる。

(1)　建設工事に関係する許認可申請の一切：　入札図渡し前

(2)　日本の外為銀行に対する銀行取極め及び支払い授権書の発行：銀行取り決めは E/N 後速

やかに行う、支払い授権書の発行はコンサルタント契約及び業者契約に則り速やかに行う。

(3)　サイト南側、西側面の擁壁及び雨水排水の建設：　工事開始前

(4)　サイト内の既存給水管の移設工事：　工事開始前

(5)　設備インフラ等の計画施設への供給：　工事開始前

(6)  塀、ゲート、敷地内の植裁工事：　運営開始前

(7)  管理部門の事務機器、什器備品、運営上の備品、機器等：運営開始前

(8)　本計画の建設工事者が「オ」国で調達する資材・機器ならびにサービスに対する支払い

     に関して、国内税等の免税措置を講じ、通関手続きをとる。

(9) 「オ」国での本件業務のための日本人の出入国・滞在のための手続き上の便宜供与

(10)　本計画工事の実施工程を遵守するために必要な便宜措置等

(11)　本計画実施後の計画施設運営のための予算措置、要員の雇用、運営計画の執行等の具体

措置

(12)　無償資金協力に含まれていない事柄、運営維持管理に必要な機材等の確保

4.2　概算事業費

本計画を日本の無償資金協力により実施する場合に要する事業費総額は、約 7.44 億円と

見込まれる。以下に、日本側と「オ」国側の負担概算事業費の内訳を示す。

4.2.1　概算事業費

(1)　日本国負担事業

本計画の実施に要する日本側事業費は、約 7.05 億円と見込まれる。

表 4.3：　日本側負担事業費

事業費区分 事業費
（1）建設費 4.99 億円

ア．直接工事費 （3.28）
イ．現場経費 （0.99）
ウ．共通・管理費 （0.72）

（2）機材費 0.98 億円
（3）設計・監理費 1.08 億円
        合　　計 7.05 億円
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(2) 「オ」国側負担事業費

本計画を日本無償資金協力により実施する場合の「オ」国側の負担事業費は、約 138,000

RO (約 39 百万円)と見込まれ、その内訳は以下のとおりである。

　　　　　　　　　　　表 4.4：　「オ」国側事業費内訳

（項　目） （概　要） （金額；RO）

1）斜面保護擁壁及び排水溝工事 ・ サイト南、東面の斜面保護

・ 擁壁に沿った排水経路整備

45,700

2）インフラ接続工事 ・ 電力幹線の引き込み、接続

・ 既存水道経路変更

・ 水道引き込み、接続

・ 電話引き込み、接続

37,800

3)   塀、ゲート、植裁工事 ・ 北側塀、ゲートの新設

・ 植栽用客土、植栽

15,000

4） 機材、家具、備品 ・ 管理部門の机・椅子、書棚

等

・ 管理用の事務機器

・ カーテン等の調度品

・ 維持管理用具等

30,500

5）その他（上記の 10%） ・上記の補足、雑費等 9,000

（合計） ( 138,000 )

         注：　上表には、許認可等に要する経費、および銀行手数料は含まれていない。

(3)　積算条件

積算条件は以下の通りである。

・積算時点                        平成 11 年 10 月

・為替交換レート　　　　　　　　　１US$=110.8

　　　　　　　　　　　　　　　　　1US$＝0.388 RO

　　　　　　　　　　　　　　　　　1 RO=285.57 円

・施工期間 実施に要する詳細設計、建設工事・機材調達の期間

は事業実施工程表に示したとおり。

・その他 本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実

施される。
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4.2.2　運営維持・管理計画

(1)　運営維持・管理体制

 1)　要員計画

本計画が実施された場合、所長がQCCを統括し、総員24名の職員で運営維持・管理を行

っていく計画である。その組織は（第3章、3.4の3.4.1）の通りとなっている。

即ち、所長および副所長と品質管理統括官のもとに、検査・分析部門､監督･指導部門､教

育･訓練部門および管理・運営部門の4部門からなる｡

この要員の編成については､下表のとおり新規雇用は2名で、農漁業省の関連部局より14

名と、MSFCより8名が移籍する予定である｡

MSFCより移籍するメンバーの内、検査・分析要員6名が含まれるが、MSFCの本来業務

には支障を来さないよう配慮される。

なお、職員以外に補助員４名が新規雇用される。

表  4.5 ：　ＱＣＣ要員計画

　　職　　種 　職　階 　人　数 　　　　出　身　職　場

所　　　長 Ａ 　　１名 　本省

副　所　長 Ａ 　　１名 　新規雇用

品質管理統括 ＳＰ 　　１名 　新規雇用

検査・分析官 Ｂ 　１２名 　本省（水産資源総局）３名

　本省（農業・家畜衛生総局）３名

MSFC６名

監督・指導官 Ｂ 　　３名 　本省（水産資源総局）２名、MSFC１名

教育・訓練官 Ｃ 　　２名 　本省（水産資源総局）１名、MSFC１名

管理・運営職員 Ｂ

Ｃ

Ｄ

　　１名

　　２名

　　１名

　本省（管理・財政総局）

　本省（管理・財政総局）

　本省（管理・財政総局）

補助員 　　４名 　新規採用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  2)　保守管理

QCCにおける施設の維持管理は、簡易なものはQCC内部の修理･整備部門が行う｡

本計画の整備内容には、専門性が必要となる施設・機材が含まれており、またスペアパーツ

の入手を容易にするため、かかる機材は現地購入とし、現地業者とメンテナンス契約を結ぶこ

とを提案する。

 (2)　維持管理運営費

  1)　予算措置

　QCCの運営維持管理予算は農漁業省が責任を持って行う。
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農漁業省の職員の給与体系は、SP，A～Dまで５段階の階層があり、QCCでは、SPクラス

1名、Aクラス2名、Bクラス16名、Cクラス4名、Dクラス1名、合計24名と補助員4名の構成

が計画されている。この内、農漁業省が本計画のために新規に雇用する要員は、SPクラス１

名、Aクラス１名、補助員4名である。

初年度給与として、約 200,000 ROが計画されているが、QCCに配置される職員の殆どは

既に農漁業省の職員であるため、実質的には、新規雇用者の給与分（約 37,000 RO）が現状

より増えるのみであると言える。

なお、QCCの運営予算の構成は、農漁業省からの予算の他に試料の検査料がある。また、

臨時支出が予定される場合は、水産研究基金により充当させる計画となっている。

2)　検査料収入

輸出水産物品質管理規則により、自社で十分な検査施設を持っていない輸出工場は３ヶ月

に一度、指定された項目の検査を受ける義務がある。

検査にあたっては、検査料を徴収する計画となっており、その収入は、QCCを運営維持・

管理していく費用に充当される。

現時点での輸出認定工場は４工場であるが、本計画の運営開始の初年度（2001年）は約20

工場が輸出認定工場となる予定であり、その後、漸次増える予定である。

検査料の金額については、検討段階であるが、農漁業省の計画は概ね次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：　RO）

　検　　査　　項　　目 検査料（１検体当たり）

ヒスタミン 1 5

重金属 1 5

総揮発性塩基態窒素   9

トリチルアミン態窒素   9

サルモネラ、腸炎ビブリオ 1 0細菌

その他   4

総水銀   2 5.5

Ｋ値   3 5.1

粗蛋白、粗脂肪   8

灰分   5
一般分析

水分   2

この計画に基づき、QCCの運営当初の計画検査対象である約 20工場の検査料収入を試算

した場合、検査料収入は約 57,184 ROとなる。（次表参照）
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表  4.6 ：　検査料収入の試算　　（単位：　RO）

１検体当り １検体当り 初年度 （２０工場）

検体数 検査料 検体数 検査料

ヒスタミン 9 15 720 10,800

重金属 5 15 400 6,000

総揮発性塩基態窒素

　TVB-N

3 9 240 2,160

トリチルアミン態窒素

　TMA-N

3 9 240 2,160

細菌 ｻﾙﾓﾈﾗ、ビブロ 5 10 800 8,000

その他 5 4 2,000 8,000

総水銀 3 25.5 240 6,120

K 値 3 35.1 240 8,424

一般分析 蛋白、脂肪 3 8 480 3,840

灰分 3 5 240 1,200

水分 3 2 240 480

合計 5,840 57,184

 (3)　維持管理運営費の考察

  1)　予算措置

QCCの維持管理運営費は農漁業省が責任をもって確保する。このうち、職員給与および

消耗品等の固定的に支出が予定される費目予算は農漁業省が予算措置を行い、臨時支出項目

に関しては水産研究基金からのプロジェクト補助金によって充当される計画となっている。

QCCの初年度の維持管理運営に必要と推察される費目の合計は、約333,520 ROとなる。

これには車両や事務機器等を購入するための初年度購入予算の 約63,400 ROが含まれてい

るが、次年度以降からは、初年度購入費が不要となるため、維持管理運営費は初年度より下

がる見込みである。また、QCCの収入費目として検査料の収入が予定されており、輸出認

定工場の数が増えるとともに検査料収入が増加する見込みである。

このようなことから、QCCを運営するための維持管理運営予算は問題ないと判断される。

QCCの初年度の維持管理運営予算の予測を次頁表に示す。

2)　運営要員の配置

QCCの運営初期要員は農漁業省および隣接するMSFCから移管される要員であり、今後

運営の拡充に応じた技術力を持った新規雇用が計画されている。さらに隣接するMSFCとの

人材育成や教育の協力も予定されているため、QCCの運営要員数および技術レベルは運営

開始に向けては問題ないと判断される。

以上のように本計画施設・機材の維持管理運営については、経済面、技術面、運営管理面

からも支障なく、本計画の実効性を満たす条件は整っていると考えられる。
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表  4.7 ：　初年度QCC維持管理運営費予測　　（単位：RO）

費　　目 内　　訳
Q　C　C

初 年 度（2001年）

（参考）M S F C

（1999年度予算）

給　与 Aｸﾗｽ= 2x800x12

Bｸﾗｽ=16x650x12

Cｸﾗｽ= 4x500x12

Dｸﾗｽ= 1x400x12

SP

補助員=4x200x12

19,200　

124,800　

24,000　

4,800　

18,000　

9,600　

小　計 200,400　 　302,086　

消 耗 品 電気代

燃料・潤滑油

水道代

印刷・文房具

現地調査費

3,600　

6,000　

1,200　

3,000　

9,000　

小　計 22,800　 　  14,963　

メンテナンス 機器

車輌

施設

10,000　

2,400　

2,000　

小　計 14,400　 　  13,713　

検査維持費 20,000　

保 険 料 8,000　 　

排水処理費等 （１台30RO） 4,520　 　    9,000　

初 年 度

購 入 費

車輌

事務機器

その他機器

54,000　

4,000　

5,400　

小　計 63,400　

そ の 他 　  33,976　

支 出 合 計 333,520　

（約 97 百万円）

　373,738　

（約 108 百万円）

検査料収入 57,184　

水産研究基金 75,936　

差し引き 200,400　 　373,738　



第５章 プロジェクトの評価と提言
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第５章　プロジェクトの評価と提言

5.1　妥当性に係わる実証・検証及び裨益効果

「オ」国の漁業は、政府の積極的振興政策により漁獲や流通加工工場建設等の面では短

期間に急速な発展を遂げたものの、水揚げ量の殆どを占める零細沿岸漁業では、漁獲物の

保冷を重視しないという旧来からの取扱の域を脱しておらず、品質・衛生管理の面での問

題が内在していた。また、近年、国際的に水産物の品質管理規準が厳しくなってきている

中で、同国では水産物の品質管理体制の整備が遅れていた。

これらを理由として、EU は同国の水産物が EU の定める衛生基準に適合しないとして

1998 年 4 月より同国の水産物の輸入を拒絶した。この EU の輸入禁止措置は、マグロ、ハ

タ等の高級魚の輸出を主体として稼働していた水産加工場には極めて深刻な打撃を与え、

その結果、沿岸漁民の生活・経済にも多大な影響を与えることとなった。現在、一部の加

工工場でEU 向けの輸出が再開されるに留まっている。

これまで同国には、水産物の品質管理を体系的に行う施設・機材は無かったが、本計画

が実施されることにより、同国の水産物の漁獲から流通、加工、輸出に至る一連の流通段

階における品質・衛生管理を行うための活動拠点が整備されることとなる。

本計画の実施は、以下の如き効果が期待できる。

(1) 本計画の実施による効果

本計画が実施されることにより、以下の効果が期待できる。

 1)　直接的効果

a)　品質・衛生管理の活動拠点の整備

「オ」国には、これまで水産物の品質管理を行うための施設・機材を備えたセンターは無か

った。QCC は「検査・分析」、「監督・指導」、「教育・訓練」、「管理・運営」の４部門より

構成され、水産物の漁獲から水揚げ・流通及び加工・輸出までの各段階の水産物の品質衛生

管理を一元的に管理・指導できる計画内容となっている。このため、本計画の実施により同

国の水産物の品質・衛生管理体制を体系的に構築するための活動拠点が整備されることとな

り、同国の政策課題に合致すると共に、水産業全般の振興に向けた効果が期待できる。

b)　輸出振興による漁業従事者の経済的安定

QCC の活動を通し、輸出水産物の輸出が再開された場合、漁業及び加工の双方の収益の

向上に繋がる。また、品質・衛生面の安全に裏打ちされた水産物は、新たな輸出市場の開発

にも貢献することが期待できるため、加工工場の従業者（約 4,000 人、及びその家族）、漁

民（約 26,000 人、及びその家族）および漁業従事者（流通業者、市場労働者、その家族）

の収入増と経済的な安定化に貢献することが期待できる。
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c)　教育・訓練による効果

QCC では輸出水産物検体の検査・分析業務の実施と同時に、漁民や流通業者及び加工業

者を対象とした品質・衛生向上に向けての啓蒙訓練やセミナーを実施する計画となっている。

この教育訓練を通じて、水産物の流通に関連する各段階での品質不良によるロスの減少に繋

がる成果が期待できることから水産業に関係する人々の全体が本計画の裨益対象になると期

待できる。

 2)　間接的効果

a)　地域社会の雇用の創出

本計画を実施することにより、輸出の振興が期待できる。即ち、魚価の高い魚の輸出の

促進による収入の増により漁民の経済的地位の向上、水産加工場及び水産業全体の発展に

より、地域社会における雇用の創出が期待できる。

b)　都市への人口集中の緩和への貢献

水産物の輸出額は、「オ」国における非石油品目の輸出額の約 20%を占めており（1996

年の農漁業省の統計資料による）、水産業は同国の経済を支える重要な産業となっている。

沿岸漁業は、同国の 1,700km に及ぶ海岸線にて行われているため、漁業の活性化は、広

域的な地域社会の経済力を拡大に繋がるため、地方から都市への人口集中の緩和に寄与す

ることが期待できる。

c)　安全な蛋白源の供給保証

「オ」国は魚食の国である。道路インフラの整備が進んできたこともあり水産物は内陸

部に移送され鮮魚にて販売されている。油で揚げて食するとの食習慣が主体であるが、新

鮮な魚を求めるニーズには変わりはない。本計画の実施は、流通の全ての段階における水

産物の鮮度や衛生面での向上を目指しているため、国民全体への安全な蛋白源供給を保証

することに多大な役割を果たすことが期待できる。

(2)  日本国の無償資金協力として本計画の妥当性について

・ 本計画は、「オ」国政府が経済開発５カ年計画の理念に基づき策定した、漁業開発１０

年計画(1991～2000 年)の「水産セクターの発展、経済の多様化による雇用の拡大、地域

振興のためには、品質管理が重要であるとの位置づけ」と合致するものである。

・ 本計画の維持管理は、予算措置、要員計画及び技術力において、農漁業省が独自に運

営維持管理できるものである。

・ 検査料の徴収計画があるが機材、試薬類の補充等の施設の維持管理に当てられるもの

で、営利を目的としたものではない。
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以上の如く、本計画の実施は、水産業全般の振興と地域社会のバランスの取れた発展へ

の寄与が期待されるとともに、「モ」国側の持続的な運営への予算措置や要員の技術力も

適当であると考えられるため、日本国の無償資金協力として妥当であると判断される。

5.2　技術協力・他ドナーとの連携

平成 12 年 3 月を以て、日本のプロジェクトタイプの技術援助「オマーン漁業訓練計画」

フォーローアップである品質管理と水産加工分野の訓練が終了した。本計画に従事する検

査・分析要員は現地で訓練・育成され、分析機器の活用に関しては問題無いレベルとなって

いる。しかしながら、QCC は「オ」国にとって初めての本格的な水産物品質管理センター

であるため、「オ」国側は、センターの運営開始の前後の期間、施設・機材の効率的な運用

に関しての技術面からの指導を希望しており、品質管理施設の技術指導経験のある専門家を

派遣することが、スムーズな運営立ち上げに効果的であると考えられる。

さらに、QCC の運営を円滑、かつ持続的に進めるために QCC 研修員の受け入れも含め、

運営開始からしばらくの間、技術面より支援することが、本計画実施後の効果を最大限に高

める上で有効となると考えられる。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.3　課題

本計画は「モ」国の水産セクターの最優先のニーズに合致するとともに、水産業従事者の

みならず、国民全体に幅広く裨益するものであり、本計画を実施する意義は大きいと判断さ

れる。本計画の実施後、より効果的に施設・機材の活用を実現するために、「オ」国側が講

ずるべき措置として、以下の事項があげられる。

(1) 検査官の養成

本計画の運営当初は全国に分布する水産物の加工工場 42 のうち、輸出検査対象として 20

工場が計画されているが、その後の工場側の改善整備や水産業の発展に伴い、QCC の業務

量は増大することとなる。そのため、専門的な知識・技術を習得した検査官の養成を継続的

に実施し、業務の拡大に備える必要がある。

(2)　機材・消耗品の補充

本計画は前述の如く、運営の初期段階を支援するものであり、検査用の試薬や備品等の消

耗品に関しては、運営立ち上がり時に必要な最小限の内容としている。そのため、運営開始

後の検査進展及び検査量の増大に対して、必要な機材や消耗品の消費に応じ、定期的に補充

を行う必要がある。
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 (3)　農漁業省支所（全国に６支所）を含めた品質管理体制の構築

QCC を水産物の品質・衛生管理の拠点施設とし、全国レベルでの品質管理体制を構築す

ることが「オ」国の水産業全体の改善・発展に向けて重要となる。農漁業省の支所には既に

水産物の品質管理担当者が１名ずつ配属されている。この要員を各支所の核として、現場サ

イドでの立ち入り検査や漁民指導を行うことが適当であると考えられる。そのため、支局の

要員に対して水揚げ地の実状にあった品質管理の指導・訓練を QCC にて定期的に実施し、

かつ現場検査に必要な簡易検査機器等を備える等、全国レベルでの品質管理体制の速やかな

構築が望まれる。

(4)　運営維持管理費の確保

維持管理運営予算の手当に関しては農漁業省が責任を持って予算措置を行うことが確認さ

れている。また、QCC の運営が軌道に乗った段階では、QCC の機材の維持管理に必要な費

用の一部は、検査料の収入によって充当できると考えられる。

そのためには、商工省の中央検査所の検査料金体系等を参考とし、検査項目毎の検査料の

徴収システムを速やかに決定し公示する必要がある。

また、QCC の運営を効果的に実施するためには、QCC の施設以外に農漁業省の各支所を

含む品質・衛生管理体制を速やかに構築することが重要であり、これらの整備や活性化に必

要な予算に対しても、農漁業省が責任を持って予算措置を行う必要がある。

(5) 既存施設の有効利用と改善

「オ」国の海岸線には産地市場としての市場施設が数多く存在するが、必ずしも有効に活

用されていないものが見られる。有効活用されない理由は、水道や照明設備等の未修理等、

漁民にとって利用しづらい点がある。これら問題点の改善を行い既存施設を再生することに

より、漁獲物の水揚げから流通段階における品質維持が改善されることとなる。
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