
評価調査結果要約表 
１.案件の概要 

国名：セネガル共和国 案件名：セネガル総合村落林業開発計画 

分野：村落林業・村落振興 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部第１グループ（森林・

自然環境）森林・自然環境保全第２チーム

協力金額（評価時点）： 約５億円 

先方関係機関：環境自然保護省水森林狩猟土壌保全局

日本側協力機関：林野庁 

協力期間：2000 年 1月 15 日～ 

      2005 年 1月 14 日 

(R/D 締結日：1999 年 8月 26 日) 他の関連協力：JOCV，植林無償 

1-1.協力の背景と概要 

セネガルは人口の 6 割が農村住民であり、自然環境に左右されやすい第 1 次産業に従事してい

る。しかしながら、20 年以上にわたる干ばつに加え、土地の乱開発・過放牧・森林火災等の影響

により砂漠化の進行は深刻化しており、地域活性化の大きな阻害原因となっている。これらの悪

循環は森林資源の減少による地域生態系の悪化や土壌の劣化及び地域住民の意識が大きな原因と

なっていることから、セネガル政府は森林活動計画を策定し、生態系回復を目指した植林活動を

実施している。わが国は青年海外協力隊のチームによる緑の推進協力や無償資金協力による苗木

育成場整備計画によってセネガルの森林計画を支援しているが、これらに加えて地域の植林活動

を推進するための手法開発が重要であるとの観点から、セネガル政府は地域農民を巻き込んだ苗

畑の自立運営と村落林業活動を振興し、もって同国の自然環境の回復に寄与するべく技術協力プ

ロジェクトを要請してきた。 

同国森林局から要請された上記要請に関し、日本側は、基礎調査、事前調査等を通じ、協力枠

組みや協力内容絞込みに関してセネガル側との協議を行った。その合意結果を踏まえ、２０００

年１月から５年間の予定で、地域住民が主体となって村落資源管理と利用を行う村落林業促進モ

デルの開発を目標として、対象地域の住民を主体とする村落林業・村落振興事業の持続的運営と、

開発された村落林業・村落振興モデルの普及、支援を担う普及関係者の育成、を概要とした協力

を開始した。 

１-２．協力内容 

＜上位目標＞ 

地域住民により持続的自然資源管理活動が開始され実施される。 

＜プロジェクト目標＞ 

対象地域において持続的な自然資源管理活動普及モデルが作成される。 

＜アウトプット＞ 

（１） 自然環境や社会経済状況に関するベースラインデータが収集される。 

（２） ボランティア農家を育成するための研修プログラムが形成される。 

（３） 研修計画が見直され、農家が研修を受ける。 

（４） ボランティア農家のネッワークを利用する普及手法暫定モデルが実施される。 

（５） 地域にある資源が、最低限の支援により、住民のイニシアティブで動員される。 

（６） PRODEFI の結果が広報される。 

（７） PRODEFI メンバーの能力が向上する。 

＜投入＞（人数は延べ数） 

（１）日本側 

・ 長期専門家派遣       8 名      ・ 供与機材          42,716 千円 

・ 短期専門家派遣       9 名      ・ ローカルコスト負担  69,223 千円 

・ 研修員受入れ         9 名 

（２）相手側 

・ カウンターパート   6 名 

・ 土地・建物（本部事務所、ニオロ事務所用地等） ・ローカルコスト約 1,500 千円 



２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野  ：氏名       職位 

団長・総括：堀 正彦   国際協力機構 地球環境部 技術審議役 

村落振興 ：勝俣 誠   明治学院大学 国際学部 教授 

社会林業 ：増田 美砂  筑波大学 生命環境科学研究科 助教授 

計画評価 ：西田 幸次  JICA 地球環境部 森林・自然環境グループ Jr.専門員 

評価分析 ：手島 茂晴  (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

調査期間 2004 年 7月 12 日～8月 1日 調査種類 ： 終了時評価 

３．評価結果の概要 

3-1.実績の確認 

投入（インプット）については一部投入の過不足があったものの概ね計画的であり特に専門家は精

力的に活動した。アウトプットについては、終了時評価までの段階で、アウトプット１～４はほぼ達

成、５～７はおよそ半分程度、という達成状況であり、全体としてはおよそ７割程度の実績である。

具体的には、アウトプット１～４では、各対象村で、地域住民向けの研修として、土壌保全、植林、

果樹・野菜、食品加工、マイクロファイナンス、機材設備保守（製粉機等）など指標とした６項目以

上のプログラムを形成・実施し、終了時評価時点で、延べ 6，449 人（うち女性 4,717 人）が研修を受

講している。但し、アウトプット５、７、及び４の一部に関しては、デニ・マニック・ゲイ（DMG）地

区でやや停滞が生じており、また活動６の進捗は全般的にやや遅れが見られる。 

プロジェクト目標達成見込みについては、成果品となる PRODEFI モデルの質が指標となるため、現

段階では検証の域をでないが、セ側との合同評価では概ね達成される見込みとされた。 

その他では現在の PDM に改訂されるまでに２度の大きな計画変更があった。 

3-2.評価結果の要約 

１．評価結果の要約 

（１） 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は以下の点から高いと判断される。 

（優先度） 

本案件が取り組んでいる「地域住民による持続的自然資源管理」という中心問題は、セネガル

政府が推進する森林行動プログラムに合致し、また、日本政府の対セネガル援助重点分野の「生

活基盤整備」「砂漠化防止」「農業」にも合致することから優先度も高い。 

（手段としての妥当性） 

中間評価時点で指摘されたように、前半計画では、以下の点がプロジェクト目標達成を遅らせた

阻害要因となっていた。 

① 分散・遠隔の対象地の選定、 

② 妥当性を欠くテロワール制における村選定、 

③ PDM における活動の責任が不明確、 

④ 活動の多さと人的投入のアンバランス、 

⑤ インセンティブを与えるための投入が一方的、画一的に実施された。 

これに対し、プロジェクト半ばで PDM の改訂により目標と活動を整理するなどのなどの軌道修

正が行われた。その結果、①については、プロジェクト期間中は修正が困難であり、デニマニッ

クゲイでは計画変更時の住民との合意事項に関して PDM 改訂後もやや影響を引きずる形となった

が、テロワール単位から村単位のアプローチへの変更や PRODEFI の地区担当制の導入と PRODEFI

傭上のアニメータ（普及員）の投入によるコミュニケーションの改善が図られるなどして、②～

⑤の問題は解決されている。このため、計画については、前半の過程でいくつかの懸念材料があ

ったが、計画の見直し等により、最終的には概ね適切な手段がとられているものと評価できる。

（ニーズ） 

本案件はセネガルの開発課題である持続的開発や自然資源劣化対策として重要な持続的自然資

源管理に合致し、対象となっている「落花生盆地」地域の課題である土壌劣化や土壌浸食対策な

どにも対応しており当該地域のニーズにも合致している。 



また、住民参加による社会林業やアグロフォレストリーの普及および普及手法の開発を課題と

していた行政（森林局）側のニーズ、生計向上や生活向上を優先とする住民、という双方のター

ゲットグループのニーズに合致している。 

 
（２） 有効性 

プロジェクトの有効性は以下の点により高いと判断される。 
 

「対象地域において持続的な自然資源管理活動普及モデルが作成される。」というプロジェクト

目標の達成度は、評価段階では検証の域を出ていないものの、普及マニュアルは作成中であり、

４つの対象地区のうち２地区では住民による顕著な自然資源管理活動が活発化していることなど

から達成可能の見込みである。 

また、アウトプットとプロジェクト目標の因果関係については、2002 年 9 月に PDM 改訂により

整理されている。概念的にアウトプットを整理すると以下のとおり。 

○アウトプット１～５：住民主体の持続的自然資源活動 

○アウトプット６  ：広報 

○アウトプット７  ：C/P 等のキャパシティ・ビルディング 

即ち、アウトプット１～５を体系化して、『PRODEFI モデル』と呼称する「方法論および活動事

例」として取りまとめることによりプロジェクト目標の達成が概ね担保され、アウトプット６と

７プロジェクト目標の達成および上位目標への波及効果を補完する構成となっており、アウトプ

ットとプロジェクト目標の間の論理性は保たれているものと判断される。 

 

（３）効率性 

プロジェクト初期にはテロワール毎に均等に投入が決定されたが、当初期待されたテロワール

開発委員会（CIVD）によるテロワール毎の活動が機能せず、画一的な投入となった点は効率性を

阻害した要因となっていたが、PDM 改訂等の計画見直しにより、終了時には軌道修正が図られた形

となっている。 

プロジェクト後半においては、住民へのインプットは研修と研修に関わる最低限資材に限られ

たが、住民活動が活発化している。そのため、実績でみたとおり、目標としたアウトプット全体

に対して約７割という達成状況からみると、インプットに対するアウトプットの算出状況、即ち、

効率性は概ね高いといえる。 

 

（４） インパクト 

本プロジェクトでは上位目標の指標として、「PRODEFI が作成した持続的自然資源管理活動もデ

ルの成果を活用する人の数」（住民へのインパクト）と同モデルを活用する介入者、即ち他ドナー

や NGO など主体となる地域住民から見た外部介入者の数（他ドナー等への PRODEFI モデルのイン

パクト）を置いており、以下のようなインパクトが見られる。 

ア．住民へのインパクト 

プロジェクトの半ばの PDM 変更時において、住民とプロジェクトとの間にコミュニケーションの

問題が生じた。PDM 変更後、研修を中心とした活動では、研修技術・知識を住民が実践し、自助努

力による住民活動が活性化しつつある。 

 イ．PRODEFI モデルのインパクト 

効率性の欄でも触れたとおり、本プロジェクトでは、活動後半に取り入れた口コミによる普及

効果(farmer to farmer)、地場資源や地域人材を研修素材や講師として活用すること（ローコス

ト）、研修項目の多様化など通じて住民の実践度を高めるためのリスク分散の考え方（ローリスク）

などを仮説として取り入れ、アウトプット１～４、５に関する活動により参加人数や事業の実践

度など効果の発現状況をモニタリングし、「PRODEF モデル」を取りまとめている（PRODEFI の活動

を通じて取りまとめられた方法論のため、関係者では『PRODEFI モデル』と呼称）。 



終了時調査団が、対象各村での住民研修・普及活動を実施した結果、ア．については、住民に

対してはそのインパクト、有効性が確認できた。 

ただし、イ．に関し、今後は NGO や他ドナーへの PRODEFI モデルの広報を行い、モデルに関す

る意見交換や広報活動に重点をおく必要がある。 

 

（５）持続性 

PRODEFI 型研修を住民に行った結果、村落開発委員会（CVD）による組織的な活動、住民個人の

活動が活性化している。PRODEFI では住民のオーナーシップの観点から、研修で得た技術・知識を

もとに、住民自身が自らの手段を用いて活動していくことを重視している。プロジェクトの終了

後も研修で得た技術・知識は住民の中に残り、継続して行われる可能性は高い。 

 

２．評価の総括 

PRODEFI の成果として以下の点が評価できる。 

（１）プロジェクトによって実施された研修をもとに収入向上の活動が始まった村があった。 

（２）プロジェクトが行った研修の技術や知識が対象外の地域にも広まる事例がみられた。 

（３）広く村人全員に研修の機会を与えた結果、多くの女性が参加するようになった。 

（４）研修の結果として、住民が組織を作って活動するようになる事例がみられた。 

（５）プロジェクトの収入向上活動の結果、住民の貧困問題が緩和される事例がみられた。 

 

３．所感 

 当プロジェクトは、開始時に結果的には過大だったと思える計画を策定したために、当初はプ

ロジェクトの実施に困難を生じたが、プロジェクト期間のほぼ中間の 2002 年 9 月に計画の大幅な

見直しを行い、地域住民に対する研修に焦点をしぼった地域開発・天然資源管理に関する普及モ

デルの開発をめざすプロジェクトとしたものである。 

 プロジェクトからの報告、短期専門家の報告などにより、地域住民のニーズに基づいた、①対

象村落内で行う②地域の人的資源を活用した③すべての村民に開かれた研修という当プロジェク

トの活動によって、地域住民自身による様々の活動が活性化されているとの報告をうけていたが、

実際に現地を視察することにより、これらの活動の一端を見ることが出来た。このことから、プ

ロジェクトはその目的を達成しつつあるものと評価できる。 

一方、プロジェクト当初に導入された施設などが、一部地域においては十分に活用されていな

い実態もみられた。 

 今回のセネガル側評価団は、当初の評価方法の説明、3日間にわたる現地視察、文書作成のため

の 3 日間の協議ともほぼ全員が参加し、積極的かつ真剣な態度で評価に臨んだ。団内の議論もき

わめて友好的な雰囲気の中で行われた。その中でしばしば、これはセネガルのプロジェクトであ

るとの発言があったことが印象的であった。また議論の内容も建設的で、当方が考えていた問題

点についても先方から先に指摘があるなど、公平な議論が行われたといえる。 

その結果として、①現在のプロジェクトの状況に関しては満足していること、一方、②プロジ

ェクト開始当初には過大な計画など様々の問題が見られたこと、③これらの問題点については、

将来の経験のために報告書に記述することとの基本的な合意に基づいて報告がまとめられたこと

は幸いであった。 

プロジェクト終了時までの活動としては、プロジェクトの経験及びモデルに関する文書等の作

成に重点をおき、関係者への広報に努めることを提言した。また、プロジェクト終了後に関して

は、住民の持続的な活動を支援するための普及活動を継続することを提言した。 

本プロジェクト終了後の JICA の協力の可能性については、時間の関係で議論されなかった。今後

関係者間の協議を早急に開始し、日本側の方針を決定する必要がある。 
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