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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：安全な水とコミュニティー活動支援プロジェクト 
分野：水資源 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：地球環境部第三グループ水資源 

第二チーム 
協力金額（予備・事前調査等含）：653 百万円 

（R/D）： 2002 年 10 月 7 日 

先方関係機関： 
1) 主務官庁：農業・水利省 
2) 実施機関：維持管理局(DEM)  
3) 協力機関：水資源計画管理局（DGPRE），水利局（DH），生産

活動関連部局（農業局 DA，園芸局 DH，牧畜局 DE）
協力期間：3 年間 
（2003.1 – 2006.1） 

日本側協力機関：日本テクノ(株)、(株)アースアンドヒューマンコ

ーポレーション 
 

 
 
協力期間 

 

他の関連協力：1979 年の第 1 次から現在実施中の第 13 次に至る

村落給水関連の各無償資金協力 

1-1 協力の背景と概要 
我が国はセネガル共和国（以下セネガル）地方給水分野への無償資金協力を過去 25 年以上にわたって実施してき

た実績を有する。その結果、女性や子供たちが水くみ労働から解放されるとともに、住民はより衛生的な生活を享受

することができるようになるなど、我が国による一連の地方給水案件は地域住民の生活環境改善に大きく貢献してい

る。 
過去の給水分野における我が国の対セネガル援助は、無償資金協力による給水塔の建設・改修などハードに対する

ものが中心であったが、これらハードをいかに維持管理し、応用・発展させていくことが持続的開発のために必要で

あると考えられた。このような背景のもとに、セネガル政府は、無償資金協力で整備された給水施設をもつ 109 の給

水サイト（裨益人口 30 万人以上。セネガルの総人口は約 900 万人）を主な対象として水管理組合の運営指導を行う

と同時に、女性をはじめとする地域住民の生活改善や村落開発活動に対する支援活動を行うことを目的とする本プロ

ジェクトの実施を要請してきた。 
これに対して国際協力事業団（現・国際協力機構、以下 JICA）は三次にわたる事前調査団を派遣し、セネガル側

と協議の結果、「プロジェクト対象サイトでの活動を通じ、持続的な水利用体制が確立される」ことを目的とする技

術協力プロジェクトを 2003 年 1 月から 3 年間の予定で実施することをセネガル側と合意し、2002 年 10 月 7 日セネ

ガル側との間で協議議事録（以下 R/D）を署名・交換した。 
1-2 協力内容 
(1) スーパーゴール  
持続的な水利用体制が広くセネガルに波及する。 

(2) 上位目標 
1) 持続的な水利用体制普及のための行政能力が向上する。 
2) 対象地域において住民の生活が改善される。 

(3) プロジェクト目標 
プロジェクト対象サイトでの活動を通じ、持続的な水利用体制が確立される。 

(4) 成果 
1) 行政、村落住民及び民間業者の連携による給水施設維持管理システムが構築される。 
2) 水管理委員会が適正に運営される。 
3) 水利用ガイドラインに沿った水利用が行われる。 
4) 実証サイトにおける生産活動が多様化する。 
5) 対象サイト住民の安全な水に係わる衛生慣習が改善される。 

(5) 投入（評価時点） 
日本側： 
専 門 家 派 遣：9 名（116.6 M/M） 
研 修 員 受 入：8 名 
機 材 供 与：64,852 千円 
研 修 施 設 整 備：57,232 千円 
ローカルコスト負担：53,395 千円 

相手国側： 
カウンターパート配置：12 名  
事 務 所 施 設 提 供：専門家執務室 
ローカルコスト負担：事務所改修費、電気、水等    
 
 

2. 評価調査団の概要 

 調査者 調査団員数 4 名 
(1) 団 長 ・ 総 括：富本幾文 国際協力機構地球環境部部長 
(2) 水資源管理政策評価：村上雅博 高知工科大学工学部大学院教授 
(3) 調 査 企 画：杉田映理 国際協力機構地球環境部第 3 グループ職員 
(4) 評 価 分 析：監物順之 中央開発株式会社 
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調査期間 2005 年 11 月 5 日（土）～11 月 27 日（日） 
官団員は 2005 年 11 月 15 日（火）～11 月 25 日（金） 

評価種類：終了時評価 

3. 評価結果の概要 
3-1 実績の確認 
プロジェクト終了までに全ての成果は発現すると見られる。 
サイトにおける運営維持管理能力の向上（指標 1）及び施設事故による給水停止日数の減少（指標 2）から判断し

て、プロジェクト目標は達成したと判断される。ただし、この状況が継続するためには、充分な民間業者が存在しな

い遠隔地において維持管理を民間業者との契約を締結するモデルの構築、行政側の役割と関連業者契約にかかわる法

制度の整備及び行政側によるモニタリングの継続が必要となる。 

3-2 評価結果の要約  
(1) 妥当性 

事前評価表（2002 年 11 月）では本プロジェクトの妥当性は高いとしているが、この状況は現時点でも変わってい

ない。以下の点から本プロジェクト実施の妥当性はむしろ高まっていると言える。 
・ 国連ミレニアム開発目標のターゲット No. 10「2015 年までに、安全な飲料水を継続的に利用できない人々の割合

を半減する。」と整合する。 
・ ODA 大綱の四大重点課題のうち（1）貧困削減 （2）持続的成長 （3）地球的規模の問題への取組について、本

プロジェクトは資するものである。 
・ 「日本の対アフリカ協力政策」（外務省、平成 17 年 4 月）の「人間中心の開発」の中で、アフリカの人々に安全な

飲料水及び衛生施設を提供することを重点項目としている。 
・ セネガル政府は国連ミレニアム開発目標にあわせ、目標年（2015 年）までに目標達成するための給水事業改革

（Reforme）政策を発表している。これによれば、過去村落給水施設の維持管理を政府（所管 DEM）の直営事業と

していたが、予算、人員に限りあることもあり、持続可能な維持管理体制として裨益住民自身による維持管理を推

進しようとしている。本プロジェクトは住民による利用者水管理組合（ASUFOR）を結成し、日常的な維持管理は

ASUFOR 自身が行うとともに大型機材を必要とする維持管理業務については業者との契約により実施することを

支援するものであり、セネガル政府の方針に合致するものである。 
・ さらに本プロジェクトでは、ASUFOR を核として、ASUFOR 活動への女性や若者の積極的参画を通じ、対象地域

における生産活動多様化活動や生活環境向上活動を推進している。これらはグローバルな開発目標である貧困削減

や感染症対策にも貢献するものである。 
(2) 有効性 

サイトにおける運営維持管理能力の向上（指標 1）及び故障による給水停止日数の減少（指標 2）から判断して、

プロジェクト目標は達成したと判断される。プロジェクトの成果は全て目標達成に貢献しており、本プロジェクトの

有効性は高い。 
(3) 効率性 

投入は全体としてプロジェクト活動に有効に活用され成果の発現に適切に貢献している。他の技術協力プロジェク

トに比して、投入のなかでは専門家の投入が占める比重が高く、その他の投入（機材供与、カウンターパート訪日研

修）は比較的小さい。業務実施型で実施した本プロジェクトは、全体としては比較的短い期間に大きな成果が得られ

ており、効率性は高い。すなわち、3 年間で成果指標のほとんどを達成している。 
なお、セネガルにおいて類似の事業（ASUFOR 啓蒙普及活動）を実施している他ドナー（フランス AFD， ベルギ

ーCTB、EU、ルクセンブルク）との連絡協議会が本プロジェクトの呼びかけで始まったが、ASUFOR 啓蒙普及活動

に有益な情報、手法、ツールの共有は効果的、効率的プロジェクト活動に貢献している。またプロジェクトの提案に

より、給水関連技術三局（DH、DEM、DGPRE）との連絡協議会がプロジェクト期間中的定期的に開催された。 
(4) インパクト 
1) 上位目標・スーパーゴール達成の見込み 
多くの既存調査が給水施設の建設により水因性疾患率が削減し、初等教育のドロップアウト率が低下することを示

している（本プロジェクトにおいても給水施設建設前のデータが得られる地域では同様に確認された）。これらの指

標が低位のまま維持継続できるかは、給水施設が適切に維持・管理され安定的に継続給水されるかにかかる部分が大

きい。今後も、ASUFOR が給水施設を適切に維持管理していくことが予測されるため、水因性の疾患、初等教育ド

ロップアウト率は低く抑えられることと推測できる。よって上位目標達成の可能性は高いが、プロジェクト終了後も

サイトの定期訪問を実施する等のフォローアップ体制確立が鍵となる。 
また、本プロジェクトのスーパーゴールは、MDGs のターゲット No.10「2015 年までに、安全な飲料水を継続的に利

用できない人々の割合を半減する」と重なるものであり、セネガル政府も MDGs 達成を重要課題としている。ASUFOR
が適切に運営されることは、その中で重要な役割を担うものとされている。セネガル政府が本プロジェクト終了後も

対象サイトへの継続的フォローアップと新規サイトへの拡大のための適切な体制を構築するならば、スーパーゴール

が 2015 年までに達成される可能性は大きい。 
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2) その他のインパクト 
 安全な水の安定的供給は人間の基本的ニーズの代表であり、それを目指す本プロジェクトからは、以下のとおり多

方面で大きなプラスのインパクトが発現しつつある。 
• 関連する政策の策定と法律・制度・基準などの整備への影響（ASUFOR 普及、民間契約体制の推進） 
• 男女共同参画の推進（ASUFOR への女性参加の促進） 
• 実施機関の人事・組織・予算等への影響（DEM の ASUFOR 普及体制強化等） 
• 環境保護への影響（環境に優しい農業の推進、地下水モニタリング等） 
• 技術面での変革による影響（ASUFOR 啓発普及における手法･技術、ジェンダー配慮、オペレーターの継続的な

研修、節水農法や集約型牧畜技術等、本プロジェクト活動において推進した技術面での影響） 
なおマイナスのインパクトは現時点では予測されていない。 

(5) 自立発展性 
村落レベルにおける自立発展性 （本プロジェクトが対象としたサイトでは協力終了後も住民を中心に水利用組合の

活動が継続・発展していくか） 
サイトにより差が大きい。先進優良サイトでは既に住民が力をつけており、自立発展性は高い。しかし後発サイト

では、ASUFOR 活動がスタートしたとはいえ経験が不足であり、引き続きフォローアップによる指導・支援が必要

である。 
国レベルにおける自立発展性 
カウンターパートは力をつけており、能力的には、協力終了後も実施済みサイトのフォローアップや新規サイトへ

の啓蒙普及はある程度可能と思われる（すでにカウンターパートにより、プロジェクトで作成した教材やツールを使

い、彼らだけでプロジェクト対象外の 53 サイトにおいて啓蒙・普及活動を行った実績がある）。しかしながら全国展

開を考えた場合、予算、人員が充分とは言い難い。 
全体的自立発展性 

ASUFOR 啓蒙普及活動のモデルは確立しつつあり、カウンターパートも力をつけている。政府の重要政策であっ

て政策的支援も期待できることから自立発展性はあると判断される。また、民間契約を実施するための手順について

は、プロジェクトの支援で整備されつつあるため、AUSFOR との民間契約が今後増加することが予想される。しか

しながら、自立発展性をより確かなものとするためには、提言に示される事項が実施される必要である。 
3-3 効果発現に貢献した要因 
(1) 技術移転の方法 

JICA の技術協力プロジェクトにおいては、派遣専門家が技術移転を行う対象はカウンターパートに限定され、想

定受益者に対する指導は相手国側に任されている例が少なくない。JICA 技術協力の長所は、カウンターパート並び

にコミュニティー住民の能力形成に注力している点にある。本プロジェクトにおいても形の上での直接的技術移転の

対象はカウンターパート 12 名ということになっているが実際には専門家とカウンターパートが協働して地方維持管

理担当者（BPF）や地域住民維持管理組合(ASUFOR)等に技術指導を行っている。この方式は本プロジェクトにおい

ては有効であった。 

(2) 年次モニタリングとその結果に基づく PDM の修正 
・年 1 回、専門家とカウンターパートが協働で過年度の活動、進捗状況を発表するセミナーが開催された。 
・プロジェクトの進展に応じて活動分野が拡大するため、毎年新規のカウンターパートが参画してきたが、これら新

規のカウンターパートのプロジェクト理解促進もかねて毎年 PCM ワークショップが開催され、進捗状況の確認と

次年度計画が議論されるとともに PDM の改訂が検討された。 
・ワークショップの結論をもとにカウンターパートと専門家が PDM 改定案、次年度活動計画案を作成し、合同調整

委員会に提案し承認を受けている。 
・これらの改訂作業の結果、プロジェクトの基本的枠組みは R/D に記述された計画内容を維持しつつ、投入、活動

の明細や時期、目標や成果の指標を実情に応じて改訂されており、有効かつ効率的な実施となっている。 

(3) ASUFOR 先進サイト住民による後発サイト支援 
本プロジェクトでは ASUFOR 後発地域に対する啓蒙普及活動において、ASUFOR 先進地域の住民の協力（住民集会

に参加して意見を述べたり質問に答えたりする等）を得ている。この手法は、後発サイトの意欲の増進にも繋がり、

効果の発現が促進された。 
3-4 問題点及び問題を惹起した要因 
(1)本プロジェクトの ASUFOR 啓蒙普及対象 24 サイトは、いずれも首都から遠い遠隔地に散在している。幹線道路に

沿ったサイトはまだ良いが、幹線道路から離れたサイトは未舗装道路を数時間走行しなければサイトに到着しな

いが未舗装道路には雨期には走行できないところもあり、また夜間の走行は極めて危険であるため、活動は昼間

に限定される。 
(2)対象サイトの多くは、ウォルフ族を主とした農耕民族とプル族を主とした移動牧畜民族との複合社会を形成してい

る。民族間の社会・文化的慣習にも相違があり、経済的利害にも差があって住民合意の形成には時間をかけた話

し合いが必要であった。 
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(3)農耕民族は、農繁期（雨期及び雨期直後の収穫期）には多忙で集会を開いても集まりが悪い。他方牧畜民族は、雨

期には周辺に草が生えているため集落周辺に定住しているが、乾期に草が枯れると草を求めて移動し、集落を訪

ねても人がいない。本プロジェクトでは、住民との話し合いが活動の中心となっているが、両民族同時での話し

合いが極めて困難であった。 

(4)以上の通りサイトが遠隔地に散在していることがプロジェクト活動の効率的実施の阻害要因でであったが、更に本

プロジェクトでの重要な要素である ASUFOR と民間業者との維持管理契約締結について、能力のある、大規模業

者は遠隔地の散在サイトに興味を示さず、中小業者は能力不足のため適切な業者の選定に困難が生じた。 
3-5 結論 
本プロジェクトは、セネガルにとり優先度、必要度の極めて高い住民参加型の村落給水設備維持管理体制を構築す

るものであり、妥当性は高い。効果的、効率的に目標を達成しつつあり、各方面で大きな正のインパクトが出始めて

いる。全体として成功したプロジェクトといえよう。自立発展性の面では、一部のカウンターパートが、プロジェク

トで導入した手法・ツールを使用して、独自にプロジェクト対象以外のサイトにおいて ASUFOR の啓蒙・普及活動

を開始している事実からも、技術面での自立発展性は高いといえる。しかしながら、今後セネガル側だけで活動を継

続するために必要な予算手当ができるかについては不安がある。 
3-6 提言 
3-6-1. プロジェクト終了時までに達成すべき成果・活動 
(1)現在専門家とカウンターパートのチームが各サイトを巡回し、状況チェックと問題が見られた場合の再指導を実施

中である。本フォローアップ活動の結果をとりまとめ、プロジェクト終了後にセネガル側がとるべき具体策につ

いてセネガル側に提言を提出することが望まれる。 
(2)成果 1 の一部である ASUFOR と民間業者との維持管理契約の締結について、進捗の遅れが見られる。調査時点ま

でに契約締結にいたったサイト北部地域の 1 サイトのみである。南部地方においてもプロジェクトの残り期間内

に少なくとも 1 サイトで契約締結できるよう努力することが求められる。 
3-6-2. プロジェクト終了後の活動に対する提言 

本プロジェクト ASUFOR 普及対象サイト 24 箇所全てにおいて ASUFOR が結成され活動を開始している。従って

プロジェクト目標は達成されたと言えるが、本プロジェクトにより設立された ASUFOR が適切に運営され、またセ

ネガル側によって新たなサイトに拡大し、全国展開を行うことにより、上位目標、スーパーゴールの達成に向かって

前進することが望まれる。そのためには以下の対応が必要である。セネガル側はその体制を構築すること、JICA 側

はそのためにどのような協力が可能かを検討するよう提言する。 
(1)既存サイトのモニタリング及びフォローアップの継続と新規サイトへ拡大を行うための充分な体制（特に人材や資

金の確保を含む）が構築されること。 
(2)遠隔地において、民間業者と維持管理契約を結ぶための有効なモデルを開発すること。 
3-7 教訓 
本プロジェクトは成功裏に予定された協力期間の終了を迎えつつある。成功の要因として、以下が挙げられる。

(1) 相手国ニーズへの対応 
本プロジェクト成功の主要な要因として、プロジェクトの主目的である住民参加型給水施設維持管理システムの構

築が、セネガル側にとり優先度・必要度の極めて高い課題であったことがあげられる。 
本事例は、相手国政府の政策において優先度の高い課題を選択・集中して協力することの重要性を示すものと言え

る。また、本プロジェクトでは、コミュニティーのニーズやディマンドを調査し、それに対応するよう注意を払った。

 

(2) 他のドナーによる類似プロジェクトとの連携 
本プロジェクトの提唱により、セネガルにおける地方給水分野のプロジェクトを実施している AFD（REGEFOR）、

CTB（PARPEBA）、EU（PRS2）及び JICA による会合が開催された。この会合の開催により、情報の交換、有用な手

法やツールの共有が合意され、共通マニュアルの作成準備が進められていた。 
 
(3) サイトごとに異なる状況への理解と対応 

プロジェクトの対象 25 サイトはセネガル各地に散在し、サイトごとの社会環境、自然環境には大きなバラツキが

ある。開始当初、プロジェクトでは社会調査、ジェンダー調査、ニーズ調査等各種の調査を実施した。また、給水施

設維持管理現況調査も実施している。さらに、派遣された JICA 専門家の多くは、セネガルにおける長い業務経験に

基づく地域理解を有していた。そのためプロジェクト活動はサイトごとの多様さに対する理解に基づいて実施され

た。施設オペレーションや ASUFOR 活動のためのマニュアル及びガイドラインも、それぞれの現地語に訳された。

(4) 技術移転の手法 
本プロジェクトにおいてはカウンターパートに対する技術移転の手法として一般的な座学等による訓練も行ったが、

主要な技術移転は専門家とカウンターパートがチームを組んで一緒に村落に入り、活動を実施するという「経験から

学ぶ」ことを重視するものであった。このような手法は、本件のように住民参加型の維持管理システムを構築する案

件において有効性が高いと言える。 
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(5) 組織強化後に生産活動多様化へ 
本プロジェクトは、中心課題である給水システム維持管理とあわせ、生産活動多様化（農牧業活動）等を通じた村

落開発の要素をも含んでいる。農牧業活動についてのセネガル側の所管部局が本プロジェクトの実施機関（維持管理

局）とは異なったために困難もあったが、今回の評価結果によれば、生産活動多様化についても成功したと結論づけ

られる。 
成功の要因として、農牧業活動は ASUFOR の組織運営が優良であるサイトに限定して行ったことがあげられる。

換言すれば、両要素を同時進行するのではなく、ASUFOR が設立され、運営が軌道に乗ったところへ ASUFOR をベ

ースとした農牧業を行う方が成功の確率が高いと考えられる。 
(6) 従量制水料金制度の有効性 
従量制水料金制度の導入に対しては一部のサイトに抵抗はあったが、まもなくこの制度は水料金負担の公平性、会

計の透明性、節水に対し有効であることが明らかになった。特に、農牧業活動においては、水の過大使用は直ちにコ

ストとなって収益を圧迫し、せっかく生産しても赤字となることを経験から学ぶことができた。 
(7) モニタリングシステム 
本プロジェクトは、水資源、給水施設及び ASUFOR 活動に対するモニタリング体制の確立を支援してきた。水資

源モニタリング（揚水量及び地下水位の変化を含む）は、水資源の過剰使用及び施設の損傷を回避するために特に重

要である。また、有効な維持管理、適切な水利用のためには、ASUFOR 活動に対するモニタリング・助言も必要で

ある。モニタリングの継続は、村落レベルでの自立発展性確保のために極めて重要であると言える。 

 




