
 

評価結果要約表 

 

1 案件の概要 

国名：セネガル共和国 案件名：総合村落林業開発計画延長フェーズ 

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：セネガル事務所  協力金額（評価時点）： 

本体協力：約 500,000,000円 

延長フェーズ：約 341,699,000円 

先方関係機関：環境・自然保護・滞水池・人造湖省水森

林狩猟土壌保全局 

日本側協力機関： 林野庁 

協力期間： 

本体協力期間：2000年 1月 15日~2005年

1月 14日 

（R/D締結日：1999年 8月 26日） 

2005年 1月 15日～2008年 3月 31日（延

長フェーズ） 

(R/D締結日：2004年 12月 22日) 

他の関連協力： 

1-1 協力の背景と概要 

 セネガルでは近年、人為的要因などによる森林植生の減少や、土壌・環境の劣化に伴う農業生産の

悪化が問題となっており、地域経済の活性化を阻害している。日本は 2000年 1月よりプロジェクト

方式技術協力「セネガル国総合村落林業開発計画」を開始し、地域住民による自主的な植林活動の促

進と地域生産システムの改善を通じて、住民の生活向上と生態系の維持・回復を支援してきた。プロ

ジェクトの開始時には、過大とも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・自然資源管理に関する普及モデルの開発を目指すプロジェクト

としている。 

同プロジェクトの終了に際して、上記の背景から、住民による持続的な自然資源管理活動について、

定着するに至っていないことから、セネガル政府から要請を受け、延長フェーズを実施することに合

意した。それを受けて、JICAはアイ・シー・ネット株式会社に業務委託する形で、2005年 1月より

本プロジェクト延長フェーズを開始した。 

 本プロジェクトは、参加者を選択しない研修をエントリーポイントとし、住民のニーズに合致した

活動を実施することで、住民による自然資源管理活動の持続性の確保を念頭に行われた。また、本プ

ロジェクトの提案する「PRODEFI モデル」（以下「モデル」）が、プロジェクト終了後も他組織に活

用されるよう、モデルの持続性の確保が目指され、同時に経験や成果を共有するための広報活動も実

施された。 

※【PRODEFI（プロデフィ）モデルについて】 

プロデフィモデルは、総合的な住民参加型村落開発アプローチであり、住民が持っている活力を引き

出し、その活力を個人や組織の活動の活性化につなげ、住民を自分達による自分達のための地域の開

発プロセスへと導くアプローチです。 
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1-2 協力内容 

(1)上位目標 

対象地域住民により持続的自然資源管理活動が実行される。 

(2)プロジェクト目標 

 「持続的自然資源管理普及モデル（PRODEFIモデル）」を展開し、同モデルに必要な改善を加え、

対象地域内で活動の普及を図る。 

(3)成果 

1）各対象村の社会経済及び生態系に係る基本データが収集される。 

2）対象村の村人と共に研修プログラムが策定される。 

3）研修プログラムに基づき村人が研修を受ける。 

4）持続的自然資源管理に係るエクステンションモデルが研修員の普及ネットワークを通じて実践さ

れる。 

5）研修後、持続的な自然資源管理活動を継続するため、村人によってローカルリソースが活用される。 

6）PRODEFIの成果が広くアクセス可能なものとなる。 

7）PRODEFIの管理、調整、コラボレーション能力が強化される。 

(4)投入（延長フェーズ） 

1）日本側： 

・長期専門家派遣：8名     ・供与機材：約 9,300千円 

・研修員受入：4名       ・ローカルコスト負担：約 8.515円 

2）セネガル国側： 

・カウンターパート：6名 

・土地・建物：土地を提供、建物は本体フェーズにて日本側予算で建設。 

・ローカルコスト負担：約 8,248千円 

2 評価調査団の概要 

調査者 担当分野 ：氏名       職位 

団長/総括：伊禮 英全 JICAセネガル事務所長 

評価指導 ：高野 憲一 JICA地球環境部 技術審議役 

評価計画 ：松久 逸平 JICA地球環境部 第一 G森林・自然環境保全第二 T 

調査計画 ：加藤 浩一 JICAセネガル事務所 

評価分析 ：田中 里美 （株）CDCインターナショナル 

評価分析 ：Mr. Ibrahima NDIAYE      

環境・自然保護・貯水・人口湖省森林局フォローアップ・評価部 

評価分析 ：Mr. Mame Mory DIAGNE 

      環境・自然保護・貯水・人口湖省森林局造林部 

※本件調査は日本側とセネガル側とにより合同で実施された。 

調査期間 2007年 12月 3日～同月 14日  

3 評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

3-1-1）上位目標：「対象地域住民により持続的自然資源管理活動が実行される。」 
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終了時評価時点で PRODEFI モデルを取り入れている他ドナー及び NGO はないが、いくつかの肯

定的な傾向が見られた。具体的には、ダカール森林局は、日本社会開発基金（JSDF）に PRODEFIモ

デルを適用したプロジェクト・プロポーザルを作成し提出した。また、モデルに関するドラフト・ユ

ーザーズ・マニュアルが作成され、各ステークホルダーに配布された。プロジェクトは 2つのドナー

のプロジェクトと連携協定を締結し、他 1プロジェクトとも同協定について検討中にある。その他、

プロジェクトと連携している PROGERT が、PRODEFI の対象地域をプロジェクト・サイトとして選

定している。 

 

指標１：持続的な自然資源管理の PRODEFIモデルを採用した他ドナー及び NGOの数 

指標２：PRODEFIモデルから習得した知識や技術を実践した人の数 

 

3-1-2）プロジェクト目標：「持続的自然資源管理普及モデル（PRODEFI モデル）」を展開し、同モデ

ルに必要な改善を加え、対象地域内で活動の普及を図る。 

PRODEFI モデルに関するドラフト・ユーザーズ・マニュアルは、森林局に 40 冊、カオラックの

NGOや他ドナー等関係者に 50冊、他の地域の関係者に 2冊配布された。同マニュアルはプロジェク

ト終了までに最終版が完成予定である。研修参加者のネットワークを通して研修内容が対象村落内外

で普及されている。2007年 1月の調査結果によると、1人の研修参加者につき約 1～30人の研修不参

加者に研修内容を伝達しており、平均すると各人が約 5人に研修内容を伝えていることになる。2007

年 12月 11日にプロジェクト・サイトであるカオラック州ニョーロ県で実施されたセミナー参加者の

インタビュー結果によると、PRODEFI モデルは、地域住民による持続的な自然資源管理のためのア

プローチとして適切と評価されている。 

 

指標１：＜研修参加者の普及ネットワークを基盤にした持続的な自然資源管理のための普及モ

デル＞（英仏語版）が利用可能である 

指標２：持続的な自然資源管理の普及モデルのマニュアルの配布数 

指標３：PRODEFIモデルの関連組織のコメント 

 

3-1-3）成果 

1）成果 1：各対象村の社会経済及び生態系に係る基本データが収集される。 

全対象村落で 2 つの調査が実施され、「ベース・ライン調査報告書」及び「地域資源調査報告書」

としてまとめられ、研修プログラム策定及び実施に際して参照された。 

 

指標 1：各村で少なくとも 1つの調査が行われる 

指標 2：頻繁に調査レポートが（プログラムデザイン等に）参照される 

 

2）成果 2：対象村の村人と共に研修プログラムが策定される。 

21の新規対象村落のうち 20の村落で 9つ以上の研修モジュールが作成され、1村落では 8つの研

修モジュールが作成された。9つの継続対象村落のうち 5つの村落で 4つ以上のモジュールが作成さ

れ、それ以外の 4つの村落では、3つのモジュールが作成された。 

プロジェクト実施期間を通して、合計 246 セッション（回）の研修が対象村落で実施され、13 セッ
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ション（回）の出前研修（対象村落以外での研修）が POGV2と PROGERTの両プロジェクトの対象

村落で実施された。 

 

指標 1：各対象村落で準備された研修モジュールの数：現フェーズで選定された村では 9つのモ

ジュール、前フェーズで選定された村では 4つのモジュール 

指標 2：研修セッション（回数）の数（225セッション） 

 

3）成果 3：研修プログラムに基づき村人が研修を受ける。 

合計 5,002人の男性と 10,822人の女性が植林、苗木生産、野菜栽培・加工等の研修を受講した。 

 

指標 1：社会グループによって分類された研修参加者の人数（男性：1823人、女性：4860人）

 

4）成果 4：持続的自然資源管理に係るエクステンションモデル（PRODEFIモデル）が研修員の普及

ネットワークを通じて実践される。 

プロジェクトの調査によると平均 59.2％の研修参加者が、研修を通して知識と技術を習得した。研修

後の実践の割合は、研修モジュールによって異なるが、ほとんどの場合、10％以上の研修参加者が研

修によって習得した技術を実践している。 

プロジェクトの調査によると、50 人の研修不参加者が研修参加者の実践をコピーした。指標 2 は終

了時評価時点では達成されていないが、上記データは 2007年 1月に取られたもので、サンプル数も

研修不参加住民 1,169分のみであることから、プロジェクト終了時には達成が見込まれる。 

終了時評価時のアニメーターへの質問紙調査結果から、枠堰による土壌浸食の問題解決に関連して、

住民が自費で資機材の輸送経費を支出するなど自主性に向上が見られた、と回答あった。 

 

指標 1：10％以上の研修参加者が研修で習得した知識や技術を使う 

指標 2：67人の住民が研修参加者の実践をコピーする 

指標 3：住民の行動変化 

 

5）成果 5：研修後、持続的な自然資源管理活動を継続するため、村人によってローカルリソースが

活用される。  

2006年の苗木生産活動の研修参加者は、200人の個人と 29グループ、2007年は、302人の個人と 26

グループであった。植林活動の研修参加者数は、1,919人の個人と 194のグループであった。 

住民は植林活動のために、苗木の運搬（森林局から植林地）に自らの荷馬車を使い、プロジェクト車

輌を利用する時は燃料代を支払っている。また、住民は枠堰を造るための石や材料の運搬に係る燃料

費を支出している。 

 

指標 1：持続的な自然資源管理のための各活動の研修参加者数 

指標 2：住民の研修後の各自然資源管理活動への資金面、行動面での貢献 

 

6）成果 6：PRODEFIの成果が広くアクセス可能なものとなる。 

ドラフト・ファイナル・レポートが作成され、3人のカウンターパートがそれぞれ対象村落を分担
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して調査報告書を作成している。また、持続的な自然資源管理のための普及モデルのドラフト・マニ

ュアルが作成され、プロジェクト終了までに最終版が完成予定である。 

プロジェクトは、計画、実施、プロジェクト結果報告のために 10 回セミナーを実施し、プロジェ

クト終了時までに 4つのセミナーが計画されている。 

プロジェクトの調査結果によると、96％の住民がプロジェクトの存在を知っており、そのうち 84％

がプロジェクト活動の主な内容を答えられる。なお、UNDP、GEF、世銀、IFAD、WADB、GTZ及び

USAIDについては、ドナー会議や連携協定に係る交渉を通じて、プロジェクトは認識されている。 
 

指標 1：英仏語で少なくとも 5つの出版物（英仏語のファイナル・レポート、仏語での対象地域にお

ける 3つの調査レポート、自然資源管理の普及マニュアル：プロジェクト終了時に評価） 

指標 2：プロジェクト主催の結果発表セミナーの数 

指標 3：住民と他ドナー間での PRODFFIの知名度のレベル 
 
 
7）成果７：PRODEFIの管理、調整、コラボレーション能力が強化される。 

プロジェクトの調査結果によると、294人の住民のうち 93.5％が特に収入向上活動やキャパシティ

強化の点でプロジェクト活動に満足していると回答した。 

プロジェクトは PROGERT及び POGV2のプロジェクトと連携に係る協定に署名し、PROMERとも協

定の署名を検討中。 

 

指標 1：PRODEFIとのパートナーシップに満足している住民の割合 

指標 2：署名された連携署名の数 

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、以下の理由から高いと判断される。 

上位目標とプロジェクト目標は、自然資源の持続的管理利用、そのための住民レベルの能力強化を

掲げるセネガルの国家政策である「第二次貧困削減戦略ペーパー（DSRPⅡ:2006-2010）」、「環境セク

ター政策書簡(LPSE)」及び「セネガル森林政策(PFS)」に合致している。更に、「JICA 国別事業計画

（2006）」でも砂漠化防止を含む環境は重点分野の一つとされ、これまで住民による無秩序的な自然

資源の利用がなされてきた経緯から、住民による持続的な自然資源・環境管理は重要なアプローチと

されている。 

また、本体フェーズについては、プロジェクト期間のほぼ中間にあたる 2002年 9月に大幅な計画

の見直しを行ったため、同フェーズの終了時点では、住民に対する技術研修も同技術を用いた収入向

上活動も始まったばかりであった。技術の定着とその技術を用いた収入向上活動の展開、さらには同

収入を利用した新たな収入向上活動の展開を図る上で、延長フェーズの実施は適切であった。 

(2)有効性 

本プロジェクトの有効性は、以下の理由から概ね高いと判断される。 

1)プロジェクト目標達成の見込み 

調査時点でプロジェクト目標に関する指標をほぼ満たしており、プロジェクト目標はプロジェクト

終了までに達成されると思われる。PRODEFIモデルのドラフト・ユーザーズ・マニュアルが森林局、
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関係者、NGO等に配布され、プロジェクト終了までには完成される予定である。 

2)アウトプットのプロジェクト目標への貢献度 

 全てのアウトプットは、プロジェクト目標達成に必要なステップと言え、各アウトプットの達成が

プロジェクト目標の達成をもたらしたと言える。 

3)促進要因： 

プロジェクトの非選択式の研修方法は研修の機会を得られなかった多くの村人のモチベーション

を高めた。プロジェクトの研修では現地リソース（講師・機材等）を積極的に活用した。その結果、

住民は必要な時に研修講師に指導を求めることができ、プロジェクトが導入した活動の持続性を高め

た。アニメーター（村落普及員）の活動が適切な住民のニーズ把握、緻密なフォローアップ、モニタ

リングに貢献した。 

(3)効率性 

以下の通り適切な投入がなされた結果、適切なアウトプットを得た。よって、プロジェクトの効率

性は高いと判断される。また、延長フェーズでは、本体フェーズに中盤で導入された研修を中心とす

るプロデフィモデルの普及・展開に努めており、本体フェーズで導入された考え方、実施体制をその

まま活用して効率的な実施を図った。 

1)投入 

＜日本側＞ 

専門家派遣は、タイミング、期間、人数、質、専門性の点で適切であり、専門家はアウトプットの

達成に貢献した。カウンターパート本邦研修は、タイミング、期間、人数、質、内容、技術・知識の

活用の点で適切に実施された。機材についてもタイミング、質、量、活用の点で適切であり、アウト

プットの達成に貢献した。 

 

＜セネガル側＞ 

カウンターパートの配置は、タイミング、技術レベルについて適切であり、アウトプット達成への

貢献度は高い。プロジェクト事務所の土地はセネガル側が提供し、事務所は本体フェーズに日本側予

算で建設されたものを引き継いだ。セネガル側予算については、遅滞が生じるなど不適切な面もみら

れた。 

(4)インパクト 

1)上位目標の発現状況及び同目標達成の見込み： 

終了時評価時点で PRODEFI モデルを取り入れている他ドナー及び NGO はない。しかし、ダカー

ル森林局は日本社会開発基金（JSDF）に PRODEFIモデルを適用したプロジェクト・プロポーザルを

作成し提出している。また、モデルに関するドラフト・ユーザーズ・マニュアルが作成され、各ステ

ークホルダーに配布された。さらには、プロジェクトは 2つのドナーのプロジェクトと連携協定を締

結し、他 1 プロジェクトとも同協定について検討中にある。その他、プロジェクトと連携している

PROGERTが、PRODEFIの対象地域をプロジェクト・サイトとして選定している。このように、上位

目標の達成に向けて各種取り組みがなされており、同目標達成の見込みは高い。 

2）予期せぬ正のインパクト： 

住民同士のコミュニケーションと協力体制が強化された。収入向上活動の利益の一部を活用して井

戸等が整備・管理された。ニョーロ森林事務所のカウンターパートの意識が高まり、村人と積極的に

活動を行うようになった。 
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3)予期せぬ負のインパクト： 

収入向上に伴い、女性グループが管理するファンドに関連して男性グループと女性グループとの間

の協力関係が悪化した。 

(5)自立発展性 

以下の通り、対象村落における持続的自然資源管理活動の自立発展性は高いが、PRODEFI モデル

の自立発展性については確実なものとはなっていない。 

5-1）PRODEFIモデルの普及 

他プロジェクトは、枠堰の技術のようにプロジェクトが導入した個別の技術を積極的に取り入れて

いるが、プロジェクト実施のアプローチである PRODEFIモデルを採用するには至っていない。 

5-2）ニョーロ県森林局 

1）政策・制度・財政面 

持続的な自然資源管理は同県森林局とっても重要政策の一つであり、プロジェクト終了後も活動の

継続が期待できる。他方、財政面では同県森林局が潤沢な活動資金を有するわけではないことから活

動の継続には不安はある。しかし、他プロジェクト（PROGERT）がニョーロ県を対象地域として活

動を展開予定であることから、同プロジェクトの予算によって同県森林局の予算が補われる可能性が

ある。また、ダカール森林局によれば、来年度は同プロジェクトのフォローについて予算が用意され

る予定。 

2）組織・人材面 

ニョーロ県森林局における組織的あるいは人材的な問題はない。プロジェクト実施中と同様の体

制・人員が維持される予定。 

3）技術面 

ニョーロ県森林局員の技術レベルは全く問題ない。同局員の中にはプロジェクトの研修講師として

講義・実習を実施した者もいるほどで、この点に関する問題はない。また、住民と共同する体制にあ

り、プロジェクト後も支援が継続することが期待できる。 

5-3）対象村民 

1）組織・人材・財政面 

各対象村では組織だった現金収入活動が実施されている。また、同活動から得られた利益をマイク

ロファイナンスの形で貸付をしたり、現金収入活動の資金繰りに充てたりとしっかりとした財政管理

がなされていると言える。 

2）技術面 

住民はプロジェクトが導入した現金収入向上活動に係る技術を習得し既に収入をあげている。 

3-3 効果発現に貢献した要因 

1）住民の技術習得に関して、プロジェクトの特徴である研修スタイル（対象者を選択せず多数を対

象として村で現地のリソースを活用して実施）が非常に有効であった。 

2）1 地区 1 担当制のアニメーター（村落普及員）を活用して、きめ細かく住民のニーズに対応した

ことが、住民のニーズ発掘及び技術習得の質とレベルを高めた。  

3）発表会やサイト訪問等を通じた広報はプロジェクトに関する外部者の理解を促進し、またセネガ

ル側のプロジェクト関係者の意欲向上にもつながった。 

4）プロジェクト実施についてもニョーロ森林事務所の森林官を研修の講師として活用するなど、十

分に巻き込んだ。 
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3-4 結論 

（1）PRODEFIモデルの持続性という観点については、さらに強化されるべき点はあるものの、プロ

ジェクト目標は達成され、評価 5項目もほぼ満たされたと評価する。 

（2）終了時評価時点で PRODEFIモデルを取り入れている他ドナー及び NGOはないが、いくつかの

肯定的な傾向が見られた。具体的には、ダカール森林局は、日本社会開発基金（JSDF）に PRODEFI

モデルを適用したプロジェクト・プロポーザルを作成し提出した。また、モデルに関するドラフト・

ユーザーズ・マニュアルが作成され、各ステークホルダーに配布された。プロジェクトは 2つのドナ

ーのプロジェクトと連携協定を締結し、他 1プロジェクトとも同協定について検討中にある。その他、

プロジェクトと連携している PROGERT が、PRODEFI の対象地域をプロジェクト・サイトとして選

定している。 

（3）上記（2）以外については、いくつかの成果の指標については大きく上回るものもあるなど、対

象村落における持続的な自然資源管理活動の展開、そしてそれに係る改善がなされ、対象村落内にお

いて普及されたと評価できる。 

3-5 提言 

（1）プロジェクト活動の自立発展性（持続性）の確保に向けて 

1）プロジェクトの成果を持続・発展させていくためには、住民への技術支援が引き続き必要となる

ことも想定できる。この場合に対応するため、ダカール森林局は、プロジェクトに配置してきたプロ

ジェクトコーディネーターを本プロジェクトの活動を継続支援できるようなポストに配置し、プロジ

ェクトの成果の定着を確実なものとする必要がある。 

2）ダカール森林局は、ニョーロ森林事務所による住民への支援活動を効果的なものとするため、車

輌の燃料や維持管理の予算を確保する必要がある。 

（2）PRODEFIモデルの普及と適用 

1）PRODEFIモデルの普及については、プロジェクトによって鋭意実施されたが、他のパートナー（ド

ナー等）がモデルを彼らのプロジェクトに採用するには至ってない。このため、プロジェクトは

PRODEFI モデルの効果をわかりやすく説明するなどして、引き続き他パートナー機関に働きかける

ことが必要である。 

2）森林局は PRODEFIモデルを高く評価しており、同モデルを活用したプロジェクト案も既に策定さ

れている。プロジェクトは、同プロジェクトがファイナンスされるよう、関係機関に働きかける必要

がある。 

（3）対象地域近隣の類似プロジェクトとの情報交換 

1）村落レベルでの技術や手法をお互いに情報交換することは、プロジェクトの成果をより良くする

だけでなく、村落の発展にも直接的につながりうる。このため、ダカール森林局は類似のプロジェク

トとお互いの成果を情報交換し、村落の発展に役立てていくことが大切である。 

（4）ユーカリのマーケットと炭の生産・販売の許可に関する適切な申請手続きのための調査 

1）現在、建築現場用足場材としてユーカリ材の需要が増大し価格が上昇している。これにより、ユ

ーカリ材の販売は村人にとって大きな収入源となっている。ダカール森林局は、将来のユーカリ材の

マーケット動向を踏まえた調査を実施し、適切な情報を住民へ提供していく必要がある。 

2）ユーカリ材からの炭生産が住民にとって利益を生み出そうとしている。ダカール森林局は、将来

的な需要と供給、生産・販売に係る手続きの整備・簡略化等に関し検討の必要がある。 
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3-6 教訓 

（1）本プロジェクトでは、対象村落 30村を 6地区に分けて各地区に 1名のアニメーター（村落普及

員）を配置していた。アニメーターの多くは対象村落の近隣の出身であったため、村落にも溶け込み

やすく、プロジェクトの実施を非常に効率的なものとさせた。このように、プロジェクト運営を効率

的なものとさせ、また村落民のニーズに緻密に対応するため、地区担当制でアニメーターを雇用して

配置することは非常に有用である。 

（2）他機関との連携については、当然ながらプロジェクトが連携先のプロジェクトにとっても魅力

的な「何か」を有している必要がある。本プロジェクトの場合、それは枠堰の製作技術等であったが、

連携先プロジェクトにとっても有用な技術・知識・情報がない限り、連携は名ばかりのものとなって

しまう。 
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