
 

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：サルームデルタにおけるマングローブ管理の持

続性強化プロジェクト 

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)：約 253,802,000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：2005年 11月～2008年 3月 

(R/D締結日：2005年 8月 29日) 

他の関連協力：JICA開発調査「セネガル国プティト・コ

ート及びサルームデルタにおけるマングローブの持続的

管理に係る調査」 

1-1 協力の背景と概要 

 セネガルでは 2005年に策定された「セネガル森林政策」において、「森林資源と生物多様性を持続

的に管理・保全することにより貧困削減に貢献し、地方分権化政策と整合性を図りながら住民のニー

ズを満たし、社会と生態の均衡を維持する」ことを長期展望とし、特に自然資源管理は住民参加で行

うことを推奨している。近年、マングローブ林の広がる地域では、自然環境要因と人為的要因による

マングローブの分布面積の減少が進んでおり、マングローブ資源の持続的管理が課題となっている。

日本政府は、2001年 12月～2005年 3月に実施された JICA開発調査「セネガル国プティト・コート

及びサルームデルタにおけるマングローブの持続的管理に係る調査」の継続案件として、本プロジェ

クトの実施をセネガル政府より要請され、これに合意した。それを受けて JICAは社団法人日本森林

技術協会に業務委託する形で、2005年 11月よりプロジェクトを実施した。 

 本プロジェクトでは、村落住民及びコミュニティが潜在能力を十分に発揮できる環境を整えるた

め、下から(住民に対する)と上から(行政に対する)のアプローチが取られ、植林活動と収入向上活動

とのリンク付けによる植林活動の活性化、また薪消費低減のための改良カマドの導入等の活動を行

い、マングローブ資源の保全・管理に係る活動が住民によって自立的かつ持続的に実施されるシステ

ムの構築が目指されている。 

 上からのアプローチに関しては、ダカールの水森林狩猟土壌保全局(以下「ダカール森林局」)から

その下部組織であるフンジュン県森林局さらにはその下部組織となる森林局の出先機関、加えてプロ

ジェクト対象地域の 4つの村落共同体を協力の対象としている。 

なお、本プロジェクトでは、サルームデルタ地区全域を対象地域とし、うちプロジェクトが選定し

た 11村落を対象村落としている。 

1-2 協力内容 

(1)上位目標 

 マングローブ資源の持続的管理により、対象地域における地域住民の生活改善の機会が創出される。

(2)プロジェクト目標 

対象村落住民が持続的かつ普及可能な方法によってマングローブ資源を利用・管理できるようになる。 

(3)成果 

1)対象村落住民が諸活動を円滑に実施し、その収益の一部をマングローブ林の保全や復旧活動の資金



 

に拠出できるようになる。 
2)村落住民を適切に指導する地方行政関係者や技術部局技官の意識が向上する。 
3)マングローブ資源の持続的管理について当面実施すべき活動と到達すべき目標が明確になる。 

(4)投入(評価時点) 

1)日本側： 

・長期専門家派遣：5名     ・供与機材：約 4,768千円 

・研修員受入：3名       ・ローカルコスト：約 524千円 

2)セネガル国側： 

・カウンターパート：8名 

・土地・建物：土地を提供、建物は提供。(なお、建物については日本側予算で改築)。 

・ローカルコスト：約 4.500千円 

2 評価調査団の概要 

調査者 担当分野 ：氏名    職位 

団長/総括：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・滞水池・人造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・滞水池・人造湖省森林局造林部 

※本調査は、日本側とセネガル側との合同で実施された。 

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 

(1)上位目標：マングローブ資源の持続的管理により、対象地域における地域住民の生活改善の機会が

創出される。 

指標 1：周辺地域におけるマングローブ資源の状況(マングローブ林面積、漁獲量等) 

指標 2：周辺地域における持続的なマングローブ管理に寄与し得る経済活動の促進 

指標 3：対象村落で構築されたマングローブ資源の持続的管理に係るシステムの周辺地域への普及

状況 

 

指標 1については現時点で大きな変化は観察されていず、また指標 3のついても現時点での普及は

観察されていない。他方、指標 2については、プロジェクトで導入した技術を習得した村人が地元講

師として周辺村落に請われて指導を行う例があるなど、指標 2は達成されている。 

 

(2)プロジェクト目標：対象村落住民が持続的かつ普及可能な方法によってマングローブ資源を利用・

管理できるようになる。 

指標 1：対象村落におけるマングローブ資源の状況(マングローブ林面積、漁獲量等) 



 

指標 2：村落住民、住民組織のキャパシティ 

指標 3：地方行政関係者や技術部局技官の適切な支援・管理 

 

指標 1に関して、対象村落では、プロジェクトによって総植林面積としてマングローブ林が 1.67ha、

村落林が 6.59ha 植林された。指標 2 に関しては、対象村落民はプロジェクトが導入した技術を習得

し、また住民組織も機能している。指標 3に関しては、地方の森林局員は住民を支援するべく適切に

村落を訪問していることが確認された。他方、地方の水産局員については、その支援が十分でない村

もみられた。 

 

(3)成果 

成果 1：「対象村落住民が諸活動を円滑に実施し、その収益の一部をマングローブ林の保全や復旧活

動の資金に拠出できるようになる」 

指標 1：収入向上活動(マングローブ薪の消費量低減活動を含む)の収益、事業運営費及び運営状況 

指標 2：マングローブ林の保全や復旧活動のために積み立てられた資金額及び拠出状況 

 

対象村落における収入向上活動(マングローブ薪の消費量低減活動を含む)の収入総額は 1,647,400 

FCFA、収益総額は 610,785 FCFA、回転資金総額は 292,464 FCFA。対象村落住民は、プロジェクトが

導入した技術を十分に習得していた。他方、アヴィセニア（Avicennia spp）植林については、塩害等

自然条件による難しさに直面していた。 

 

成果 2：「村落住民を適切に指導する地方行政関係者や技術部局技官の意識が向上する」 

指標 1：現場へのアクセス回数 

 

森林官はプロジェクト活動に密接に関わり、住民に対する指導について意識を向上させた。フンジ

ュン県森林局の下部組織であるソコン森林局の森林官は、植林や苗畑活動の時期には約週 2回の割合

で現地を訪問している。また、村落共同体セミナーを半年に 1度、プロジェクト対象地域の 4つの村

落共同体で開催。同共同体のメンバーだけでなく群長のような政府高官も出席し、意識の向上を促進

させた。 

 

成果 3：「マングローブ資源の持続的管理について当面実施すべき活動と到達すべき目標が明確になる」 

指標 1：アクション・プランの内容及び表現方法 

 

アクション・プランは、全ての対象村落で策定され、プロジェクト実施期間中及びプロジェクト終

了後の 3年間をカバーしている。他方、アクション・プランは各村落に配布されたばかりであり、住

民のアクション・プランの理解と計画への意識は中程度であり村落毎に異なる。しかしながら、アク

ション・プランに記載されている活動は、プロジェクト実施を通して住民に明確に示され、また、全

ての対象村落において、アクション・プランのコンセプトが図式化してサインボードに掲示され、住

民の理解を助けている。 



 

3-2 評価結果の要約 

3-2-1 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できる。 

対象地域のマングローブ林は特に 1970 年代に薪炭林が過剰伐採されたことにより減少しており、

住民による持続的なマングローブ林管理を目的としたプロジェクトは、この傾向をくい止め持続的に

管理利用したいとする対象地域のニーズに合致している。また、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、そして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。 

(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)プロジェクト目標の達成度合い 

プロジェクト目標は、ほぼ達成された。環境基金は、住民のオーナーシップにより全対象村落で設

置された。調査時点では、11対象村落のうち 2つの村落(Djirnda及びMoundé )で環境基金が活用され

ている。その他の対象村落においても現金収入活動による収入があり次第、環境基金が運用されるよ

う、収入から同基金への配分が全ての対象村落で決定されている。 

2)プロジェクト目標への各アウトプットの貢献度 

アウトプット 1の貢献度は比較的高い。アウトプット 1は、環境基金とマングローブ林保全活動の

実施手段としてプロジェクト目標の達成に貢献している。アウトプット 2の貢献度は中程度である。

地方森林局員は積極的に住民活動を支援しており、住民主体の自然資源管理を促進している。他方、

水産局員の支援が行き届いていない対象村もあった。アウトプット 3の貢献度は概ね高い。住民は、

アクション・プランを通して、自らの活動に対する目標を認識することができ、またプロジェクト終

了後 3年間のアクション・プランも策定されている。 

(3)効率性 

1)投入 

＜日本側＞ 

専門家派遣は、タイミング、期間、人数、質、専門性の点でほぼ適切である。専門家は限られた

期間の中で適切に役割を果たし、アウトプットの達成に貢献した。 

カウンターパートの本邦研修は、人数、タイミングとも適切であったが、研修期間が短く、また

研修内容がプロジェクト活動に特化されたものではなかった。機材調達は、量、タイミング、管理

及び活用について適切であった。 

＜セネガル側＞ 

カウンターパートの配置は、人数、タイミング、専門性・レベルにおいて適切であった。土地と

施設は、プロジェクトに適切に提供された。なお、プロジェクト事務所は 2005 年度に日本側予算

で改築された。 

2005年及び 2006年のセネガル側予算は確保されなかった。2007年予算については、192.5百万 FCFA

が認可されたが、18百万 FCFAのみ執行された。 



 

2)促進・阻害要因 

2-1)効果発現に貢献した要因 

各村落での組織強化活動では、村落内の既存の組織を活用することによりスムーズな活動実施が可

能となった。 

プロジェクトは、先行開発調査の知識と技術を適切に活用・発展、また現地リソースと情報に精通

した現地コンサルタントを適切に活用した。 

2-2)問題点及び問題を惹起した要因 

特に観察されなかった。 

 (4)インパクト 

1)上位目標の達成の見込み 

組織強化活動を通して、いくつかの村落ではリーダーシップを発揮する住民が現われた。また、対

象村落内及び村落外との住民レベルでの技術指導交流が活発化し(植林、エコ・ツーリズム、地下足

袋等) 、プロジェクトが導入した技術を習得し住民講師として対象村落外に招かれる住民もでてきて

いる。このように、上位目標達成に向けた活動の芽は出てきつつある。他方、環境基金については全

ての対象村落で運用されているわけではなく、課題となっている。しかしながら、全ての対象村落で

同基金が設置され、また住民は現金収入向上活動に必要な技術を習得していることから、上位目標が

達成される見込みはある。 

1-1)上位目標の発現状況 

対象村落外の村で、対象村落でのエコ・ツーリズムの方法を倣って実施しようという試みがなさ

れ、また周辺村落住民が植林技術を習得するために村を訪問している。また、地下足袋・手袋の研

修講師が住民からの要望を受けてボランティアで製作方法を教示し、また対象村に対する組織強化

活動を通して、いくつかの村落ではリーダーシップを発揮する住民が現われている。 

2-2)その他の予期せぬ正のインパクト： 

野火を防止するため、適切な間隔をあけた植林が励行された。 

(5)自立発展性 

住民活動の自立発展性は、以下の理由から比較的高いと判断できる。環境基金を活用したマング

ローブ林管理については、現金収入を得ていない活動もあることから運用に至った対象村落は 2村

に留まっている。しかしながら、全対象村落で収入の配分が決定済みであることから、収入が入り

次第で環境基金の運用が開始されるものと見込める。これらから、環境基金を活用した住民主体に

よる自然資源管理の継続が期待できる。 

1-1)対象村落住民 

1-1-1)組織・財政 

プロジェクトが導入した各活動について、各村で実施主体となる組織が立ち上げられている(ある

いは既存の組織が実施を担っている)。インタビュー等を通じて、これら組織が現金収入向上活動及

び植林活動を実施する上で十分な組織力を有していることが確認できた。全ての対象村落において、

現金収入向上活動による収入の配分も決められており、規律ある財政管理が期待できる。 

1-1-2)技術 

住民はほとんどの技術を習得し、住民自身が自主的に普及・改善した技術もある。また、住民講師

として他村に指導に行く住民も出てきている。 

1-2)対象村落行政関係者 



 

1-2-1)組織・財政 

フンジュン県森林局員以下の対象村落における森林局員はこれまでどおり配置される予定。また、

財政面については、プロジェクト終了後 1年間のみ、フンジュン県森林局の通常予算に加えて、本プ

ロジェクトをフォローするべく予算が付けられるとの情報を得ている。 

1-2-2)技術 

 フンジュン県森林局員以下の対象村落における森林局員は植林等に関して十分に技術があり、技

術・知識面の問題はない。また、プロジェクト活動に深く関わっていたことから、プロジェクトが導

入した技術についても習得している。 

3-3 結論 

(1)プロジェクト目標及び評価 5項目はほぼ満たされたと評価する。他方、自立発展性については課題

となっている。具体的には、フンジュン県森林局がプロジェクト終了後も組織的に住民活動に対して

支援を実施するかは今後の確認が必要となる。 

(2)他方、住民はプロジェクトが導入した技術をほぼ身につけ、策定されたアクション・プランを基に

自ら進んで現金収入向上活動及び植林活動を実施していく組織的体制にある。 

(3)収入向上活動の課題としては、生産-販売-利益配分のサイクルを経ていない活動があり、これら活

動に対する技術的支援の実施体制が必ずしも明確でないことが挙げられる。フンジュン県以下の下部

組織の森林局員はプロジェクトが導入した技術を習得しており問題ないと思われるが、水産局員が十

分にプロジェクト活動に組み込まれてこなかったことから、彼らの住民に対する技術指導に課題があ

る。しかし、住民自身は技術を身に付けており、水産局員の役割は限定的なものと考えられる。 

(4)環境基金を活用した持続的マングローブ資源管理活動については活動が緒についたばかりであり、

今後の進展を注視する必要がある。 

3-4 提言 

(1)プロジェクト活動の自立発展に向けて 

ダカール森林局は、プロジェクト成果の自立発展性確保のため、支援のフレームワークを明らかに

する必要がある。 

特に、これまでプロジェクト活動に携わってきたアシスタントコーディネーターについては、引き

続きプロジェクト活動のフォローのために配置していくことが重要である。 

住民によるマングローブの持続的な保全・利用に関しては、フンジュン県における関係行政機関に

よる調整委員会を設置し、ダカール森林局が主体性を持ってその運営・実施にあたる必要がある。 

(2)住民の活動計画と環境基金のモニタリング 

アクション・プランに基づき、フンジュン県森林局をはじめとする関係機関(フンジュン県水産局

など)が必要な支援を検討・実施することが重要である。 

環境基金が適切に活用・運営されるためには、フンジュン県森林局をはじめとする関係機関(フン

ジュン県水産局など)が必要な支援を実施する必要がある。特にフンジュン県森林局については、同

局の予算による植林活動と環境基金による植林活動との間に重複が生じないよう、むしろシナジー効

果が期待できるよう調整することが求められる。 

(3)住民活動への技術支援 

養蜂や魚かごの技術等は引き続き技術指導が必要である。そのため、前述の調整委員会が、住民の

ニーズを把握し技術指導を実施していくことが求められる。 



 

(4)JICAの支援 

プロジェクトの自立発展性の確保には、住民の活動のモニタリングや技術支援が必要と予測され

る。JICA としても、森林局と共同でプロジェクトの成果を自立発展的なものへと高めていくことが

重要と思われる。 

3-5 教訓 

(1)プロジェクト活動の持続性の観点から、新たな現金収入向上活動を村落レベルで展開する上で、村

落に既に存在する組織を同活動の実施母体として活用することが、新規に新たな組織を設立するより

も適切である。 

(2)ダカール森林局との定期的な会合では、同局の幅広い関係者を対象とすることによって、プロジェ

クトに多様な視点を取り入れることが可能となり、またプロジェクトの広報の場ともなった。プロジ

ェクトを実施する上では、カウンターパート省庁の一部局のみならず、同省の他部局に対しても定期

的に情報提供していくことが、関係者のプロジェクトに関する認識を高め、ひいてはプロジェクトの

自立発展性を高める遠因ともなりうる。 

 




