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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 
作成日：平成 19 年 12 月 28 日 

担当部署：セネガル事務所 

      

1．案件名 

  セネガル国 「農村自立発展プロジェクト」 

2．協力概要 

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

 本プロジェクトでは、過去に JICA の技術協力プロジェクトとして実施した「安全な水と

コミュニティ活動支援計画（PEPTAC1）(2003～2006 年)」において 3サイト（ティエス州タ

イバンジャイ村、ルーガ州ムクムク村及びンバイネゲ村）を対象として試行された、利用

者水管理組合（ASUFOR2）の資金と組織力を活用した｢コミュニティ活動｣（生産多様化活動

及び生活改善活動3）を更に推進し、得られた知見を元に、PEPTAC で ASUFOR を組織化した

ルーガ州内 6 村4（以下｢ルーガ州対象 6 村｣）を対象に同活動を実施する。そして、一連の

活動プロセスを農村自立発展のための「コミュニティ開発手法5」として取りまとめるとと

もに、同手法をルーガ州内の他村に普及するためのガイドライン6を策定する。 

（2）協力期間：2007 年 12 月～2011 年 3 月 

（3）協力総額（日本側）：約 3.1 億円 

（4）協力相手先機関：農村開発・農業省 

（5）国内協力機関：なし 

（6）裨益対象者及び規模： 

  【対象地域】ルーガ州及びティエス州タイバンジャイ村7 

【直接裨益者】 

・ルーガ州対象 8村の住民：約 17,000 人 

・ティエス州タイバンジャイ村の住民約 18,000 人 

・先方カウンターパート機関関係者 

【間接裨益者】 

・ルーガ州の住民（約 680,000 人） 

 

3．協力の必要性・位置付け 

（1）現状及び問題点 

セネガル国（以下「セ」国）政府は、人々に安全な水を供給すべく、ドナーの協力を得

てこれまでに 1,000 以上の給水施設を建設してきた（安全な水へのアクセス率は 64％）。

わが国は「セ」国において、1970 年代以降、無償資金協力により 120 以上の給水施設を整

備した実績を有する。これらの給水施設では、既存の水管理委員会が組織化されてはいる

ものの、住民主体による自立的な維持・管理が行われているとは言い難い状況であった。 
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このような状況の下、「セ」国政府は、ベルギー（CTB）、フランス（AFD）、欧州開発

基金等のドナーとの協力を通じ、「自立的な給水施設の維持・管理」「従量制による料金

徴収」「民主的な組織運営」等を内容とする住民主体の水管理組合 ASUFOR の啓発・普及活

動を 96 年に開始し、全ての給水施設おいて ASUFOR による維持・管理が行われることを目

標に、現在全国で活動を展開している（2005 年 6 月時点での ASUFOR 普及率は全国で 42％、

ルーガ州で 25％8）。 

かかる流れを踏まえ、JICA は、これまでわが国が整備した給水施設のうち 25 サイトを対

象として、2003 年から 2006 年まで技術協力プロジェクト PEPTAC を実施し、既に ASUFOR が

存在していたティエス州タイバンジャイ村のケースをモデルとして、ASUFOR の設立による

持続的な水利用体制の確立を目指した。 

また、PEPTAC では、良好に ASUFOR を運営している 3サイト（ティエス州タイバンジャイ

村、ルーガ州ムクムク村及びンバイネゲ村）（以下、先進 3サイト）を対象とし、｢コミュ

ニティ活動｣を試行した。その結果、ASUFOR の良好な組織運営による水資源と余剰資金を｢コ

ミュニティ活動｣に投入することにより、更なる経済・社会効果が創出され、住民の生計・

生活向上につながる可能性が示唆された。同活動を面的に波及することにより、ASUFOR を

機軸とした自立発展的な農村開発の展開が期待されている。 

（2）相手国の政策上の位置付け 

 2005 年に策定された貧困削減戦略文書（DSRP9）の中で、農業分野は最重要セクターの一

つに位置付けられている。また、DSRP に基づき 2006 年に策定された農村開発セクターの基

本計画「農業回帰計画」（REVA10）の重点目標のうち、本プロジェクトは収入源創出による

農村部住民の生活レベルの向上、農業生産の多様化、食料自給率向上等に貢献するもので

ある。 

（3）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 

わが国は、「地方村落における貧困層の生活改善」を対セネガル国別援助計画の援助重

点分野の一つと位置付けている。 

JICA の対セネガル国別事業実施計画では、上記援助重点分野のもと、開発課題の一つと

して「地方村落開発」を掲げており、そのための協力プログラム「持続的資源管理と所得

向上、多様化」に本プロジェクトは位置付けられる。 

本プロジェクトでは、その教訓・知見・経験を、現在タンバクンダ州において実施中の

PEPTAC フェーズ 2 と共有する。また青年海外協力隊員の活動を介して、本プロジェクトの

教訓・知見・経験を他の農村部へと拡大することを目指す。 

（4）他ドナーとの関係 

ルーガ州においては、国連開発計画（UNDP）が日本政府の支援を受け、「ミレニアムヴ

ィレッジプロジェクト」（PVM11）（2006～2011 年、協力額は 1,650 万米ドル）を実施して

おり、農業、環境、教育（小学校建設等）、保健・栄養（保健施設建設等）、インフラ整

備（給水、道路、エネルギー等）、マーケティングや小規模企業育成等々、多分野にわた
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る活動を行っている。また、国際農業開発基金（FIDA）と西アフリカ開発銀行（BOAD）が、

「村落開発計画」（PADV12）（1998～2008 年、協力額は 1,688 万米ドル）において、地方住

民の能力開発を通じた住民主体の総合農村開発を、参加型アプローチにより実施している。

本プロジェクトでは、それら案件の進捗を確認しつつ、可能な範囲で意見交換・連携を進

めることとする。 

 

4．協力の枠組み 

本プロジェクトでは、PEPTAC において｢コミュニティ活動｣を試行した先進 3 サイトにおい

て、ASUFOR の資金と組織力を活用した｢コミュニティ活動｣を更に推進し、その教訓及び成

果を用い、同様の活動をルーガ州対象 6 村において展開し、一連の活動プロセスを「コミ

ュニティ開発手法」としてとりまとめる。また、その手法を活用した農村開発をルーガ州

内の他村に普及するため、政府関係者等を対象としたガイドラインを作成する。 

プロジェクトの実施にあたっては、先進３サイトでの｢コミュニティ活動｣の推進（成果

１）をプロジェクト開始より 1 年程度、ルーガ州対象 6 村での｢コミュニティ活動｣の実施

（成果２）を次の１年半程度で終了し、最終の 6 ヶ月程度で「コミュニティ開発手法」及

びガイドラインを策定する（成果３）。 

 

〔主な項目〕 

（1）協力の目標（アウトカム） 

①協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【プロジェクト目標】 

ルーガ州において ASUFOR の資金と組織力を活用したコミュニティ開発を普及・展開す

るための基盤が整備される。 

【指標】 

・ 「コミュニティ開発手法」の普及を担う人材が、ASUFOR 事務局及び農村開発・農

業省、畜産省、環境・資源保護省等先方関係機関内で育成される。 

 

②協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

【スーパーゴール】 

 「セ」国全土において ASUFOR の資金と組織力を活用したコミュニティ開発が展開され

る。 

 

【上位目標】 

ルーガ州において ASUFOR の資金と組織力を活用したコミュニティ開発が展開される。 

 

【指標】 
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  ・「コミュニティ開発手法」が「セ」国政府ルーガ州関係者及び他ドナーに採用され

る。 

・ルーガ州○村において「コミュニティ開発手法」を活用した活動が新規展開される。 

（具体的な数値目標については、プロジェクト開始後 6ヵ月後を目途に設定する。以

下同様） 

（2）成果（アウトプット）と活動 

成果 1：先進 3 サイトにおいて、ASUFOR の資金と組織力を活用した｢コミュニティ活動｣

が推進される。 

【活動】 

1-1 各 ASUFOR 事務局の給水施設維持管理、水利用料金の徴収、資金管理等、基本的運

営能力を強化する。 

1-2 各 ASUFOR 事務局に対し、農民グループへの組織強化指導及び資金貸付方法等、農

民グループによる｢コミュニティ活動｣への支援のための指導を実施する。 

1-3 農村開発・農業省、畜産省、環境・資源保護省等政府関係者（以下、政府関係者）

に対し、｢コミュニティ活動｣にかかる技術支援、モニタリング、評価にかかる指導を行

う。 

1-4 ｢コミュニティ活動｣実施に当たり、ASUFOR 事務局と政府関係者間における協議・

連絡体制づくりを支援する。 

1-5 農民グループに対し、｢コミュニティ活動｣にかかる研修を行う。 

1-6 農民グループが｢コミュニティ活動｣を実施する。 

1-7 先進 3 サイトにおける｢コミュニティ活動｣の教訓・知見・経験を取りまとめ、汎

用性のある技術を抽出する。 

 

【指標】 

・ASUFOR 事務局の水料金徴収率が○％以上13となる。 

・ASUFOR 事務局が適切な資金管理をできるようになる。 

・ASUFOR 事務局に対し、｢コミュニティ活動｣への支援にかかる指導が○回実施される。 

・政府関係者に対し、｢コミュニティ活動｣への技術支援、モニタリング、評価にかかる

指導が○回程度実施される。 

・ASUFOR 事務局及び政府関係者間の定期的な会合が開催される。 

・｢コミュニティ活動｣にかかる農民グループへの研修が○回実施される。 

  

成果 2：ルーガ州対象 6村において、先進 3サイトで育成された農民グループリーダーの

指導のもと、｢コミュニティ活動｣が実施される。 

【活動】 

2-1 ルーガ州対象 6村において、ASUFOR 事務局の運営能力、リーダーの資質、資金の
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積立て状況、住民の生活状況等にかかるベースライン調査を実施し、「コミュニティ活

動」実施にあたっての各村の類型化を行う。 

2-2 上記類型化の結果を元に、各村のニーズと「コミュニティ活動」のポテンシャル

を確認し、村人のコンセンサスを得ると共に、各村への協力の方法及び規模を検討する。 

2-3 先進 3 サイトの ASUFOR 事務局と協力して、ルーガ州対象 6 村の各 ASUFOR 事務局

の基本的運営能力及び「コミュニティ活動」への支援能力を強化する。 

2-4 先進 3 サイトの農民グループの中から、｢コミュニティ活動｣の技術・経験をルー

ガ州対象 6村へ普及するためのリーダーを選抜する。 

2-5 選抜されたリーダーを対象として、グループの運営・管理手法や技術習得、また

普及手法等にかかる研修を実施する。 

2-6  上記リーダーが、研修で習得した技術・経験を、ルーガ州対象 6 村の農民グルー

プへ移転する（先進 3サイトでの研修及びルーガ州対象 6村への訪問指導）。 

2-7 ルーガ州対象 6村の農民グループが｢コミュニティ活動｣を実施する。 

 

【指標】 

・○名の農民グループリーダーが育成される。 

・ルーガ州対象 6村の ASUFOR 事務局の水料金徴収率が向上する。 

・○村の ASUFOR 事務局が適切な資金管理をできるようになる。 

・○村において ASUFOR 事務局と政府関係者間の定期的な会合が開催される。 

・○村を対象としてリーダーによる ASUFOR 事務局及び農民グループへの研修が○回実

施される。 

  ・｢コミュニティ活動｣が○件実施される。 

 

成果 3：「コミュニティ開発手法」及びガイドラインが策定される。 

【活動】 

3-1 一連のプロジェクト活動をレビューし、ASUFOR の組織強化方法・資金活用方法、｢コ

ミュニティ活動｣の実施方法、他村への｢コミュニティ活動｣の展開方法、それらの活動

を支援する行政組織の役割等を明確化する。 

3-2 上記結果を元に、ASUFOR の資金と組織力を活用した｢コミュニティ開発手法」を策

定する。 

3-3 政府関係者及びドナー等が上記手法を活用する際に、タイバンジャイ村のような

拠点村や優先的にコミュニティ開発を進めるべき村の選定基準、実施スケジュール等を

示したガイドラインを作成する。 

3-4 政府関係者やドナー等を集めた上記手法及びガイドラインの紹介セミナー及びワ

ークショップを開催する。 

【指標】 
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・「コミュニティ開発手法」が策定される。 

・「コミュニティ開発手法」活用のためのガイドラインが作成される。 

・○人を対象とするセミナー及びワークショップが開催される。 

 

（3）投入（インプット） 

①日本側（総額約 3.1 億円） 

・ 専門家 ①総括、②組織化/組織運営、③生活改善/ジェンダー、 

④コミュニティ開発、⑤生産多様化 

・ 研修員受入 年間 2名程度（水管理組織運営、生活改善ほか） 

・ 機材供与 車両等 

・ プロジェクト活動費 研修・セミナー・ワークショップの実施、ローカルコンサル 

タント傭上、マニュアル作成等 

②「セ」国側 

カウンターパート人件費、施設・土地、その他 

 

（4）外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 

プロジェクト対象地域の治安状況が維持される。 

② 成果達成のための外部条件 

村落給水施設（給水塔）による水源が確保される。 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 

ASUFOR の資金を活用して「コミュニティ活動」を実施する政府の方針に変更がない。 

④ 上位目標達成のための外部条件 

ASUFOR を設立するという政府の方針に変更がない。 

 

5．評価 5項目による評価結果 

（1）妥当性 

 本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

①（政策との整合性） 

 本プロジェクトの目標及び活動内容は、REVA の目標である「農村部住民の生活レベルの

向上」等に合致している。 

②（我が国との関係及び技術・体制の優位性） 

 本プロジェクトは、PEPTAC で先進 3 サイトを対象として実施した｢コミュニティ活動｣を

ルーガ州内の他村へ拡大して実施するものであり、PEPTAC の経験を十分に生かすことがで

きるため、我が国による支援の優位性は高い。また、PEPTAC で対象とした ASUFOR が管理・

運営する給水施設は、元々日本の無償資金協力で建設したものであることから、本件プロ
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ジェクト実施によるそれらの有効利用は、無償資金協力の持続的効果の発現に繋がるもの

である。 

③（対象地域の妥当性） 

 本件プロジェクトの対象地域であるルーガ州は、「セ」国内で特に貧困度の高い地域の

一つであり、対象地域として適切である。 

 

（2）有効性 

 本プロジェクトは、以下の理由から有効性が見込まれる。 

ASUFOR の資金と組織力を活用した「コミュニティ開発手法」を策定するとともに、当該

手法を活用するためのガイドラインを策定することで、ASUFOR の資金と組織力を活用した

「コミュニティ活動」の基盤整備を目指す本プロジェクトの目標設定は明確である。 

 

（3）効率性 

 本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込まれる。 

・PEPTAC において既に活動を実施した村落を対象とするため、PEPTAC で収集した既存の情

報、また知見と経験を有した人材の活用が可能である。 

・現在タンバクンダ州で実施中の PEPTAC フェーズ 2との経験の共有による、双方の活動の

知見・経験の交換をとおして、大きな相乗効果が期待できる。 

 

（4）インパクト 

 本プロジェクトのインパクトは以下のように予測できる。 

①（経済的インパクト） 

ASUFOR の資金と組織力を活用した｢コミュニティ活動｣を実施することにより、コミュニ

ティへの継続的な外部投入が不要となるのみならず、住民自身の収入向上も期待できるた

め、経済的なインパクトは大きい。 

②（青年海外協力隊員を介した活動の広がり） 

対象地域には青年海外協力隊員が派遣されているところ、「コミュニティ開発手法」が

確立されれば、青年海外協力隊員を介し、当該手法を活用した活動の展開が期待できる

（PEPTAC で作成された養鶏のマニュアルを使用して、ルーガ州の協力隊員が自主的に農村

開発活動を実施したという事例もある）。 

 

（5）自立発展性 

 以下のとおり、本プロジェクトによる効果は、相手国政府によりプロジェクト終了後も

継続されるものと見込まれる。 

①（技術面、組織面） 

 本プロジェクトでは、全国に広く存在する ASUFOR を農民グループによる｢コミュニティ
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活動｣の中心的な支援者としていることから、組織面での自立発展性は十分に認められる。 

また、生産多様化活動においては、村落内に存在する資源を有効利用した、持続可能な

低投入循環型の生産活動（堆肥を利用した土壌保全や生産物の残渣等の家畜飼料としての

活用）を目指すとともに、生活改善活動においても、村落の状況に応じた活動展開に留意

するところ、技術的な面でも自立発展性がある。 

②（政策・制度面） 

給水施設の維持管理に関し、「セ」国政府は、ASUFOR の全国的な展開を目指していると

ころ、ASUFOR を核にした「コミュニティ開発手法」は、将来的な全国展開への可能性も有

している。 

③（財務面） 

各農民グループの活動資金は、基本的に ASUFOR の余剰資金より確保する。また、ASUFOR

の余剰資金が少なく、初期資金を確保できない場合は、プロジェクトの資金を初期資金と

し、回転・運用させることにより、徐々に ASUFOR の資金運用・管理能力を向上させ、最終

的には ASUFOR 自身がマイクロファイナンスの役割を担えるようにし、プロジェクト終了後

の｢コミュニティ活動｣実施にかかる自己資金調達能力を確保するため、財務面にかかる自

立発展性は高いと言える。 

 

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（1）貧困 

本プロジェクトは、農村に住む多くの貧困層に直接裨益するものである。プロジェクト

の実施にあたっては、農民達が不公平感を感じないよう、公平に協力が行渡るよう配慮す

る。 

（2）ジェンダー 

｢コミュニティ活動｣の実施においては、男女の平等的な参加、労務負担等、ジェンダー

への配慮を盛り込むこととする。 

（3）環境 

｢コミュニティ活動｣は小規模な活動が基本であり、低投入型の環境に配慮した活動（堆

肥の利用、土壌侵食防止技術を含む砂漠化防止技術等）を想定していることから、環境に

対する影響は最小限に留まることが見込まれる。しかし、農業生産活動の促進による農業

用水の過剰な使用から飲料水不足が発生しないよう、節水を前提とした活動を行う必要が

ある。 

 

7．過去の類似案件からの教訓の活用 

（1）セネガル国「安全な水とコミュニティ活動支援計画（PEPTAC）」（2003～2006 年） 

 を実施した結果、｢コミュニティ活動｣を展開していくには、①マニュアル作成、②農民

組織強化、③収入向上、④失敗後のフォロー（｢コミュニティ活動｣を各村に残すためには、
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失敗した場合でもその原因の究明、また技術の再構築を続けることが必要）、⑤活動の波

及効果の認識（養鶏活動の場合、経済活動という位置付けだけでなく、農民にとっては消

費することによる栄養改善のみならず、その糞は有機肥料となる。また農業からの残滓は

鶏の餌となるというように、各「コミュニティ活動」は密接な関係があることを農民自身

が認識することが、活動の更なる波及に繋がる）等が重要であるとの教訓が導き出された。

本プロジェクトについても、同プロジェクトの教訓を十分に考慮した上で実施することと

する。 

  

8．今後の評価計画 

・終了時評価：2010 年 11 月頃（予定） 

・事後評価：プロジェクト終了後 3年後（予定） 

 

                                                           
1 Projet Eau Potable pour Tous et Appui aux Activités Communautaires の略。 PEPTAC では、
対象 25 サイト（ルーガ州 8サイト、ティエス州 1サイト（タイバンジャイ村）、タンバクンダ
州 12 サイト、マタム州１サイト、サンルイ州 3サイト）において持続的な水利用体制が確立さ
れた。 
2 Association des Usagers de Forages の略。住民のほとんどが、加入料を支払って ASUFOR の
メンバーとなっている。ASUFOR は、メンバーの代表者で構成される事務局（村の規模により 30
～60 人程度）により運営される。 
3生産多様化活動として野菜栽培、養鶏、家畜飼育等が、また生活改善活動として保健衛生教育
等が実施された。 
4 PEPTACで対象とした 8村のうち、ムクムク村とンバイネゲ村を除く、ンダテベラホール村、
ンギット村、ウェンドルンベル村、ンバイティアスデ村、バカヤ村、トゥバリンゲール村の 6
村。 
5 「コミュニティ開発手法」とは、ASUFORの資金と組織力を活用した「コミュニティ活動」
を一定地域で展開するにあたり、ASUFORの組織強化方法・資金活用方法、｢コミュニティ活動｣
の実施方法、同活動を支援する行政組織の役割、拠点村から他村への｢コミュニティ活動｣の展開
方法等を取りまとめたもの。 
6 ガイドラインとは、「コミュニティ開発手法」を普及していく際に、タイバンジャイ村のよう
な拠点村や優先的にコミュニティ開発を進めるべき村の選定基準、実施スケジュール等を示した
戦略。 
7 タイバンジャイ村の ASUFORは、｢セ｣国における ASUFORのモデルとなった組織であるとこ
ろ、その経験・知見を活用するために、ルーガ州内の村落ではないが対象とする。 
8  ルーガ州内の動力式給水施設 149サイトのうち、37サイトで ASUFORが組織化されている。
うち我が国が整備した 21サイトについては、PEPTACにより 8サイトで ASUFORが組織化され
ている。 
9 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvretéの略。 
10 Plan Retour Vers Agricultureの略。 
11 Projet Villages du Millenaireの略。 
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12 Projet d’Amenagement du Developpement Villageoisの略。 
13 80％程度を想定している。 


