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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活動支援計画」プ

ロジェクト フェーズ 2（以下、「PEPTAC 2」） 

分野：水と衛生 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：セネガル事務所 協力金額（評価時点）：698,903 千円 

協力実施期間：2006 年 12 月～2010 年 3月 先方カウンターパート機関：地方水利・全国河川湖

沼省 維持管理局（DEM） 

1-1．協力の背景と概要 

セネガル共和国（以下、「セ」国と記す）は水と衛生分野におけるミレニアム開発目標の枠組み

とも言える「水と衛生に関するミレニアム・プログラム（PEPAM）」を 2005 年に策定し、安全な水

と基礎的な衛生サービスへのアクセス向上をはかっている。中でも我が国は水と衛生分野を重点

課題として取り上げ、約 20 年にわたり農村地域における給水施設の建設にかかる協力を実施して

きた。この間、112 カ所の給水施設（セネガルに現存する同施設数の約 10％強に相当）を整備、

この結果、約 35 万人の村人が安全な水にアクセスできるようになり、また約 60 万頭の家畜にも

安定的に水が供給されるに至った。 

こうしたハード面での協力の一方で、給水施設を自立的・持続的に維持管理するためのマネジ

メント・システムの確立の必要性が国家政策においても強く認識されるに至り、給水施設の維持

管理を民間に移行させる政策的な流れとあいまって、住民自らが行政や民間技術者の支援を得つ

つ水料金を水使用者から徴収し、給水施設の維持管理を直接行う仕組みづくりが求められるに至

った。 

このような中、JICA は 2003 年 2 月～2006 年 1 月までの間、農村地域における住民による給水

施設維持管理組織（ASUFOR）の設立を支援する「安全な水とコミュニティ活動支援計画プロジェ

クト（フェーズ 1）」（PEPTAC 1）を実施した。しかし遠隔地域のタンバクンダ州などでは、ASUFOR

の普及はいまだ十分はかられていないことから、「セ」国政府はわが国に対し、タンバクンダ州を

中心とした遠隔地における住民、行政、民間業者の協力による給水施設維持管理体制を確立する

ための技術協力プロジェクトを要請してきた。本プロジェクトは、この要請に基づき 2006 年 12

月より実施されているものである。 

 

1-2．協力内容 

（１） 上位目標 

・ 安全な水の持続的利用体制が広く普及する。 

・ コミュニティ活動がプロジェクトサイト周辺村落に定着する。 

 

（２） プロジェクト目標 

・ 安全な水の持続的利用システムがプロジェクト直接対象サイトで構築・実施される。（注：

「直接対象サイト」とは、プロジェクトの専門家が中心となって直接技術指導を行うサイ

トを指す。「間接対象サイト」とは、C/P が中心となって技術指導を行うサイトを指す。尚、
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どちらのサイトについても、機材供与や研修を実施している。） 

（３） 期待される成果 

・ 成果 1：給水施設の維持管理システムが、行政・住民・地元民間企業の協力のもと実施され

る。 

・ 成果 2：動力式給水サイトで、ASUFOR が設置され、機能し、正しく管理される。 

・ 成果 3：2 つの手押しポンプモデルサイト（PMH）において、維持管理システムがつくられ

る。 

・ 成果 4：プロジェクトサイトで作成したガイドラインに沿って、水利用がなされる。 

・ 成果 5：直接対象サイトにおける住民の衛生習慣が改善され、安全な水に対する認識が深ま

る。 

・ 成果 6：コミュニティ活動が実証サイトで定着する。 

 

投入（評価時点） 

1) 日本側： 

専門家派遣 9 人 

研修員受け入れ 2 人 

機材供与 情報処理機材（PC、コピー機、ファックス等）、水質分析器、 

 給水施設維持管理資機材 、車輌および自動二輪車、啓発活動用教材 

2) 「セ」国側： 

カウンターパート配置 11 人 

タンバクンダプロジェクト事務所地所、ダカール連絡事務所 

上記事務所の電気、水道などの光熱費 

事務所家具等、必要とされる便宜 

 

2．評価調査団の概要 

 

役割 氏名 所属 

団長 伊禮 英全 JICA セネガル事務所 所長 

協力計画 井田 暁子 JICA セネガル事務所 所員 

協力計画 Mamadou NDOME JICA セネガル事務所 現地職員 

評価分析 於勢 泰子 （株）かいはつマネジメント・コンサルティング 

通訳 倉井 久子 （財）日本国際協力センター 

    
調査期間：2008 年 10 月 1 日～21 日 評価種類：中間評価 

3．評価結果の概要 

3-1．成果 

(1) 成果 1 

これまでに設立された 15の ASUFOR のうち 6サイトで、水道メーター設置費用が ASUFOR1積立金

                                                        
1 ASUFOR: Association des Usagers de Forages（利用者水管理組合） 
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から拠出され、従量制水料金体制が導入されている。これらの 6サイトの ASUFOR では、軽微な故

障に関する費用は ASUFOR で負担できるようになっている。 

PEPTAC2 の第 2年次には、7サイトで民間業者による給水施設の改修が実施され、行政・住民・

地元民間企業の 3 者連携による給水施設維持管理システムが定着しつつある。民間企業の選定方

法・発注方法が既にマニュアル化されており、同マニュアルの活用方法に関して C/P への技術移

転も順調に進んでいる。現在、DEM2は国策として給水施設維持管理の一部業務を民間企業に移行

させることを目指している。 

 

(2) 成果 2 

2008 年 9 月現在、直接対象サイト 35 サイトのうち 15 サイトで ASUFOR が設立されている。こ

のうち、6 サイトで従量制水料金体制が導入されており、水料金徴収率が 80％を超えている。ほ

とんどのサイトでは、ASUFOR 理事会が月 1回開催されている。ASUFOR による給水施設の維持管理

を持続可能なものとするためには、BPF3による定期的なモニタリングが必要であり、同モニタリ

ングシステムの構築が今後の課題である。 

なお、間接対象サイトでは、これまでに 24サイトで ASUFOR が設立されている。 

 

(3) 成果 3 

グディリ BPF を拠点として手押しポンプ維持管理システムをタンバクンダ BPF とケドゥグ BPF

に普及させることが決定されている。手押しポンプの維持管理マニュアルは既に完成しており、

グディリ BPF（バケル県）にてエリアメカニック養成研修を開催した際に配布されている。今後は、

バケル県で手押しポンプ維持管理のパイロットサイトを 2 つ選定し、同サイトで手押しポンプ維

持管理の研修を実施する予定である。 

 

(4) 成果 4 

直接対象サイト 35 サイトのうち 29 サイトで水利用ガイドラインが作成され、同ガイドライン

に沿って適正な揚水管理が行われている。また、水質分析機器の使い方を習得する技術講習会を

受講した BPF 職員が、これまでに直接対象サイト 35 サイトのうち 20 サイトにおいて水質検査を

完了している。 

PEPTAC 2 では、間接対象サイトでも水利用ガイドラインを作成し、同ガイドラインに沿った適

正な揚水管理を目指している。 

 

(5) 成果 5 

村落レベルで衛生活動を行う住民アニメーター（以下、「衛生 FP」）が、10サイトで計 267 人（各

サイト 20 人以上）が育成されている。衛生 FP は、SARAR/PHAST 手法4と呼ばれる参加型手法を用

いて、各サイトで月に約 3 回、衛生に関する啓発活動を実施している。同活動を通じて、住民は

安全な水と衛生に対する認識を高めるに至り、住民の衛生行動が改善されてきている。また、ユ

ニセフは PEPTAC 2 の活動を後押しする意思を示し、村落共同体からの支援も得て、かねてから住

                                                                                                                                                                                   
2 DEM : Direction de l’Exploitation et de la Maintenance（維持管理局） 
3 BPF : Brigade des Puits et des Forages（維持管理センター） 
4 PHAST : Participatory Hygiene Sanitation Transformation（参加型公衆衛生指導手法） 
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民からのニーズが高かったトイレ建設にかかる資金を提供し、「モデル」事業が実施された。さら

に、PEPTAC 2 では、水と衛生セクターにかかわる水利省以外の政府関係機関、他ドナーや NGO と

ともに衛生教育の共通マニュアル『Guide d'animation pour la promotion de la gestion 

d’eau,d’hygiène  et d’assainissement au milieu rural (農村における水、衛生、衛生施設

の管理を行う衛生 FP のための能力強化ガイド)』を作成した。 

 

(6) 成果 6 

直接対象サイトである Mereto においては野菜栽培、畜産、果樹植林などのコミュニティ活動が

導入されており、Bamba NDIAYENE、Dialacoto、Kouthiaba WOLF においても今後活動の導入が予定

されている。PEPTAC 2 では Mereto を ASUFOR と連携したコミュニティ活動を実施するモデルサイ

トとして選定しており、他サイトに同様の活動を導入するための教訓を引き出すことになってい

る。既に導入したコミュニティ活動の内容は、技術マニュアルとして整理されており、Mereto で

実施した活動を他の 3サイトに展開していく計画である。 

 

3-2．プロジェクト目標（達成見込み） 

本中間評価において、これまで PDM に 3 種類記載されていたプロジェクト目標の指標を 1 つに

絞り込んだ。今後は、「全直接対象サイトにおいて ASUFOR が適切に定着する（ASUFOR18 項目によ

る判断）」をプロジェクト目標の指標とすることとした。既に直接対象サイトの 15サイトで ASUFOR

が設立されており、BPF が ASUFOR の啓蒙普及のノウハウを習得し、ASUFOR の設立を自立的に実施

している現状から、プロジェクト終了時までに同指標が達成される見込みは高いと判断される。

 

3-3．評価結果の要約 

3-3-1.妥当性 

「セ」国政府は、保健衛生と貧困削減の観点から安全な水の供給を主要開発課題の 1 つとして

位置づけており、農村部における安全な水へのアクセス率の向上は PRSP の目標ともなっている。

現在、「セ」国では 2005 年に策定された「水と衛生のミレニアム・プログラム（PEPAM）5」に基

づいて給水政策が進められており、PEPTAC 2 では、MDG 達成に向けた国家戦略に沿った形での安

全な水供給と衛生に関する活動を実施しており、PEPTAC 2 は「セ」国の開発政策と合致している。

また、安全な水供給は日本の援助政策の主要テーマの 1 つでもあり、PEPTAC 2 は日本の援助政策

とも合致している。 

PEPTAC 2 には、計画（サイトの選定）および実施段階においてフェーズ 1での様々な教訓が生

かされている。さらに、環境・ジェンダー・民族6などにも配慮してプロジェクトが実施されてい

る。「セ」国の開発政策および日本の援助政策との整合性、フェーズ 1との関連性、プロジェクト

サイト選定の適切性、環境・ジェンダー・それぞれの地域特性に応じた社会配慮の適切性の観点

から、PEPTAC 2 の妥当性は高い。 

 

 

                                                        
5 PEPAM : Programme d’eau potable et d’assainissement du millénaire（水と衛生に関するミレニアム・プログラム） 
6 農耕民族の定住者と遊牧民の移住者の双方にとって公平な ASUFOR の運営を目指している。 
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3-3-2.有効性 

3-1-2 で示した通り、6つの成果は順調に達成に向かっており、プロジェクト終了時までには 6

つの成果とプロジェクト目標が達成される見込みである。成果およびプロジェクト目標の達成に

向けての促進要因として、1）PEPAM を通じた国家戦略の実現に向けた支援、2）ドナー協調、3）

フェーズ 1での成果の活用、などがあげられる。 

PEPTAC 2 では、ASUFOR 啓蒙普及用の紙芝居や衛生教育のための PHAST カードなどが作成・活用

されている。これらの視聴覚教材を今後も有効活用することにより、住民のプロジェクト活動へ

の参加を促すことが望まれる。また、ASUFOR 間での情報交換や ASUFOR のグループ化も、ASUFOR

活動の定着のみならずコミュニティ活動／衛生活動の活性化に貢献できる要因と考えられる。 

 

3-3-3.効率性 

「セ」国側と日本側で人材が適切に配置され、中央レベルおよびタンバクンダ州レベルの両方

において「セ」国側 C/P と日本人専門家が円滑にプロジェクトを実施している。また、「セ」国の

他の関連行政組織およびドナーとの連携も効果的に行われている。 

その一方、1）中央レベルにおける「セ」国側 C/P と日本人専門家チーム、および 2）中央と地

方レベル、における情報共有と調整の不足が指摘された（今後は、関係者間での情報共有を確実

にするために、月 1回、DEM、日本人専門家、JICA セネガル事務所で 3者会合を開催することが、

本中間評価調査期間中に決定された）。 

 

3-3-4.インパクト 

(1) 正のインパクト 

＜住民・コミュニティ・レベル＞ 

・ 従量制の導入により、住民の節水に対する意識が高まっている。 

・ 給水施設の維持管理を ASUFOR で行うことにより、住民に団結力と自信が生まれている。 

・ 給水施設が適切に維持管理されることにより、女性の水くみ労働の負担が減った。 

・ ASUFOR の理事会メンバーに女性が選ばれることにより、公的な場での女性の発言機会が増

えた。 

・ 衛生活動の導入により、安全な水の利用と衛生に対する住民の意識が高まり、コミュニティ

の衛生状態が改善されている。 

・ ASUFOR をコミュニティ活動に活用することにより、住民が水を生計向上の要因として意識

するようになっている。 

・ PEPTAC 2 で導入したコミュニティ活動の効果が、周辺村に波及している。 

＜「セ」国政府機関レベル＞ 

・ 中央レベルで他の関係省庁／部局との連携が生まれつつある。 

・ 州レベルで関連行政機関の連携が生まれている。 

・ 村落共同体が PEPTAC 2 の活動に自発的に参加するようになっている（資金や人材の投入）。

・ 給水施設維持管理サービスの民間セクターへの移管の促進に貢献している。 

＜ドナー／NGO レベル＞ 

・ 各種ドナー会合に参加し、プロジェクトに関する情報の共有を行っている。 
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・ PEPTAC2 で作成したマニュアルや教材を他ドナー／NGO に配布している。 

・ 他の開発パートナーと協働で共通マニュアル『Guide d'animation pour la promotion de la 

gestion d’eau,d’hygiène  et d’assainissement au milieu rural (農村における水、

衛生、衛生施設の管理を行う衛生 FP のための能力強化ガイド)』を作成している。 

・ ユニセフと協力し、ソフトとハードを組み合わせた衛生分野での「モデル」事業の構築に貢

献している（ソフト面にかかる衛生教育を PEPTAC2 が行い、トイレの設置といったハード面

での整備をユニセフが行った）。 

 

(2) 負のインパクト 

特になし。 

 

3-3-5.自立発展性 

給水施設の維持管理に関しては、「セ」国政府は PEPAM に基づいて給水政策を進めており、今後

も水と衛生に関する活動を支援していきたいという意向である。動力式給水サイトに関しては、

PEPTAC 2 の活動を通じて BPF 職員が ASUFOR の啓蒙普及のノウハウを習得しており、BPF 職員が

ASUFOR の設立を行うことが可能になっている。しかし、設立された ASUFOR が適正な運営を続けて

いくためには、行政が ASUFOR に対して定期的にモニタリングを実施する必要があり、モニタリン

グシステムの構築とモニタリング費用の確保が今後の課題である。また、手押しポンプサイトに

関しては、住民が施設の適切な維持管理を継続的に担えるようになるために、エリアメカニック

養成後のモニタリングが課題である。 

衛生活動に関しては、保健省衛生局・衛生 FP・ASUFOR 連絡係の連携による衛生活動の普及シス

テムが確立しており、同活動は順調に進められ、住民から高い関心を集めている。今後も住民か

らの高い関心を維持していくためには、啓蒙普及のアプローチを工夫していくことや行政による

定期的なモニタリングが必要となる。 

コミュニティ活動に関しては、同活動を通じて生活が改善されたことを住民が実感しており、

その実感がコミュニティ活動を持続させていくための動機づけとなっている。今後も住民の意欲

を維持していくためには、C/P から継続的に技術指導を受けられるシステムの構築が不可欠であ

る。 

今後は、プロジェクト終了後を視野に入れて、PEPTAC2 が導入した様々な活動を継続していく

ために必要な経費を「セ」国政府が予算化していくことが課題である。 

 

3-4． 結論 

これまでに、直接対象サイト 35 サイトのうち 15サイトで ASUFOR が導入されている。BPF スタ

ッフは既に ASUFOR 啓蒙普及手法を習得しており、プロジェクト終了時までに全直接対象サイトで

ASUFOR が導入され・定着する（＝プロジェクト目標が達成される）見込みである。ただし、その

ためには、以下の「3-5.提言」に示す事項に留意して、今後のプロジェクト活動を実施していく

必要がある。 
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3-5．提言 

プロジェクト終了時までに、PEPTAC2 に残されている主な課題は以下の通り。 

① ASUFOR の運営に関する現実的かつ実現可能なモニタリングシステムを確立する。 

② 手押しポンプサイトにおいてエリアメカニック（修理工）を養成し、継続指導する。 

③ 衛生活動およびコミュニティ活動において住民の動機づけを維持していく。 

④ プロジェクト終了後を見すえ、PEPTAC2 が導入した活動を継続していくために必要な維持管

理費用について予算措置を行うように「セ」国政府に働きかける。 

⑤ 本中間評価で改訂された改訂版 PDM（=PDM2）に記載されている指標で、達成されていない指

標に対する取り組みを強化する。 

⑥ 以下の活動を通じ、プロジェクトの実施における日本側と「セ」国側関係者の連携およびコ

ミュニケーションを改善する。 

- コーディネーションを目的とした月例会議の開催（DEM、日本人専門家、JICA セネガル事

務所が参加） 

- プロジェクトの実施にあたり、双方が講じた措置に関する情報の共有 

 

3-5． PDM の改訂 

本中間評価を踏まえ、PDM の改訂を行った（別添を参照）。 

 




