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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：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 

所轄部署：セネガル事務所 協力金額（評価時点）：約 567,000 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：都市化・住環境・建設・水力省、保健予

防省、農業・養殖・バイオ燃料省、家畜省、 
水利省維持管理センター（タンバクンダ、グディリ、ケドゥグ、ジガ

ンショール、コルダ、セジュ、マタム、リンゲール、ンディウム） 

1-1 協力の背景と概要 
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（PEPTAC 2 は、コミュニティ

の住民を中心とした給水施設利用者による水管理組合（ASFOR）の普及、これら ASUFOR を基盤

とする給水施設維持管理システムの構築、住民の衛生習慣の改善のための啓発活動、等の活動を通

じ、安全な水の利用が持続的に確保されることを目指す技術協力プロジェクトである。 
同プロジェクトは 2003 年から 2006 年にかけて実施された「安全な水とコミュニティ開発支援計

画フェーズ１」で構築されたモデルを基礎にセネガル国内でも特に貧困度の高いタンバクンダ州

（現タンバクンダ州およびケドゥグ州）を対象に、2006 年から現在まで実施されてきた。2008 年

10 月には中間評価を実施、今般、2010 年 3 月のプロジェクト終了を控え、終了時評価を実施する

こととなった。 
 
1-2 協力内容 
(1) 上位目標 

1) 安全な水の持続的な利用体制が広く普及する。 
2) 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実施される。 

(3) アウトプット 
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。 
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。 
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作られる。 
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。 
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。 
6) コミュニティ活動が実証サイトで定着する。 

(4) 投入 
1) 日本側 
① 専門家派遣： 10 タイトル（総括/給水行政、啓蒙普及、給水施設、給水施設/水供給、コ

ミュニティ活動（農業）、 コミュニティ活動（畜産）、住民組織化、衛生/
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社会・ジェンダー配慮、業務調整/社会林業） 
合計 120.57 人月 

② 供与機材： 約 56,871 千円 
③ 本邦研修と第三国研修： 9 名（本邦 4 名、第三国 5 名） 
④ 一般経費： 約 73,134 千円 

2) 「セ」国側 
① CP 配置： 19 名（うち水利省本省 3 名、水利省（地方）11 名など） 
② 事務所･事務所にかかる光熱費 
 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、先事務所の

電気･水道などの光熱費、免税措置 
 

２．評価調査団の概要 
2-1 セネガル側評価メンバー 

担当業務 氏名 所属 

総括 Mr. Babou SARR 水利省維持管理局局長 

協力計画 Mr. Masse NIANG 水利省維持管理局職員 

 
2-2 日本側評価メンバー 

担当業務 氏名 所属 

総括 梅本 真司 独立行政法人 国際協力機構セネガル 事務所次長 

評価分析 今野 公博 VSOC 株式会社 

技術アドバイザー 吉田 克人 独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 
課題アドバイザー（客員専門員） 

協力計画（1） 井田 暁子 独立行政法人 国際協力機構 セネガル事務所員 

協力計画（2） 望戸 昌観 独立行政法人 国際協力機構 地球環境部 
水資源・防災グループ 水資源第二課 

給水・衛生 ママドゥ・ンドム 独立行政法人 国際協力機構 セネガル事務所員 
 
2-3 調査期間： 2010 年 1 月 6 日～2 月 3 日 
 
2-4 評価種類： 終了時評価 
 

３．評価結果の概要 
3-1 実績の確認 
(1) プロジェクト目標の達成度について 

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サイトで実行される。｣

は部分的に達成されたと判断される。 
“ASUFOR10 項目”による判断はミニッツの別添 3 に示す通り、１サイト当たり平均で 8.5

項目を満たしている。 



 iii

“ASUFOR10 項目”のうち他の項目より平均点が低い項目が 2 つある。ひとつは項目 3 の「理

事会が毎月 1 回開催されている」（平均 0.62）であり、もうひとつは項目 9 の「毎年住民総会が

開催される」（平均 0.67）である。項目 9 については、一部の ASUFOR の関係者より総会を開催

しない理由として開催の手順が分からないという意見が出された。また、2009 年に ASUFOR が

設立されたサイトではまだ住民総会を開催する時期（設立後一年間）が来ていないため開催され

ていない。これらのサイトについては、引き続き州以下で ASUFOR の設立と運営を受け持つ維

持管理センター長（以下、維持管理センター長という）の支援が必要である。その他の項目につ

いては、平均で 0.86-0.97 であり概ね達成されている。 
 
3-2 アウトプット 
(1) アウトプット 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。」 
行政･住民間による給水施設の維持管理システムは、プロジェクトによる ASUFOR の事務局及

びオペレーター研修の結果、多くの ASUFOR で規則に則った管理が実施されており、また

ASUFOR の現在の預金高のみで判断しても全体の 2/3 の ASUFOR は、維持管理センターの支援

を得て軽微な修理には対応できる。 
(2) アウトプット 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」 

多くの指標が達成されているものの、2009 年に ASUFOR が設立され、設立後一年を経ていな

い（住民総会を実施していない）ASUFOR が 11 サイトあり、2008 年に ASUFOR が設立された

のは 14 サイトであるので維持管理センターの ASUFOR 運営への支援は、まだ必要である。 
また、ASUFOR の運営については環境（浅井戸が多く存在する、ASUFOR メンバーの資質に

見合う住民数が少ない、オペレーターの能力等）の影響が大きく、今後のフォローアップについ

ては、このことを考慮して支援頻度等を決定することが望ましい。 
(3) アウトプット 3: 「2 つの手押しポンプモデルサイト（PMH）サイトにおいて維持管理システ

ムが作られる。」 
手押しポンプサイト及びエリアメカニック、研修実施機関を強化したことで、維持管理システ

ムが作られている。 
(4) アウトプット 4: 「全直接･間接対象サイトで一日の取水量が可能な限界揚水量を超えないよ

うに管理される。」 
各サイトの規則によってオペレーターが管理している。一部にオペレーターの能力不足が見ら

れるものの、限界揚水量を超過して揚水したことが原因による故障は起こっていない。 
(5) アウトプット 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。」 
衛生習慣は、資機材を必要としないものについては特に改善され、資機材を必要とするものに

ついても一部改善が見られることから、衛生習慣はある程度改善され、その重要性が認識された

と判断される。 
(6) アウトプット 6: 「コミュニティ活動が実証サイトで定着する。」 

コミュニティ活動については実証サイトでほぼ定着した。 
* コミュニティ活動はマーケットガーデニング（オクラ、トマト、レタス等）及び家畜の繁殖
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（アヒル、山羊、ウサギ、鶏等）を行っている。 
 
3-3 評価結果の要約 
(1) 妥当性 

以下の観点から高いと判断される。 
1) 「セ」国の開発政策との整合性：ミレニアム開発目標（MDGs、農村部の給水率を 2015 年

までに 78%とする）にリンクさせた｢水と衛生のミレニアムプログラム（PEPAM）｣を 2005
年に策定している。 

2) 日本の援助政策との整合性：ODA 大綱の基本方針、対セネガル国別援助計画と一致してい

る。 
3) PEPTAC フェーズ 1 との関連性：4 つの残された課題（①給水施設の整備にかかる支援がな

かった。②手押しポンプへの支援体制が含まれていなかった。③衛生活動に関して CP 機関

との連携がなかった。④亜熱帯地域における農業分野の技術移転を含めていなかった。）に

対して、アウトプット 1，3，5，6 にてある程度対応している。 
4) プロジェクトサイトの選定の適切性：安全な水へのアクセス率が低い地域を選択している

ので優先度は高い。 
5) 援助協調との関連性：UEMOA プロジェクトへの手押しポンプ維持管理マニュアルの配布、

UNICEF・村落共同体と連携を通したトイレ建設、ベルギーとの情報交換等が行われた。 
(2) 有効性 

以下の観点から高いと判断される。 
1) アウトプット及びプロジェクト目標は大部分達成されている。 
2) 因果関係：アウトプットはプロジェクト目標を達成するのにほぼ貢献している。 
3) 阻害・貢献要因：ASUFOR 設立の遅れ（があったものの大部分の ASUFOR は運営されてい

る）（以上阻害要因）及び維持管理センター長の献身的な活動、日本人専門家の積極的な活

動、プロジェクトからの資金・機材、サブディビジョンや DEM のサポート（以上貢献要因）

が挙げられる。 
4) 効率性 
以下の観点から効率性については中位と判断される。 
投入にかかる適切度のうち３項目 

1) ASUFOR の設置が 2009 年にずれ込んだサイトが 11 あったことで課題があったが、投入の

質･量･タイミング、地方の関係機関との情報共有については概ね適切であった。 
2) 中央レベル（DEM、プロジェクト、JICA 事務所）間で情報の共有が不足し、CP の巻き込

みが十分になされなかったこと 
3) 乾季の農閑期（3－5 月）に活動が十分できなかったこと 

(3) インパクト 
以下の通り数多くの正のインパクトが生じている。 

1) 上位目標：①｢安全な水の持続的利用体制が広く普及する｣については、国の政策や近隣

ASUFOR を参考にする動きが見られたことから達成する見込みはある。②｢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｣については、既に導入されている事実があ

り、定着していくものと思われる。 
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2) ジェンダー面（女性の労働削減）、貧困削減（野菜や小型家畜飼育による利益）、環境面（水

の節約）、財政面（軽微な故障に対応できるサイトが多くなった）で正のインパクトが生じ

た。 
(4) 自立発展性 

以下の観点から高位～中位と判断される。 
1) 「セ」国の給水政策の継続性（PEPAM の継続） 
2) 組織的要因（民間導入によって維持管理センター業務が変更される可能性があるので、そ

の対応が必要） 
3) 技術的要因（軽微な故障には対応できるが、研修等には ASUFOR の支援が必要） 
＊現在の活動を継続するための財政的支援の確約は得られていない。 

(5) 結論 
・ ASUFOR の設立、良好な運営によって安全な水を持続的に供給できるようになった。 
・ 多くの ASUFOR は軽微な機材の故障修理は、自力で実施できる体制が整いつつある。 

 

４．提言･教訓 
(1) 提言 

1) 多くの ASUFOR は設立時に選出された事務局のメンバーによって運営されているが、その

メンバーは住民総会で民主的な手続を経て承認または交代すべきである。そのために、維

持管理センターのモニタリングと助言活動のために十分な予算をセネガル政府が手当てす

ることが期待される。 
2) 住民の中には衛生的な水の価格がやや高価であると感じている利用者もいて、不衛生であ

ることを認識していても不衛生な浅井戸の水が飲用に使用されている地域もある。プロジ

ェクトでは深井戸の衛生的な水を飲用水として使用するための衛生習慣改善活動が推進さ

れているが、住民に安全な飲料水を利用する習慣が身につくまで本活動は継続されるべき

である。 
3) 民間企業による ASUFOR の維持管理体制の導入は、そのメリットを 大化し、デメリット

（ASUFOR に組織運営や技術的なノウハウが蓄積しなくなること）を 小化するように配

慮しながら計画を進めるべきである。 
(2) 教訓 

1) 今後水利用組合設立を支援するプロジェクトでサイトを選択する際、または削井地点を選

択する際に、そのサイトの社会･経済･人口条件･環境にかかる要因を勘案して計画を立てる

ことが不可欠である。 
2) 深井戸の水を利用した給水に十分な理解が得られないと判明した段階で相応の戦略を策定

し、それでも変化がみられない場合には当該サイトへの投入量を減じ、プロジェクト活動

をより必要としている他の村落へ投入をシフトすることも視野において、方向性の再検討

を行なう必要がある。 

 




