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終了時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：農村自立発展プロジェクト 

分野：農業セクター 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA セネガル事務所 協力金額：約 4 億円 

先方関係機関： 
農業省分析予則統計局（DAPS） 
州農村開発局（DRDR） 

（R/D）：2008 年 3 月～2011 年 3 月 
（延長）：  

日本側協力機関： 

 
協力期間 

 他の関連協力：農村地域給水衛生計画（無償）

１－１ 協力の背景と概要 

セネガル共和国（以下、「セネガル国」と記す。）政府は、援助機関の協力を得て、これま

でに国内の半乾燥地域 1,500 カ所で給水施設を建設してきた。わが国も 1970 年代以降、無償資

金協力により 120カ所あまり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、援助

機関による協力を通じて、1996 年に「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」等を内容とする利用者水管理組合（Association des Usagers de Forages：
ASUFOR）の設置が開始され、給水管理の改善が図られている。2010 年段階の ASUFOR 設置率

は、全国で 70％、ルーガ州で 80％である。 
 
このような状況を踏まえ、ASUFOR 設立による持続的な水利用体制の確立を目的として、わ

が国が整備した給水施設のうち、25 サイトを対象に、2003 年から 2010 年まで、2 フェーズによ

り技術協力プロジェクト「安全な水とコミュニティ活動支援計画（PEPTAC）」が、JICA によ

り実施された。PEPTAC では、ASUFOR の運営が良好なサイトの一部を対象として、コミュニ

ティ開発活動も試行され、その結果、住民の生活改善を図るうえで、ASUFOR に蓄積された組

織運営に係る能力と、経験を活用するアプローチの可能性が示唆された。このような見地から、

ASUFOR を基盤とした自立発展的な農村開発の展開を目的として、2008 年 3 月からの 3 年間を

協力期間として、「農村自立発展プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）が実施された。

本終了時評価調査は、プロジェクト達成状況の確認と残りの期間の活動実施を、より有効なも

のとするための提言の抽出を目的として、2010 年 11 月に実施された。 
 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 
ルーガ州において給水施設の維持管理、及び組織活動の経験を活用したコミュニティ開発

が展開される。 
 
(2) プロジェクト目標 

ルーガ州において給水施設の維持管理、及び組織活動の経験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。 
 
(3) 成果 

1) コミュニティ開発を普及・展開する人材が育成される。 
2) 住民主体のコミュニティ開発を効率的に実施するための「ガイドライン」及び「コミュ

ニティ開発技術集」が作成される。 
3) プロジェクトが作成した開発モデルを普及・展開するためのシステムが強化される。 

 
(4) 投入 
日本国側： 

・専門家派遣 計 89.4 名/月（プロジェクト終了時の見込み） 
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・現地スタッフ雇用 8 名（2010 年 11 月現在） 
・在外事業強化費 6,000 万円（プロジェクト終了時までの予算を含む） 
・研修員受入 7 名（2010 年 11 月現在） 
・機材供与    複写機、コンピュータ等 

相手国側： 
・人員配置 プロジェクト担当者 延べ 10 名（他に普及要員 23 名） 
・土地・施設提供 プロジェクト事務室等 （ルーガ市 DRDR 内） 

２． 評価調査団の構成 

担当分野 氏 名 所 属 

団長・総括 梅本 真司 ＪＩＣＡセネガル事務所 次長 

住民参加 壽賀 一仁 （国内支援委員） 一般社団法人 あいあいネット 理事 

評価分析 寺尾 豊光 水産エンジニアリング株式会社 主査 

計画調整 1 跡部 里香 ＪＩＣＡセネガル事務所 企画調査員 

調査団 

計画調整 2 藤野 浩次郎 ＪＩＣＡ農村開発部乾燥畑作地帯課 

調査期間 2010 年 10 月 19 日～2010 年 11 月 6 日 評価種類：終了時評価 

３． 評価結果の概要 

３－１ 主な実績 

(1) 成果の達成状況 
成果 1 では、カウンターパート（Contre partie：C/P）要員、及び各省の県出先機関所属の技

官をはじめとして、村レベルでは組織リーダーと技術リーダーを訓練することが、主な活動

であった。現段階では、組織リーダーと技術リーダーの能力評価の結果を待つ必要があり、

そのため成果 1 の達成は、中程度と考えられる。成果 2 の活動により、コミュニティ開発ガ

イドラインと、開発技術集が作成された。両方とも、水資源に大幅な制限のある半乾燥地域

の村落に焦点をあて、かつそのような基本条件に対して、適切なアプローチにより構成され

ており、成果 2 の達成の程度は高いと判断される。成果 3 では、開発モデルの普及促進のた

めの組織的枠組みを特定し、設置することが求められた。国及び州のレベルで、ガイドライ

ンや開発モデルを導入する動きが、既に複数件見受けられていることから、成果 3 は事実上

達成されたといえる。 
 
(2) プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標は、必要な人材の育成（成果 1）、ガイドラインと開発技術集の作成（成

果 2）及び開発モデル普及促進のための、組織的枠組みの設置（成果 3）をそれぞれ完了する

ことにより達成され得る。前述のように、成果 2 と成果 3 は、達成されていると評価できる。

成果 1 については、村レベルのリーダの能力評価の結果がでるまでは、その評価を待つ必要

があるものの、ここでいう能力評価は、特に困難なタスクではないと見込まれるので、プロ

ジェクト終了時までにプロジェクト目標は、達成されると判断することができる。 
 

３－２ ５項目評価 

(1) 妥当性：全体的に高い。 
水資源利用に伴う制約は、セネガル国の国土北半分に広がる半乾燥地域の村落を、開発・

支援する際に、常に基本課題として付随する。そのため本プロジェクトが提示する開発モデ

ルは、PRSP-II（2006-2010 年）、気候変動適応のための国家行動計画（Plan d'Action National pour 
l'Adaptation au changement climatique：PANA）（2006 年）、モーター式給水施設管理改革（Réforme 
sur la Gestion des Forages Motorisés：REGEFOR）（1998～2006 年）さらに州政府地域開発計画

といった、種々の開発政策の実施に、幅広く寄与できるものとなっている。 
 

本プロジェクトによって導入された節水農法や、生活改善のための開発技術は、低投入技



iii 

術であることを特徴としている。まとまった資金はもとより、水や入手困難な資材に可能な

限り、依存せずに実践できるように、各種の開発技術が慎重に選定されている。このような

低投入アプローチは、当然ながら大幅な収入向上をもたらすことはないものの、村落生活を

広く、かつ持続性をもって改善することに着実に寄与している。 
 

一方で、以上の技術を普及するために、本プロジェクトでは、各省の県出先事務所に所属

する技官を、普及員として動員する方法がとられたため、本プロジェクト終了後も同様に可

能な普及体制であるか、検証が必要である。また、本プロジェクトの基盤となる ASUFOR の

組織力と経験の活用は、コミュニティ開発活動においては限定的であり、代わりに既存の女

性グループの組織力と経験が多くの活動に活かされていること、コミュニティ開発委員会

（Comité du Développement Commun-autaire：CDC）によるアプローチが、機能する場合と機能

しない場合とがある。 
 
(2) 有効性：やや高い 

プロジェクト目標は、プロジェクト終了時までに達成される見込みである。水資源の制約

が基本課題となっている農村のための、開発・普及システムを構築することがプロジェクト

目標である。この目標に沿って、3 つの成果を達成することが計画された。人材育成、基本課

題に合致するモデルの開発、及びその普及促進と、各成果が貢献すべき分野は整理できるが、

これらはいずれも、プロジェクト目標を達成するうえで、等しく必要であったと判断される。
 
(3) 効率性：高い 

プロジェクト終了時までに完了すべき活動をいくつか残すものの、3 つの成果はいずれも現

段階で、ほぼ達成されていると評価できる。日本とセネガル国による要員や、経費等のプロ

ジェクト資源の投入は、おおむね計画どおりに実施されている。これらの投入のうち、JICA
が負担したローカルコスト（在外事業強化費）は 3 年間で 6,300 万円（約 3 億 5,900 万 FCFA）

と概算できる。JICA が支援した他の類似プロジェクトと比較すると、相当に低いローカルコ

ストといえる。そのため本プロジェクトの費用効率は、高いと評価できる。 
 
(4) インパクト：高い 

なお、時間を要するが上位目標の達成は可能な見込みである。ルーガ州統合農村開発計画

（PRDI）の実施に向けて、開発モデルの全部、あるいは一部導入の準備作業のため、州議会

事務局とプロジェクトの間で、プロトコル（議定書）が交わされている。これとは別に、ル

ーガ州のレオナ村落共同体（Communauté Rurale：CR）に位置する 19 サイトに、開発モデル

を導入するために、国連開発計画ミレニアム・ビレッジ・プロジェクト〔Projet des Villages du 
Millénaire Organisation des Nations Unies（United Nations Development Programme）：MVP-UNDP〕
との間でプロトコルの準備がなされている。これら 2 つの事例が示すように、政府や援助機

関の農村開発計画等への本モデル導入に向けた、相当に強い関心が存在している。 
セネガル国家農業投資計画（PNIA、2011～2015 年）において、本プロジェクトが提唱してい

る「未利用水を利用した農業推進」が、投資対象のプログラムの 1 つとして位置づけられた。

これは、同期間中におけるセクター投資に、そのような農業への投資が行われる可能性の高

いことを示している。また、水利省維持管理局（Direction de l’Exploitation et de la Maintenance：
DEM）では、ガイドラインを全国 1,300 カ所の ASUFOR に配布することが計画されている。

これらルーガ州を越えた国レベルの動きは、本プロジェクトのインパクトとして考えること

ができる。 
 

(5) 自立発展性：高い 
開発ガイドラインは、農業大臣臨席の下で開催された 2010 年 8 月 9 日のセレモニーにおい

て、正式に認定された。また、DEM は、全国の ASUFOR にガイドラインを配布し、未利用水

管理を適用することによって、深井戸の給水管理を改善することを計画している。国レベル

における政府機関の、このような動きは、本プロジェクトが提唱する開発モデルが、長期に
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わたって適用される可能性が大きいことを意味する。また、モデルを導入実施することを前

提として、農業省（Ministère de l’Agriculture：MA）、MVP-UNDP 及びルーガ州議会事務局等

のさまざまな組織により、必要な予算措置が検討されている段階にある。 
 

３－３ 結 論 

1979 年から日本の無償資金協力により、セネガル国半乾燥地域の農村において、120 カ所余

に及ぶ、動力式深井戸給水施設が建設されている。サイトによっては、建設後 30 年を経た施設

もあり、局地的な井戸枯れと、設備の老朽化への対処が課題となっている。本プロジェクトは、

節水のためのさまざまなプロジェクト活動を通じて、過剰使用の問題をもつサイトにおいて、

時に生じる井戸の寿命短縮を防ぎ、かつ発電機やポンプの運転時間の低減を可能にした。また、

半乾燥地域の農村では、3 カ月から 4 カ月間の雨期を除く、1 年の大半を占める乾期には仕事が

なく、一家の働き手の多くが都市や、さらに外国に出稼ぎに行くことが常態になっている。本

プロジェクトは、ASUFOR を基盤にもつグループ、または個別活動を実施主体とした、乾期の

生産活動に新たな途を開いた。これら 2 つの分野での成功は、本プロジェクトの意義を大きな

ものにしている。 
 

３－４ 提 言 

(1) 開発技術集の内容が住民の声を反映しているかサイト活動を通じて確認し、プロジェク

ト終了時までに、成果 2 の指標 2.2 が達成されるべきである。なお、開発技術集は必要に

応じて今後改善・更新されることに期待したい。 
 

(2) 成果 1 については、プロジェクト終了時までに、組織リーダーと技術リーダーの能力向

上の成果を評価すること、また能力を十分に得ることを確実にするために、フォローア

ップ・セッションの場をもつことが必要である。 
 

(3) 上位目標を達成するために、プロジェクト終了時までに、ルーガ州の農村開発に関与す

る組織により、開発モデル実施のための協議会（organe de concertation）を設置する必要

がある。この協議会は、州開発局（Agence Régionale de Développement：ARD）が主導し、

またモデルの実施促進だけではなく、ルーガ州の農村開発に関連する課題を協議するこ

とを提言する。 
 

(4) プロジェクト終了後も村での技術普及を確実に行うには、モデルを実施する機関の普及

員（技官）を提供する関連機関の州事務所と、プロトコルを交わすことになる。そのよ

うなプロトコル締結のプロセスを、ガイドラインに含むことにより、開発モデルの普及

（促進）をより一般化し、またより見通しの良い状況で、上位目標を達成することがで

きる。 
 

(5) プロジェクト終了時までには、プロジェクト目標は達成されると考えられるが、開発モ

デルの自立発展性を補強するために、ガイドライン試行のための活動を通じた普及能

力・体制強化や、モデル導入に向けた予算措置への支援等の作業が、なお求められる状

況にある。そのため、プロジェクト期間を延長することを提言する。 
 

 




