
１－１　協力の背景と概要

本プロジェクトは、セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）海岸部の 4 漁村（ロンプー

ル、カヤール、ジョアール、ジフェール）を対象として、持続的な水産資源管理を実現すべく

漁民と行政の共同管理体制（Co-gestion）を確立することを目的とする。同目的を達成するため、

まずは水産資源の現状を把握したうえで、資源管理の必要性について各漁村住民の意識を高め

る活動を行う。また、セネガルでは、行政と漁業従事者が資源管理上のさまざまな取極めにつ

き協議・決定・承認する零細漁業地方協議会（Conseils Locqux de Pêche Artisanale：CLPA）を中

心に共同資源管理を進めていく方針であることから、CLPA の組織整備支援（CLPA が未整備

の漁村対象）、あるいは機能強化（CLPA が設立済みの漁村対象）を行うことにより、零細漁

民による資源管理体制の基盤整備を行う。そのうえで、各漁村の漁業活動内容・社会経済状況

に応じた資源管理活動を実施する。水産資源管理活動の実施に際しては、上述の水産資源管理

に係る地方漁民委員会（Comités Locaux Villageois：CLV）、とりわけ零細漁民の代表者（リーダー）

による主体的な活動が行われるべく零細漁民組織・リーダーの能力強化を図る。

上記成果の達成を通じ、本プロジェクトでは各漁村における水産資源管理活動・体制の持続

性を確保する。本プロジェクトによって、零細漁村での漁民主体による水産資源管理の有効性

が各ステークホルダーに周知されるとともに、その実施手法・留意点等を本案件の実施機関で

ある海洋漁業局が理解・習得することにより、他漁村においても零細漁民の主導による水産資

源管理活動が普及・拡大することとなる。

本プロジェクトは 2009 年に開始されてから約 1 年半が経過したところ、プロジェクト目標

の達成に向けて、これまでの実績と実施プロセスを整理し、セネガル国側と進捗状況・課題に

関する認識を共有するとともに、プロジェクト計画の修正やプロジェクト運営体制の改善につ

いてセネガル国側と協議することを目的に、中間レビュー調査を実施した。

１－２　プロジェクト目標

対象漁村において、零細漁業関係者及び行政による水産資源の共同管理が零細漁業関係者主

体で確立される。
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１－３　成　果

成果 1： 各対象漁村において、水産資源の持続的管理の重要性について零細漁業関係者の意識

が向上する。

成果 2： 各対象漁村に零細漁業地方評議会（CLPA）及び地方漁民委員会（CLV）が設置され、

各会の組織が強化される。

成果 3： 零細漁業関係者の、地域レベルの水産資源管理能力及び漁業管理能力が強化される。

１－４　投入（計画時）

日本側：専門家　5 分野　

相手国側：カウンターパート（Counterpart： C/P）の配置、施設提供

３－１　実績の確認

（1）投入の実績

日本側：

専門家　5 分野　

研修員受入れ　7 名

機材供与　7,000 万円

ローカルコスト負担　2,980 万円

相手国側：

C/P の配置　12 名

ローカルコスト負担　1,470 万円

施設提供（プロジェクト事務所、倉庫）

（2）活動の実績

一部の活動に関して当初の計画から変更がみられる。以下、概要。

・　活動 2-6（CLPA、CLV の事務所建設）は実施されなかった。

・　活動 2-7 から 2-10（CLPA 支援）では、プロジェクトサイト以外の周辺漁村を対象とし

て活動を実施している。

・　活動 3-4（資源管理計画の実施支援）に関連する技術的な調査については、底刺し網試

２．評価調査団の概要

調査者

担当分野 氏　　名 所　　属

総　括 杉山　俊士　 JICA 国際協力専門員

水産資源管理 本間　謙 JICA セネガル事務所

評価分析 赤羽　悦子 （株）日本開発サービス

計画管理 春原　拓海 JICA 農村開発部　乾燥畑作地帯課

調査期間 2011 年 1 月 5 日～ 2011 年 1 月 21 日 評価種類：中間レビュー

３．評価結果の概要



験、貝殻漁礁、モンゴウイカ人工産卵床試験などの一連の活動が実施されている。こう

した計画外の活動には、ジョアール CLPA を中心とする広域化資源管理のためのコンセ

ンサス会議やマダコの産卵用タコつぼ製作と沈設活動も含まれる。詳しくは、本文表３

－ 12 を参照。

・　複数のメディアを活用してのプロジェクトの活動に関しての情報発信（広報）活動が行

われている。

（3）成果の達成度

成果１：ある程度達成しつつあるといえる。しかしながら、CLPA での協議に直接参加しな

い一般の零細漁業関係者に対しては水産資源管理の重要性についての理解を更に浸

透させていく必要がある。

成果２：順調な成果の発現がみられ、計画期間内で成果の達成が見込まれる。2 つの対象サ

イトにおいて新しい CLPA が設立され、これらを含むすべての支援対象 CLPA にお

いて、水産資源管理の課題について協議や承認が進んでいる。

成果３：サイトにより取り組みに違いはあるが、ある程度達成しつつあるといえる。他方、

行政側や同じ地域で資源管理活動を展開している関係者との情報交換、モニタリン

グの支援など、課題も多く残されている。

（4）プロジェクト目標達成の見込み

次の 2 点から、プロジェクト目標は、期間中に達成できる可能性が高い。

・　現時点で、各対象村で水産資源管理関連活動が次表のように実施されている。

対象村 プロジェクトの支援による水産資源の共同管理

ロンプール
漁民の主体的な働きかけにより 2 つの資源管理方策－刺し網目合の制

限（40mm 以上）、刺し網総反数の 10％削減－を策定した。 

カヤール プロジェクト支援による資源管理活動は特になし。

ジョアール
隣接 CLPA と資源管理方策（マダコの禁漁期設定）の調和化。調査実

施時点で 1 カ月間施行済み。

ジフェール
漁民の主体的な働きかけにより刺し網目合の制限（46mm 以上）を策

定した。

 

・　プロジェクト期間中に上記活動の継続を阻害する可能性のある要因（例：移動漁民の存

在）はあるものの、CLPA への漁民以外のアクターの参加、資源管理方策の法制化（県条例）

への取り組みなど、阻害要因の影響を小さくするための方策がプロジェクトの活動とし

てとられている。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性：以下の観点から、高いと判断できる。

・　セネガルの水産業は、社会・経済の両面で大きな役割を担っている。水産物は、輸出総



額の 32％を占めるとともに、国民が摂取する全動物性たんぱく質の約 70％を占めると

いわれる。また、同国の雇用の約 20％は、何らかの形で水産業に関係するといわれる。

本プロジェクトは、漁業者の 80％から 90％を占めるといわれる零細漁民を対象として

おり、対象群の選定も適切である。

・　CLPA の能力強化を図りつつ、行政と住民による共同資源管理を進めるというアプロー

チは、セネガル側の海洋水産法（Loi No° 98-32）や省令でも定められた政策的方向性

との整合性が高い。

・　本計画は、JICA がセネガル政府への協力として共同で実施した開発調査「漁業資源評価・

管理計画調査」（2003-2006）の調査結果と経験を生かして実施されている。また、JICA
による「水産課題別指針」（2010）の協力方針の 1 つである「共同資源管理」に即した

内容でもある。さらに、同文書の中のアフリカでの重点目標「資源管理に配慮した持続

的沿岸漁業」や「零細漁民を対象とした（中略） 『漁村開発』を通した貧困削減」に一

致する。

（2）有効性：以下の観点から、高いと判断できる。

・　啓もう普及関連の活動を広く漁村コミュニティ全般を対象として実施し（成果 1）、
CLPA 及び CLV の強化によって住民グループ・経済グループ内外の利害調整や資源管

理上の意思決定を円滑に行う体制を確保（成果 2）したうえで、これらのグループが

CLPA の決定事項を確実に実施するよう支援する（成果 3）というプロジェクトのデザ

インは、活動ごとの支援対象の設定が適切であり、段階的かつ効果的なプロジェクト目

標の達成に寄与するものと考えられる。

・　一方、水産資源の共同管理を実施するうえで CLPA が果たすべき役割と強化すべき機能、

そして CLPA の各構成メンバーの改善すべき課題（能力開発の目標）については十分に

確認・整理されておらず、この点については、改善の余地が残る。

・　現時点での成果の達成状況が比較的良好である。

（3）効率性：以下の観点から、中程度と判断できる。

・　投入されている機材に現地調達のものなど比較的安価なものが多い。

・　十分な実施効果の発現が見込めない可能性が示唆された活動（CLPA 事務所建設）を行

わなかった。

・　プロジェクトでは、現地状況にかんがみて、当初の計画になかった投入や対象地域の拡

大を行っている。これら計画外の活動には、その重要性が確認されたものもある一方で、

限りあるプロジェクト資源の適切な配分という観点においては、効率性を低くする一因

となっている。

・　プロジェクトの開始以来、計 6 名の C/P が人事異動により配置転換となった。

（4） インパクト：現時点では中程度のインパクト発現が可能と予測する。改善の余地は大きく

残されており、今後の展開によっては、より大きなインパクトを期待できる。

・　プロジェクトでは現場レベルでの活動に焦点を当て、広く一般への情報発信にも努

めてきた一方で、海洋経済省内での他局関係者の合同調整委員会（Joint Coordination 



Committee：JCC）関与や同省が管轄する他ドナーによる事業との情報交換など、プロジェ

クト活動の地域的展開を担保するための方策に関しては、十分といえない。

・　水産資源の共同管理に関連し、国、州、県レベルでの行政機関でのプロジェクト関係者

の果たすべき役割についての精査が済んでいない。

・　県単位での資源管理活動の調和化・一元化の可能性を検討しているジョアール（ンブー

ル県）での活動などは、県内の他漁村への高い波及効果が期待できる。

（5）自立発展性：以下の観点から、中程度であると判断する。

・　現在プロジェクトで進めている CLPA の一員である地方行政官に対しての能力強化は、

人事異動の影響を直接的に受けやすい。

・　CLPA での協議では、関係者の意見が尊重されており、関係者の主体的な取り組みの姿

勢（オーナーシップ）が醸成されつつあると観察された。

・　プロジェクトでは、自立発展性の阻害要因となる漁村コミュニティへの不適切あるいは

過剰な投入（例：研修参加者への日当支給等）を行わないよう十分に配慮している。

・　CLPA 運営や水産資源の共同管理に関して、州県レベルの行政機関によるイニシアティ

ブはまだ発現していない。

３－３　効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

・　啓発活動、CLPA の能力強化、住民による水産資源管理方策の実施能力強化という 3 つ

の成果を通して「零細漁業関係者及び行政による水産資源の共同管理を確立する」とい

うプロジェクト目標を達成させるという構成は論理的である。

・　これら 3 つの成果が相補的であるとともに整合性のある関係を保っている。

（2）実施プロセスに関すること

・　関係者に対する能力強化：現実的かつ具体的な技術移転として現場レベルで実施されて

いる。

・　関係者の意見の尊重：対象村で行われる会議などで参加者の意見を尊重して進めてい

る。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（1）計画内容に関すること

・　旧プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）中の表現で、

複数の類似語や定義のあいまいな用語が使用されており、これらがプロジェクト実施枠

組みに対する関係者の明確な理解を妨げていた。

・　プロジェクト目標及び成果を測る指標に活動の結果を示すものが入るなど、指標設定の

論理性に問題があった。

※これを受けて、本中間レビュー調査の合同評価委員会にて PDM の見直しを行った。



（2）実施プロセスに関すること

・　活動をモニタリングするシステム〔例：活動計画表（Plan of Operation：PO）や PDM の

指標〕をセネガル側と共有してこなかった。

・　プロジェクトと関連性の高い業務を所掌する海洋経済省の他部局や他省関係者が JCC
に参加していなかったため、本来 JCC にて確認・調整すべき事項（他のドナー機関と

の調整等）について十分な議論が行われず、プロジェクト活動に関してアドバイスをす

る役目が十分に果たされていなかった。

※これを受けて、本中間レビュー調査の合同評価委員会にて上記指摘及び改善策について先

方とミニッツで確認を行った。

３－５　結　論

セネガルの水産業の現状から、本プロジェクトの妥当性は、プロジェクト計画時同様に高い。

関係者との協議から、本プロジェクトへの期待が大きいことも観察された。

プロジェクトでは、現場レベルでの能力開発に精力的に努めており、現時点での活動の進捗

状況、成果の達成状況は比較的良好である。このことが、期間中のプロジェクト目標達成の可

能性と有効性を高めている。

しかしながら、実施プロセスで述べたように、活動のモニタリングや JCC の活用などの点で、

改善の余地が残る。これらに起因していると考えられる問題として、他のドナー機関との情報

交換の不全などが観察されており、プロジェクトのインパクトの阻害要因として挙げられる。

また、当初計画になかった活動の変更や対象地域の拡大に伴って、効率性の阻害要因のひとつ

となっている。

プロジェクトでは、CLPA を中心とする現場レベルでの活動に焦点を当ててきたが、州や県

における行政官をも含めた関係者の役割と機能についての整理が進んでいないことなどから、

能力開発の効果が個人レベルとその直接関係する村内にとどまっており、自立発展性の担保と

なる組織としてのキャパシティ・ディベロップメントは限定的となるおそれがある。

本合同評価調査の過程において、ここに述べた阻害要因などの影響を弱めるための活動の修

正・改善の必要性がいくつか確認され、提言としてまとめられた。残りのプロジェクト期間に

おいて活動を効率的に実施し、プロジェクトのインパクトと自立発展性を増大するためにも、

これら提言に示された各項目への対処を適切かつ遅滞なく実施することが強く求められる。

３－６　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

主要な提案事項は下記のとおり。

（1）合同調整委員会の再構成

海洋経済省内には、プロジェクトの活動と関連する部局が複数あるにもかかわらず、それ

らは合同調整委員会の構成員となっていない。情報共有及び調整を図るため、このような関

連部局も合同調整委員会に含めるべきである。

（2）計画的なプロジェクトの実施

本計画では、プロジェクト開始初期に活動計画表（PO）を策定していないが、早急に PO



を作成し、合同調整委員会での利用も含め、プロジェクトの円滑な実施に資する資料として

利用すること。また、サイトごとのサブ PO を作成する。

（3）資源管理上の目的設定と支援方針（戦略）の策定

セネガルの漁村では、さまざまな資源管理上の問題が存在するが、複数の課題に分散的に

対応していては、効率的なプロジェクト成果の発現にはつながらない。プロジェクトでは、

各サイトにおいて優先的に対応する資源管理上の課題を特定し、明確な支援方針（戦略）の

下にすべての活動を計画・実施していくこと。

（4）共同水産資源管理における主要関係者の役割と機能の定義

プロジェクトでは、共同資源管理体制を確立するために主要関係者（水産行政機関や漁民

組織など）と彼らが意思決定を行う組織（例：CLPA）の機能強化に焦点を当てた活動を行っ

ているが、これら関係者それぞれに求められる役割と機能を明確に定義し、それとの対比に

おいて彼らの現状（すなわち、どのような機能の強化が必要か）を確認することで、効果的

な働きかけを行うこと。

 
（5）漁村レベルの組織強化

プロジェクトでは、これまで CLPA レベルでの働きかけを中心に行ってきたが、今後は、

漁村レベルの組織に対する働きかけを強化すること。

（6）地域レベルの底魚資源管理（広域資源管理）

ンブール県の活動においては、プロジェクト資源の投入は（プロジェクトサイトである）

ジョアールに集中し、その他のエリアにおいては先方実施機関の自助努力を促す取り組みを

求める。

（7）参加型研究

参加型研究（違法漁具の比較試験など）の実施に際しては、セネガル側関係者と綿密な協

議のうえ特に慎重にテーマ設定を行うこと。

（8）資源管理方策の効果のモニタリング

資源管理活動を持続的に実施していくためには、関係者がその実施効果を認識する必要が

ある。当プロジェクトにおいても、実施した資源管理活動の効果を適宜モニタリングし、関

係者と情報共有すること。

（9）他ドナーとの調整と協力

現在セネガルの沿岸域では、当プロジェクトと類似した活動を行っている他ドナーが存在

する。プロジェクトは他ドナーと意見・情報交換を行うチャンネルを確立すること。

（10）違法漁法の扱い

本プロジェクトでは、違法漁法と合法漁法の比較試験などを実施したが、こうした試験の



結果はさまざまな意味で解釈される可能性があり、資源管理に必ずしも有効に作用しないこ

とも想定される。試験の目的設定やその結果の解釈、特に試験結果を踏まえた提言の取りま

とめに際しては、関係者の適切な関与を求めたうえで、慎重に行うこと。


