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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 22 年 10 月 6 日 

担当部・課：地球環境部・森林自

然環境保全第二課 

１．案件名 

国名：セネガル共和国 

案件名 

（和）：劣化土壌地域における土地劣化抑制・有効利用促進のための能力向上プロジェクト 

（英）：Project of capacity building for the restoration and the promotion of effective 

use of degraded soil in the areas of soil degradation 

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 

 本案件は、セネガル共和国（以下、セネガル）の西部に位置するファティック州及びカオラ

ック州(対象地域 2州 4県：合計面積 98万 ha、人口約 100 万人)において劣化土壌の課題に対し

て森林官及び村落住民（以下、関係者）が協働して取り組み、関係者の能力向上を図ることを

目標とする。そのため、対象地域の現状を把握した上で優先地域を設置するとともに、土地の

劣化抑制・有効利用を促進するために既存技術を整理し、必要に応じて改良・開発を行う。さ

らにパイロットプロジェクトサイト(約20村落)でこれら技術を活用した住民主体の活動を実践

し、あわせてそれ以外の村落においても普及する。 

 

（２） 協力期間 

2011 年 2月から 2016 年 1 月（5年間） 

 

（３） 協力総額（日本側） 

約 5億円 

 

（４） 協力相手先機関 

環境・自然保護省 水・森林・狩猟局及び土壌保全局 

 

（５） 国内協力機関 

農林水産省林野庁 

 

（６） 裨益対象者及び規模等 

対象地域 ：ファティック州（ファティック県、フンジュン県）及びカオラック州 

（カオラック県、ニョーロ県）（2州 4県 98 万 ha） 

裨益対象者：対象 2州 4県の森林官 約 30 名 

村落住民約 1万人（約 20村落：パイロットプロジェクトサイト） 
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３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

セネガルでは、耕作地における塩害（地質的な背景からの酸性硫酸塩土壌、気候変動による

海水の地下部への浸透など）や、疲弊（落花生盆地の過剰単一栽培や過放牧など）が大きな問

題となっている。今回対象とするファティック州及びカオラック州も、酸性硫酸塩土壌や海水

の影響による塩害、また内陸部耕作地の土地の疲弊という２つの大きな土壌劣化問題を抱えて

おり、耕作地や林地の減少、単位面積あたりの穀物等収穫量の減少が続いている。特に人口増

加を抱える両州においては、村落住民の生活に多大なる影響を及ぼしている。 

このような状況に対し、セネガル国政府は、貧困削減戦略文書及び環境セクター政策書簡に

おける戦略及び目標を実行するため、予算の効果的な拠出を掲げた 3 年単位の環境セクター中

期支出計画(CDS-MT)を策定している。同計画では「持続的開発及び貧困削減のために、自然資

源の合理的管理を促進し、人々の生活の質を向上すること」を果たすべく、8つのプログラムを

策定し、その 1つに「森林破壊及び土壌劣化対策」を掲げている。 

これまでも同地域では複数の土壌劣化対策プロジェクト等が実施され、土地改良・植林・保

護区域の設置等の対策が取られてきた。例えば、土地の塩分濃度を下げるために落花生の殻や

貝殻を土壌に投入し、中和作用を促し植生を回復させる例や、堰堤の設置により海水の浸入を

防ぎ更なる塩化を抑える対策などが挙げられる。また、劣化土壌の有効利用促進活動としては、

耐塩性の強い樹種の活用、植生がまばらな土地への家畜・人の侵入を防ぎ植生を回復するとい

った活動などが行われている。 

しかし、それらの活動や技術は各々の場所で独自に実施されており、森林局にて体系的に整

理・蓄積するためにも森林官の能力向上が喫緊の課題である。また、村落での活動もプロジェ

クト終了とともに停滞することが多く、土地の再塩化が生じたりや活動や技術が他村落へ波及

しないことも課題となっている。このような現状と背景の中でセネガル政府は日本に対し本件

の要請を越した。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

 本案件の実施は上記の CDS-MT において、8 つのプログラムのうちの 1 つ「森林破壊及び土

壌劣化対策」に合致しており、且つ同計画の今後の優先活動の 1 つとして掲げられている

「塩類地の修復」政策にも合致している。 

 森林・自然環境保全分野においては、2005 年に「セネガル森林政策」が策定されている。

同政策のビジョンは、「地方分権化政策及び国際的な協力体制を踏まえて、①森林資源及び

生物多様性の保全、並びに持続的管理によって貧困削減に貢献し、②森林資源に対する国

民の需要を満たすべく社会経済面の調査を継続する」であり、まさに森林資源の持続的管

理を通じた貧困削減への貢献が重要課題として設定されている。 

 本案件は、植林などによる植生被覆の回復を通じて土地劣化抑制・有効利用促進を図り、

一方で成林した林分からの薪及び棒材などの木材生産・販売及び表層土流出改善による耕

作地復旧により村落住民の生計向上に貢献する。また、長期的には耕作適地の保全及び拡
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大を目指すものである。従って、土壌や植生など、村落住民の生活基盤の持続性を確保し

つつ村落住民の生活向上に貢献するとの観点からもセネガル国政府の方針と合致する。 

 

（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（プログラムにおける位

置付け） 

 本案件は、我が国がセネガルに対して掲げている援助重点分野の「地方村落における貧困

層の生活改善」、開発課題の「地方村落開発」及び協力プログラム「持続的資源管理による

地方村落開発」に含まれる。 

 地方における人々の生活はその基盤である森林・水・土壌などの自然資源に依存している。

従って、自然資源の適切な管理は人々の生活基盤を整備することにつながる。本案件は人々

の生活基盤である自然資源の劣化を適切な管理によって抑制或いは復旧することを目的と

しており、これは「持続的資源管理による地方村落開発」を目指す協力プログラムの方向

性と合致する。 

４．協力の枠組み 

本案件は、ファティック州（ファティック県、フンジュン県）及びカオラック州（カオラッ

ク県、ニョーロ県）の土壌劣化による被害に直面している関係者の能力向上を行うことを目標

としている。 

プロジェクト 1 年目では、土壌劣化の全体像を把握するため、衛星画像・航空写真の解析及

び現地調査等を通じて劣化度合いを調査し、土地利用区分図及び劣化土壌の分布図を作成する。

その上で、地域開発や農業開発の視点も考慮し、対象とする優先地域を明確にするとともに、

それと平行して、過去の類似プロジェクトや他ドナーによる支援により成果を挙げた劣化土壌

対策に関する既存技術を整理し、必要に応じて改良・開発を行う。 

2 年目以降は、優先地域にて選定されたパイロットプロジェクトサイト（約 20 村落）におい

て、有効とされる技術の実証を行い、それら技術を活用した対策を明らかにする。そして、そ

れらを活用した住民主体の活動を通じて関係者に技術・対策を普及させる。そのような現場活

動に加え、劣化土壌対策をより広域に広げていくためにも、パイロットプロジェクトサイト以

外の地域においても、本案件で整理・改良・開発した技術等を普及させるための手法について

も検討し、劣化土壌対策の必要性に関する研修を行い、関係者の意識の向上を図る。3年目以降

も住民を主体とした劣化土壌対策の広域展開を目指し、活動を継続していく。 

 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

（ア）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】 

土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な関係者1の能力が向上する。 

【指標】 

                                                   
1 対象地域内で、プロジェクトで定められる優先地域に関る村落住民及び森林官を指す。 
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1. 森林官に対するアンケートの結果、プロジェクト開始時よりも土地劣化抑制・有効利用
促進にかかる技術・知識が整備されたと答える森林官が●％2を占める。 
2. 優先地域の村落住民で、土地劣化抑制・有効利用促進技術を活用する人が●％3増える。

 

（イ）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 

【上位目標】 

土地劣化抑制・有効利用促進のための活動が実施される。 

【指標】 

1. 土地劣化抑制・有効利用が促進された面積がパイロットプロジェクト開始時と比べて
●％4増加する。 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

【成果１】土地劣化抑制・有効利用促進対策を行う優先地域が明らかになる。 

【活動】 

1.1 対象地域全体の土地劣化・有効利用の程度及び分布に関する現状を把握する。 

1.2 優先地域選定のための基準を策定する。 

1.3 上記基準に基づき、対象地域における優先地域を検討する。 

【指標】 

1.1 優先地域選定のための情報（土地利用区分図、劣化土壌分布図等）が纏められ提示さ

れる。 

1.2 優先地域選定にかかる合意形成が行われる。 

 

【成果２】土地劣化抑制・有効利用促進のために必要な技術が改良・開発される。 

【活動】 

2.1 土地劣化抑制・有効利用促進のための既存の対策や採用している技術の有効性や問題

を、住民参加の視点も含め分析する。 

2.2  2.1 に基づき、必要な技術の改良・開発について検討する。 

【指標】 

2.1 劣化の状況5に応じて各状況につき 1つ以上の土地劣化抑制・有効利用促進のための技

術が提示される。 

 

【成果３】パイロットプロジェクトの実施を通じ、土地劣化抑制・有効利用促進に有用な技術・

対策が明らかになる。 

                                                                                                                                                               
2 数値決定は、ベースライン調査実施後（2011 年後半頃）を予定。 
3 数値決定は、優先地域選定後（2011 年後半頃）を予定。 
4 数値決定は、パイロットプロジェクトサイト選定後（2011 年後半頃）を予定。 
5 分類については、活動 1.1 において決める。 
6 約 20 村落 
7 数値決定は、パイロットプロジェクトサイト選定後（2011 年後半頃）を予定。 
8 数値決定は、パイロットプロジェクトサイト選定後（2011 年後半頃）を予定。 
9 数値決定は、パイロットプロジェクトサイト選定後（2011 年後半頃）を予定。 

53



5 

【活動】 

3.1 劣化の原因や社会的要素等を考慮し、パイロットプロジェクトサイト6を選定する。 

3.2 ベースライン調査を実施する。 

3.3 各サイトでの実施体制を整備する。 

3.4 各サイトでの活動計画を策定する。 

3.5 住民を主体とした活動を実施し、対策の実証を行う。 

3.6 実証の結果、土地劣化抑制・有効利用促進のための技術・対策をまとめる。 

【指標】 

3.1 土地劣化抑制・有効利用促進のための技術・対策を纏めたマニュアル等が作成される。

3.2 各パイロットプロジェクトサイトにおいて、パイロット実施前と比べ、必要な技術を

身につけた住民が●％7増える。 

 

【成果４】優先地域におけるパイロットプロジェクトサイト以外の関係者の土地劣化抑制・

有効利用促進対策にかかる意識が向上される。 

【活動】 

4.1 プロジェクトで改良・開発された技術を普及させるための手法を検討する。 

4.2 優先地域の関係者に対する研修ニーズを把握する。 

4.3  研修内容を検討する。 

4.4  研修を実施する。 

【指標】 

4.1 優先地域におけるパイロットプロジェクトサイト以外の住民の●％8及び森林官の

●％9が土地劣化抑制・有効利用促進対策を理解する。 

 

（３） 投入（インプット） 

1. 日本側 

専門家派遣（総括/能力向上、劣化土壌対策/植林、研修管理/村落開発/業務調整、衛

星画像処理等）、供与機材（車両、バイク、事務機器等）、本邦/第三国研修経費等 

2. セネガル側 

カウンターパートの配置、プロジェクト執務室及び執務室維持経費等 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

【上位目標達成のための外部要因】 

  ・セネガルの気候に急激な変化が生じない。 

【プロジェクト目標達成のための外部要因】 

・ セネガル国政府の環境分野、とりわけ土壌劣化対策に係る方針が変更しない。 

 【成果達成のための外部要因】 

・ 対象地域（優先地域）における住民の理解が得られる。 
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・ 本案件の裨益対象者である森林官が離職しない。 

５．評価 5項目による評価結果 

（１）妥当性 

優先度： 

 本案件は、CDS-MT のプログラムの 1 つ「森林破壊及び土壌劣化対策」に合致しており、且

つ同計画の今後の優先活動の 1 つとして掲げられている「塩類地の修復」政策に合致して

いることからも、セネガル国内における優先度が高い。 

 本案件は、我が国の「対セネガル援助計画」の小目標「地方村落開発」に位置付けられる。

さらに同目標の環境分野の協力内容である「地域住民が主体的・積極的な役割を担う持続

的自然資源管理」の一環として実施されるものであり、我が国の協力分野においても高い

優先度を有する。 

 パイロットサイトの選定においては、土地劣化の状況調査等を通し、土壌劣化対策及び有

効利用対策を行うことでできるだけ多くの住民が利益を受けるような地域（私有地ではな

く、村落で管理されている土地等）を対象とする。 

必要性：  

 能力向上のターゲットグループである森林官については、総合的かつ統一的な土地劣化抑

制に関した技術・知識の整備が、また村落共同体、村落住民については実際的な土地劣化

抑制・有効利用促進のための技術の習得と実施がニーズとしてあり、本案件はこれらに対

応する内容となっている。               

手段としての適切性：  

 セネガルではこれまで一貫性を図ることなく個別的に行われてきた土地劣化抑制にかかる

プロジェクトを農村評議会と州評議会が連携して整理し、援助協調により成果の相乗効果

を図る試みが開始されたばかりである。本件は、劣化土壌対策における他ドナーの支援実

績を踏まえ各種取組みを踏まえ、そういった援助協調にも資する案件として実施していく

ことが重要である。 

 

（２）有効性  

 セネガルの土壌劣化問題は深刻であるが、特に本案件の対象地では、劣化の状況が明確に

把握されておらず、また対策も散発的に取られているものの、整理されていないというの

が現状である。よって、本案件では、能力向上として、ターゲットグループである森林官

の統合的な土地劣化抑制に関した技術・知識の整備及び村落住民の実際的な土地劣化抑

制・有効利用促進の技術の習得を目指すため、まず、対象地域の土地劣化の状況を把握し、

介入すべき優先地域を明らかにする（成果１）。次いで、既存の技術・対策を整理し、必要

に応じて改良・開発を行い（成果２）、優先地域の中からパイロットプロジェクトサイトを

選び、技術・対策の有効性について実証試験を行う（成果３）。加えて、実証試験で有効と

判断された技術・対策を幅広く普及させるための手法の開発と合わせ、パイロットプロジ

ェクトサイト以外の優先地域においても研修の実施を通じ関係者の意識向上を行っていく
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（成果４）。このように各成果が段階的取り組みの進行に合わせて設定されており、それぞ

れが連動して関係者の能力向上という目標を達成するようイメージされている。 

 

（３）効率性  

 「森林減少及び土壌劣化対策」はセネガル環境省の優先プログラムの 1 つであり、環境省

を含む行政機関の積極的な協力が期待でき、投入に対して効率的に成果を得られる可能性

が高い。 

 C/P 機関である森林局は 20 年以上前から我が国との協力実績があることから、JICA スキー

ムを熟知しており、円滑な案件実施が期待できる。さらに村落住民、村落共同体は土地劣

化抑制対策実施による効果を認識しており、住民組織による積極的参画も見込まれる。 

 本案件では、現状を把握し、介入をすべき優先地域を特定すると共に、必要な技術を整理・

改善し、他ドナー等とも関連情報の共有を行うことを考えている。案件実施においては、

そういった一連のプロセスを重視し、それら技術の広域展開を目指す。 

 

（４）インパクト  

 本プロジェクトでは、パイロットプロジェクトサイトにおける土地劣化抑制・有効利用促

進のための活動を通じた関係者の実施能力の向上を目標として掲げており、これらの活動

を普及のための手法や研修等を通じて、パイロットプロジェクトサイト以外の地域におい

ても広めていくことで、活動が広域に展開される可能性は高いと言える。ただ、広域展開

を目指していく上で、関連住民の理解や森林官の関わりは重要であるところ、そのような

点も考慮して実施していくことが必要である。 

 貧困、ジェンダー、環境配慮：本プロジェクトでは、薪材や棒材の販売とその収益の活用

といった住民活動を積極的に行っている女性住民グループの参加も想定している。また、

優先地域選定基準検討の際には、対象地域内の貧困度合いにも配慮する。 

 

（５）自立発展性  

政策・制度面： 

 土壌劣化対策については、CDS-MT において優先事項の 1 つとされており、セネガルにおけ

る環境政策においても重要分野となっている。CDS-MT は 3 年毎に改定されるが、劣化土壌

対策については、次期 CDS-MT においても優先分野となる可能性が高い。 

組織・財政面： 

 環境省の CDS-MT においては、戦略的目標として「環境及び自然保全の活動を担うアクター

の制度的及び技術的キャパシティーを強化する」が掲げられている。目標達成に向けた実

施プログラムのなかでは、「森林破壊及び土壌劣化対策」予算がもっとも多く割り当てられ

ており、全体の 55％程度であることから、セネガル政府が土壌劣化対策を重視していると

考えられ、その傾向は持続する可能性が高い。 

技術面： 
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 土壌劣化対策は、過去にもフィンランド等の支援を得て実施された「落花生盆地における

村落植林プロジェクト(PRECOBA)：1982 年～1997 年」及び JICA が実施した「総合村落林業

開発計画プロジェクト(PRODEFI)：2000 年～2008 年」があり、セネガルにとっても全く新

規の内容ではないことから、セネガルにとっても受容し易い形での技術の提供が想定され

ている。 

 C/P である森林行政官及び村落住民からのヒアリングでも、劣化土壌対策への認識が高いこ

とが確認された。よって、本案件実施により、土壌劣化抑制・有効利用促進対策に従事す

る関係者の能力が適切に強化されることにより、将来的にも活動が継続的に実施されるこ

とが見込まれる。 

社会・文化・環境面： 

 カオラック州やファティック州等の土地劣化が深刻となっている環境下の村落住民は、土

壌劣化の問題を十分認識しており、過去の知見から組織活動への積極参加の重要性や、組

織的な収益活動の効果を知り得ている。また近隣地域の住民が、植生を回復し農作物の収

穫や植林地の増加を目撃することにより、その技術を近隣村落でも導入する動きが広がっ

ているという事実も確認されている。従って本案件のパイロットプロジェクトサイトの実

施モデルで導入する技術及び適用方法に係る包括的な広報活動により、案件終了後も、よ

り広域で村落住民による活動が継続することが期待できる。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 カオラック州は貧困率が 65％（ファティック州 46％）を超えているが、これは落花生栽培

に代わる産業がないことから、落花生栽培の衰退に連動して、経済活動が減速したためで

ある。よって、優先地域選定基準検討の際には、対象地域内の貧困度合いにも配慮する。

 落花生盆地では青年や成人男性の多くが国外移住民となっており、事業にかかわる村落共

同体を構成するのはほとんどが女性であり、苗畑関連・植樹・除草等の中心的な労働力と

なっている。よって、住民との活動に際しては、女性の積極的な参画を促進し、ジェンダ

ーへの配慮を行う。 

 気候変動の影響による海水面の上昇で、塩分を含んだ海水が耕作地や帯水層に浸透し、塩

害が広がっていることや、降水量の変化で、水不足・地面の乾燥・雨季の予測が難しくな

っていることなども考慮に入れ、案件を実施していく。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 PRECOBA では、草本植生が多少残っている劣化土壌地域においてユーカリやメラリューカとい

った塩分を含んだ土壌でもある程度育つ耐塩性樹種を植栽した結果、成林し、これを女性グル

ープなどの住民組織が薪及び棒材として生産・販売するといった活動が継続している。

PRODEFI でも川沿いの無立木地にユーカリを植栽し、成林後に薪及び棒材を生産・販売する活動

が継続して実施されており、住民の生活改善効果が確認されている。 

 両プロジェクトも大規模な土壌改良工事をせず、植栽時にごみ(有機物)の散布や苗木ポット

の底部だけを外すなど、簡易な処置により植林地を成林まで誘導している。PRECOBA による植林

地では、家畜侵入を防ぐ防護策の設置や森林官による適切な指導の結果、雨期には草本が広く

57



9 

生育するなど植生被覆が回復し、植林樹種以外の樹種の天然更新が観察できる箇所も確認され

ている。 

 これらの事例から得られる教訓として、多少とも草本植生が残っているようなエリアでは植

林を通じた植生被覆回復の可能性があること、また耐塩性樹種の植栽や保護区域設定による補

助天然更新10による植生被覆回復技術や経験を活用できることなどが挙げられる。 

また、PRODEFI では、対象の地域において持続的自然資源管理の普及モデルを作り上げ、研修

をエントリーに住民の自主性を高め地域開発につなげている。このような手法に加え、研修を

行う際にはリーダーを育て、そのリーダーが他の住民に対し研修を行う手法なども、本案件を

実施する際に参考とすることができる。 

 村落住民の関与に関しては、女性グループ等の地域住民組織が生活改善の知見等を契機とし

てプロジェクト終了後も薪及び棒材の生産・販売活動を継続している例もある。植林の経済的

利益については公平性を担保するために、住民による適切な運営維持活動の確立が重要となる

ことが教訓として挙げられる。 

８．今後の評価計画（予定） 

中間レビュー：2013 年 7月    終了時評価 ：2015 年 7 月 

事後評価  ：2018 年 

 
以上 

                                                   
10 天然更新：森林の伐採後植栽を行わず、自然に落下した種子から樹木を育成させることで森林の再生を図る方

法。 
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