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Ⅰ 案件概要

事業費
交換公文限度額：495 百万円（第Ⅰ期）および 355
百万円（第Ⅱ期）

供与額：494 百万円（第Ⅰ期）および 353 百万円（第
Ⅱ期）

交換公文締結 第Ⅰ期：2004 年 11 月 、第Ⅱ期：2005 年 6月

事業完了 第Ⅰ期：2006 年 3月、第Ⅱ期：2007 年 3 月

相手国実施機関 住宅・建設・水利省地方村落水利局（2011 年 12 月以降）
関連調査 基本設計調査 2004 年 3月～2004 年 9月

案件従事者

コンサルタント 第Ⅰ期および第Ⅱ期：日本テクノ株式会社

施工業者 第Ⅰ期および第Ⅱ期：株式会社にっさく

機材調達 第Ⅰ期：兼松株式会社、第Ⅱ期：なし

関連案件

我が国の協力：
・無償資金協力：地方水道（地方給水施設）整備計画（1979 年～１998 年計 17 案件）
・技術協力：「安全な水とコミュニティ活動支援計画プロジェクト（PEPTAC）」（フェーズ 1：2003～2006
年、フェーズ 2：2006～2010 年）
他ドナーの協力：
ベルギー（ASUFOR の設立を含む給水施設プロジェクト、1997～2002 年および 2002～2008 年）

事業の背景

セネガルでは、人口の 60％が安全な水へのアクセスが不十分な地方村落部に居住している。地方村落部
の住民の 40％以上は、表流水や雨水、あるいは村から 10 キロ以上も離れた浅井戸といった、不衛生で
健康に害を及ぼす恐れのある水源に依存せざるを得ない状況にあった。また、地方村落部においては、
長時間にわたる運搬も含め、水汲みが女性や子供にとって重労働となっていた。そのため、地方村落部
における安全な水の持続的な供給は、セネガルの重要な課題の一つであった。そこで、セネガル政府は、
「水特別プログラム（PSH：le Programme Spécial de l’Hydraulique）」において、2010 年間までに地
方村落部で動力式給水施設 1,800 ヵ所の整備を行うことを目標とした。2003 年までに 958 ヵ所の建設が
行われたが、対象人口をカバーするには至っていなかった。これらを背景に、セネガル政府は、同プロ
グラムの重点地域における給水施設建設への支援を日本政府に要請した。

事業の目的

アウトカム
Louga、Matam、St.Louis、Tambacounda Kaolack および Thiès において、給水施設の建設・改修を行う
ことにより、対象地域住民 45,070 人に対し、1 人 1日当たり 35 リットルの安全な水の持続的な供給を
図る。

アウトプット

日本側
・10サイト（Saré Gaty, Thicky, Touba Sam, Mboussobé, Diabal, Yoli, Guénnène, Boustane, Thiagnaf, 
Oudallaye）における給水施設の新規建設
・4サイト（Malème Niani, Kathiote, Ngomène, Keur Yaba Diop）における過去の無償資金協力で建設
された既存給水施設の改修
・機材：運営維持管理用車両および測定・試験機材
・ソフトコンポーネント：新規に建設された 10 サイトの水利用者組合（ASUFOR：Association de Usagers 
de Forages）への支援、改修を行ったサイトの 2 つの ASUFOR の再組織化、12 サイトにおける料金回収
システムへの支援

相手国側
・建設用地の整地、アクセス道路の建設、日本側から供与されたメーターの設置

Ⅱ 評価結果

総合評価

本事業の対象地域では、多くの住民が乾季には枯渇してしまう伝統的な浅井戸を水源として利用していた。給水施設のない
村落での 1世帯当たりの 1日の水汲みのための待ち時間はおよそ 78分であり、給水施設がある村落の待ち時間は 44分と大
きな違いがあった。したがって、地方村落部における持続的かつ安定的な水供給を確保するには、給水施設建設が課題とな
っていた。
本事業は、事業目的として目指した、6 州 14 サイトにおける安全な水へアクセスのある人口および利用可能な安全な水の
給水量の増加を達成した。持続性については、JICA の技術協力プロジェクトの PEPTAC により ASUFOR の技術力が向上し、
適正なレベルの料金回収が行われていることから、本事業により改修あるいは新たに建設された給水施設は十分に維持管理
されており、機能している。しかしながら、ASUFOR を監督・支援する維持管理センター（BPF:Brigade des Puis et des Forages）
の予算が十分でないことから、財務面の一部に問題が見られている。また、妥当性は、セネガルの開発政策および開発ニー
ズ、日本国の援助政策と事前・事後評価の両時点において合致している。効率性は事業期間が計画値をやや上回った。
以上より、総合的に判断すると本事業の評価は高いと判断される。

1 妥当性

本事業の実施は事前・事後評価時ともに「水特別プログラム（PSH）」および「飲料水・衛生ミレニアムプログラム（PEPAM：
le Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire）」というセネガルの開発政策、ならびに「安全な水



への持続的なアクセス」という開発ニーズ、および日本の援助政策に十分に合致しており、妥当性は高い。

2 効率性

本事業は事業費については計画通りであった（計画比 100％）ものの、事業期間が計画を若干上回った（計画比 104％）た
め、効率性は中程度である。経済的要因や他のプロジェクトの実施により本事業の給水施設によりカバーされる対象衛生村
落の数が削減されたり、水量および水質の確保や既存の井戸と並行して使用するための設計変更といった当初計画からの変
更はあったものの、こうしたアウトプットの変更は本事業の事業目的の達成に影響を及ぼすものではなかった。

3 有効性･インパクト

本事業は、事業目的である 6 州 14 サイトにおける安全な水へアクセスのある人口お
よび安全な水の供給量の増加を達成した。安全な水を利用できる人口は、2003 年
30,285 人から 2011 年 38,364 人に増加し、2014 年の目標値の 85％に達している。ま
た、対象サイトにおいて本事業で整備された給水施設により計画通り 1人 1日当たり
35 リットルの供給が可能となっている。安全な水の利用料は、2003 年には水質に問
題のある水も含めて 1人 1日あたり 0-25 リットルであったが、2011 年には 28 リット
ルに拡大し、2014 年の目標値の 80％を達成している。なお、本事業により整備され
た水質は、世界保健機構（WHO:World Health Organization）の基準に則ったセネガ
ルの水質基準を充足している。
水質の改善および安全な水へのアクセスの拡大は、対象サイトの世帯やコミューンの
衛生環境の改善をもたらした。その結果、対象サイトにおける下痢症や皮膚病など水
因性疾患の減少に貢献しているといえる。また、開発維持管理局（DEM: Direction de 
l’Exploitation et de la Maintenance）によれば、給水施設の建設・改修は水汲み
時間の 40％の短縮という効果ももたらし、こうした水汲みの労働負荷の軽減は、女性
の生計活動や女子の通学や学校での学習に時間を費やすことを可能にした。
以上より、有効性・インパクトは高い。

定量的効果

2003 年
(基本設計年）

2007 年 2011 年
（事後評価年）

2014 年
（目標年）

指標 1：6州 14 サイトの
安全な水へのアクセス
のある人口の増加

(実績値）
30,285 人*

（実績値）
32,077 人

（実績値）
38,364 人

（計画値）
45,070 人

指標 2：6州 14 サイトの
安全な水の給水量の増
加

(実績値）
1人あたり 1日 0-25

リットル*

（実績値）
26リットル

（実績値）
28 リットル

（計画値）
35 リットル

（出所）地方村落水利局
（注）*2003 年の実績値は、水質に問題のある水も含まれている。

4 持続性

本事業で建設・改修された給水施設の多くは、各サイトの ASUFOR により十分に運営維持管理
が行われている。運営維持管理の体制は、DEM が中央レベルで整備された給水施設の運営維
持管理（O&M）を管轄し、コミュニティレベルで実際に給水施設の運営維持管理を行うにあた
っては、ASUFOR が設立される。ASUFOR は、維持管理本部（SM: Subdivision Maintenance）
のもと BPF による監督・支援を受けている。ASUFOR の能力構築を目的とする、JICA の技術協
力プロジェクト（PEPTAC）により、本事業の対象サイトの ASUFOR は、給水施設の運営維持管
理に必要な技術と、料金徴収、銀行口座による資金管理、定期会合の開催といったマネジメ
ント能力も向上させている。例えば、本事業の対象サイトの一つである Kathoiote の ASUFOR
は、乾季には 1 立方メートルあたり 400 フラン、雨季には 200 フランを料金として徴収して
いる。現地調査および DEM へのインタビューにおいて、多くの ASUFOR は維持管理費を賄うの
に十分な料金を徴収していることが確認された。他方、BPF は ASUFOR では対応できない故障
の修理や給水施設の故障を防ぐための定期点検など、ASUFOR に必要な支援を行うこととされ
ているが、こうした活動を行うための予算が十分確保できない状況にある。なお、地方村落
給水に係る改革が検討されているが、本事業で整備された地方給水施設の運営維持管理に係
る組織体制は、事業実施時点から事後評価時点までにおいては維持されている。
以上より、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

BPF が ASUFOR を支援するために必要な活動が行えるよう、予算配分を行うことが DEM に強く求められる。また、DEM は JICA

を含め、ドナーにより支援が行われてきた BPF および ASUFOR の能力向上を継続すべく取り組むことが必要である。

JICA への教訓：

コミュニティあるいは村落レベルでの水供給サービスの持続性を確保するため、戦略的に技術協力と連携することにより、

給水施設の運営維持管理を行うコミュニティレベルの組織の設立やそうした組織の技術的およびマネジメント能力の強化

を効果的に支援することが可能となる。

本事業で建設された給水塔

ASUFORの組合員


