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事業事前評価表 

2011年 12月 1日 

国際協力機構 地球環境部 水資源第二課 

１．案件名                                           

 国 名：セネガル 

 案件名：和名 タンバクンダ、ケドゥグ、マタム州における村落衛生改善プロジェクト 

英名 Project for Sanitation and Hygiene Improvement in Rural Areas of Tambacounda, 

Kédougou and Matam Regions 

 

２．事業の背景と必要性                                    

（1）当該国における衛生セクターの現状と課題 

セネガル国（以下、同国）では、ミレニアム開発目標（MDGs）やヨハネスブルグ・サミット1の水と

衛生分野の目標を達成するために、2005 年に「水と衛生に関するミレニアムプログラム」（PEPAM）

を策定し、基礎的な衛生施設へのアクセス率（以下、「アクセス率」）を 2005年の全国平均 26％から 2015

年までに 63％に引き上げることを目指している。しかし、アクセス率は 2010 年の時点でも 29％に留

まり、現在予定されている同国政府やドナーによるプログラムが実施されても、2015 年の同アクセス

率は 38％に留まる見込みであり目標到達は難しい状況である。 

特に本事業対象地域であるタンバクンダ州、ケドゥグ州、マタム州は全国の中でも貧困層が多く、ま

た住民の衛生意識の欠如や基礎的な衛生施設（トイレ等）の整備の遅れにより、アクセス率は 2010 年

時点でタンバクンダ州 21％、マタム州 14%、ケドゥグ州 6%と全国平均を下回っている。劣悪な衛生環

境が下痢症をはじめとする水因性疾患の要因となっており、乳幼児死亡率等も高く、衛生環境改善が喫

緊の課題となっている。 

 同国衛生セクターにおいては、保健公衆衛生要望省国家衛生局により村落部における衛生環境改善の

推進が行われ、都市化・衛生省地方衛生局により衛生施設の建設推進が行われている。したがって管轄

省庁は二省にまたがること、また多くのドナーが同セクターで支援活動を行っていることから、各州レ

ベルにおいては同セクターで支援を実施している関係者（同国政府機関、ドナー等）で構成されるプラ

ットフォームにおいて協力体制を構築する動きがあるが、州によって機能状況は異なっている。また衛

生環境改善の一連の取り組みに関して、政策によって統一プロセスが定められているものの未だそれに

則った活動が導入されていないことが課題となっている。 

（2）当該国における衛生セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

同国では、2005 年に策定した「水と衛生に関するミレニアムプログラム」（PEPAM）の目標達成に

向け、関連ドナーとの協調の下、積極的な取り組みが行われている。また第二次貧困削減戦略文書（DSRP

Ⅱ、2006～2010 年）においても衛生改善は「基礎社会サービスの向上」の柱として取り上げられてお

り、これは現在策定中の経済社会政策文書（DPES、2011～2015年）でも継続される見込みである。本

事業は、基礎的な衛生施設の普及促進を図り、村落部の衛生環境改善を目指すこととしており、上記政

策に資するものである。 

 

 

                                                   
1 2002年に南アフリカ共和国ヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（WSSD: 

World Summit on Sustainable Development）の別称。 

技プロ用 
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（3）衛生セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

MDGs衛生ターゲットの進捗の遅れが国際的な懸念となっている中で、我が国は国際社会による衛生

改善活動のスケールアップを促す、いわゆる「Five-year drive to 2015」に係る国連決議を共同提案し、

採択された。本事業は、右国連決議に沿った形で村落衛生改善の普及を目指す、JICA として初の取り

組みとなる。 

なお、本事業は、同国に対する重点分野「基礎的社会サービス向上」に位置づけられている。同重点

分野において我が国は 1970 年代から、地方給水を中心に継続的に協力を実施してきた中で、衛生につ

いても給水プロジェクトの一部コンポーネントとして、また青年海外協力隊「水の防衛隊」2の派遣を通

じ、限定的ながらも支援を行ってきた。 

特に本事業対象 3州は、地方給水及び衛生に係る支援を重点的に行ってきた地域であり、現在も無償

資金協力「農村地域における安全な水の供給と衛生環境改善計画」（2011～2014 年）を実施中である。

また、「保健システム強化プログラム」の対象地域となっており、同プログラム傘下で技術協力「タン

バクンダ州及びケドゥグ州保健システムマネジメント強化プロジェクト」（2011～2014年）を実施中で

あり、2012年からは「母子保健サービス改善プロジェクトフェーズ 2」の開始が予定されている。これ

らに本プロジェクトを合わせることにより、対象州の保健・衛生全般の改善に寄与することが期待され

る。 

（4）他の援助機関の対応 

2005～2015 年の期間に村落部におけるアクセス率向上のための支援を行っている援助機関と援助額

は、世界銀行（289 千万円）、アフリカ開発銀行（144 千万円）、アメリカ合衆国開発庁（USAID）（64

千万円）、欧州連合（EU）（50千万円）、ベルギー（36千万円）などで、総額 3553 千万円なっている。

なお、近年特に取り組みが遅れている本プロジェクト対象 3州への支援が増える傾向にある。 

 

３．事業概要                                         

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

 本事業は、タンバクンダ州、ケドゥグ州、マタム州において、村落衛生改善の取り組み体制を各州の

プラットフォームを中心に構築し、パイロット村において野外排泄撲滅のための活動、衛生施設の建

設・普及促進を行い、パイロット村で実施された活動が対象州内の他村への普及に向けた戦略を整備す

ることにより、プロジェクト対象村において住民の衛生習慣と基礎的な衛生施設へのアクセスの改善を

図り、もって対象州において、村落部の住民の衛生習慣と基礎的な衛生施設へのアクセス改善に寄与す

るものである。  

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

・対象州：セネガル東部のタンバクンダ州、ケドゥグ州、マタム州 

・プロジェクトサイト：各州においてパイロット村を選定。野外排泄の習慣が残っている村および他

ドナー等の取り組みによってトータルサニテーション3を達成している村を選定し、野外排泄撲滅の

                                                   
2 水の防衛隊とは、アフリカにおける「水と衛生」に係る課題に取り組むボランティアの総称。活動

は大きく二つに分類され、「安全な水を安定的に入手できるようにする支援」と「水に関係した衛生

環境の改善への支援」が中心となっている。 
3 トータルサニテーションとは、セネガル国の定義に従い、住民が全員野外排泄を脱却し、トイレ（ト
イレのレベルは問わない）を使用すること、トイレにふたをすること、手洗いをすること、村の清

掃を行うこと、この全てが達成された状態をもって「トータルサニテーション」とする。 
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ための活動及び衛生施設建設普及を行う。パイロット村での活動の後、周辺村へと活動サイト（村）

を拡大する。 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

・中央レベル：保健公衆衛生予防省国家衛生部、都市化・衛生省地方衛生局職員 

・地方レベル：保健公衆衛生予防省州衛生支所及び県衛生支所、都市化・衛生省州衛生局及び県衛生

局職員、対象村落の住民 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2012年 3月～2016年 2月を予定（計 48ヶ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約４億円 

 

（6）相手国側実施機関 

保健公衆衛生予防省国家衛生部 

都市化・衛生省地方衛生局 

 

(7) 投入（インプット） 

1）日本側 

・ 専門家派遣 

チーフアドバイザー（衛生）、啓発／ソーシャルマーケティング、衛生設備、業務調整／啓発補助  

合計 87M/M 

・ 機材供与：車両、事務機器等 

・ 本邦研修 

・ 現地活動費：ベースライン・エンドライン調査費、研修実施費、啓発活動費、衛生施設建設促進費、

広報費 

2）セネガル側 

・カウンターパート（以下、「C/P」）の配置 

・専門家及びプロジェクトスタッフのための事務所スペースと光熱費 

・C/Pの出張旅費（交通費・日当）、C/Pの研修参加費（交通費・日当） 

・プロジェクトに関して日本側負担以外の経費 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境社会配慮 

① カテゴリ分類：Ｃ 

② 影響と緩和・軽減策 

本事業では衛生分野の技術協力を中心として行うものであり、環境への影響はほとんどない。 

2）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減 

・ トイレが普及することにより女性のプライバシーの確保、また住民の健康増進や乳幼児死亡率の主

要因を占めている下痢等、糞口感染症予防に寄与する。 
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・ 特に女性は水汲み労働や子供の世話に従事することが多く水因性疾患罹患率や媒介率も高いことか

ら、本事業において女性の参画を促進するよう配慮を行う。 

 

（9）関連する援助活動 

 1）我が国の援助活動 

・実施中の無償資金協力「農村地域における安全な水の供給と衛生環境改善計画」により公共施設（学

校、保健センター）のトイレ整備および衛生教育が実施される予定で、本事業との連携が想定され

ている。 

・実施中の技術協力プロジェクト「タンバクンダ州及びケドゥグ州保健システムマネジメント強化プロ

ジェクト」(2011～2014 年)、や、派遣中の保健予防公衆衛生省に政策アドバイザー（2011～2013

年）とも連携して、同省内の人脈や対象州内の各種リソース、経験等のノウハウを共有し、本事業

でも活用する。 

 2）他ドナー等の援助活動 

PEPAMの協調枠組みの中で多くのドナーや NGOが支援を展開していることから、これら先行する

開発パートナーによる既存のアプローチ、手法等を広く把握・検討し活用する。さらに他開発パート

ナーによる既存の教材や育成された人材を最大限活用して、効率のよいプロジェクト運営を目指す。

また本事業対象地域において活動場所の重複がないよう調整を行い、相乗効果を図る。 

 

４．協力の枠組み                                       

（1）協力概要 

1）上位目標：対象州において、村落部の住民の衛生習慣と基礎的な衛生施設4へのアクセスが改善する。 

指標： 

1. 対象州において「基礎的な衛生施設へのアクセス率」が●％向上する。 

2. 対象州において、住民の衛生に対する知識、理解、行動が改善する。 

 

2）プロジェクト目標： 

プロジェクト対象村落において、住民の衛生習慣と基礎的な衛生施設へのアクセスが改善する。 

指標：1. 対象村落において、基礎的な衛生施設のアクセス率が●％向上する。 

2 .対象村落において、住民の衛生に対する知識、意識、行動が改善する。 

 

3）成果及び活動 

成果 1 ：対象各州において、村落衛生改善のための実施体制が構築される。 

指標 1-1：州衛生プラットフォームの構成員・機能等を規定した文書。 

指標 1-2：衛生分野で投入されているリソース及び村落衛生改善のために使用されているアプローチ（手

法の種類・方法等）に関するベースライン調査結果。 

活動：州衛生プラットフォームとの関係を構築する、人・財源・プログラム等のリソースを把握する、

パイロット村を選定する、州レベルの C/P機関の運営能力の強化を図る、など。 

 

                                                   
4 「基礎的な衛生施設」とは、ミレニアム開発目標の指標として定義されているトイレ。例えばスラ

ブ付ピットラトリン、換気口付き改良型ピットラトリン注水式ピットラトリン等である。 
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成果 2：パイロット村において、トータルサニテーションが達成される。 

指標 2-1：住民の衛生に対する知識、意識、行動の改善状況（実施前後で意識調査を実施） 

指標 2-2：トータルサニテーションを達成した（＝地方衛生局より承認を受けた）村の数。 

指標 2-3：設置された衛生施設（伝統的なトイレを含む）の数。 

指標 2-4：衛生環境向上に寄与するアイテム（手洗い器、改良カメ等）を導入した世帯数。 

指標 2-5：他村で実施する際に活用できるトータルサニテーション達成のためのマニュアル。 

活動：パイロット村においてベースライン調査を実施する、適切なアプローチ（CLTS
5、学校保健、地

域保健活動等）を選定する、人材を育成する、選定したアプローチを実施する、マニュアルを作

成する、など。 

 

成果 3 ：パイロット村において、基礎的な衛生施設（トイレ）が普及する。 

指標 3-1：建設された基礎的な衛生施設（トイレ）の数。 

指標 3-2：基礎的な衛生施設へのアクセス率。 

指標 3-3：整備された衛生施設が適切に利用されている割合。 

指標 3-4：他村へ普及する際に活用できる基礎的な衛生施設の普及マニュアル。 

活動：パイロット村においてベースライン調査を実施する、適切なアプローチ（トイレの仕様、施設の

維持管理体制、トイレ建設資金の流れ、建設工の育成、建設の品質管理体制、・ソーシャルマー

ケティング等を含む）を選定する、人材を育成する、選定したアプローチを実施する、など。 

 

成果 4：成果２および成果３にかかる活動のモニタリング・評価体制が構築される。 

指標 4-1：野外排泄撲滅から基礎的な衛生施設建設までの間に計画されたモニタリングの実施割合。 

指標 4-2：モニタリング結果によって助言された改善策が実施された割合。 

指標 4-3：作成されたモニタリング・評価に関するマニュアル。 

活動：成果２と成果３に関するモニタリング・評価プロセスを特定する、モニタリング・評価を実施す

る、マニュアルを作成する、など。 

 

成果 5：パイロット村での成果の普及に向けた戦略（普及計画、実施体制等）が整備され、パイロット

村以外の村で実施される。 

指標 5-1：州衛生プラットフォームの活動計画書、会合開催回数。 

指標 5-2：中央レベルでの衛生分野の会合に参加した回数。 

指標 5-3：整備された戦略が実施された村の数。 

活動：パイロット村における取り組みが州内の他の地域に普及されるよう支援する、州プラットフォー

ムの機能を強化する、中央レベルで他ドナーと経験・情報を共有する、など。 

 

4）特記事項 

①プロジェクト目標と成果の関係（プロジェクトデザイン） 

本事業は、各州での衛生プラットフォームを中心とする実施体制を構築しつつ（成果１）、パイロッ

ト村において技術支援を行い（成果２～４）、それら成果２～４のコンポーネントが他村落に広く普及

するための戦略を作り、パイロット以外の村で実施していく（成果５）ことにより、「対象村落におい

                                                   
5 CLTS：Community Led Total Sanitation （コミュニティ主導型トータルサニテーション） 
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て、住民の衛生習慣と基礎的な衛生施設へのアクセスが改善する」というプロジェクト目標を達成する

構成となっている。 

 具体的には、まず成果１で州衛生プラットフォームとの連携によって各州における村落衛生改善に取

り組むための体制を構築する。成果２では、既存のトータルサニテーションに向けたアプローチを精査

し、パイロット村に適したアプローチを選定し、適用してトータルサニテーション達成を目指す活動を

行う。そして活動内容を適宜検証し、アプローチの改善を行う。成果３では既存の衛生施設普及アプロ

ーチを検討しパイロット村にてそのアプローチを適用していく。成果４では成果２と成果３の一連の活

動が適切にかつ効果的に実施されるようモニタリング・評価する体制を確立する。成果５では成果１～

４の取り組みがパイロット村以外の対象村落に普及されるよう支援体制を整え、実施していく。 

 これら成果１～５が達成されることにより、プロジェクト目標として掲げる対象村落の住民の衛生習

慣と基礎的な衛生施設へのアクセス改善を目指す。 

②目標値の設定時期 

プロジェクト開始直後に、関係行政機関の能力、対象州の村落部における住民の衛生行動及び衛生施

設の現況、他ドナーの支援状況等に関するベースライン調査を実施し、最終的な目標値を設定する予定。 

 

（2）その他インパクト 

本プロジェクトで取りまとめる適切な各種アプローチが活用され、対象 3州における対象村落以外の

多くの村に普及し、村落住民（３州全人口 114万人）の衛生行動と環境が改善していくことが期待され

る。さらに、同国政府・他ドナー・NGO 等が、本プロジェクトのガイド・マニュアル等を活用してよ

り効果的・効率的な衛生改善プログラムを全国で展開していくことにより、PEPAM の目標達成に向け

た進捗を加速することが期待される。 

 

５．前提条件・外部条件（リスクコントロール）                         

（1）事業実施のための前提 

・政治情勢が悪化しない。 

（2）成果達成のための外部条件 

国家衛生局及び地方衛生局に必要とされる予算・人材が適切に投入される。 

・パイロット村の住民がプロジェクト内容を受け入れる。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

技術を修得した C/Pが大幅に異動しない。 

研修を受講した地域の人材（ローカルリソース）が継続的にプロジェクト活動に関わる。 

活動に必要な経費が確保される。 

（4）上位目標達成のための外部条件 

普及に必要な予算・人材が確保される。 

対象州の経済状況が急激に悪化しない。 

衛生施設の資材の価格が高騰しない。 

プロジェクトによって構築された各種パートナーとのよい関係が継続する。 

・他ドナーの協力が予定通り実施される。 
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６．評価結果                                         

本事業は、同国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策（国連決議「持続的な衛生に係る Five-year 

drive to 2015」を共同提案）と合致しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は

高い。 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

・ブルキナファソ国の技術協力プロジェクト「中央プラトー地方給水施設管理・衛生改善プロジェクト」

（2009～2013年）において、持続可能なモニタリング・評価体制の構築に時間がかかったことから、

本プロジェクトでは「モニタリング・評価体制の構築」を成果レベルに取り上げプロジェクト初期の

段階から取り組むこととした。 

 

８．今後の評価計画                                     

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

 事業開始 8ヶ月以内  ベースライン調査 

 事業中間時点     中間レビュー 

事業終了 6ヶ月前   終了時評価 

 事業終了 3年後    事後評価 

以 上 


