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国名
安全な水とコミュニティ活動支援計画プロジェクトフェーズ 2（PEPTAC2）

セネガル

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背景

セネガルでは、日本政府が 110 ヵ所以上の水供給施設の建設および改修への無償資金協力を行ってき
ている。その結果、30 万人以上の村落住民が安全な水と衛生環境へのアクセスができるようになった。
他方、コミュニティを主体とする管理システムの確立が、持続的な水供給施設を自立的に維持するため
に重要な課題となっていた。そうした状況下、2003～2006 年の間、JICA は、24 のプロジェクトサイ
トにおいて水利用者組合（ASUFOR）と ASUFOR、政府、民間事業者の協力による維持管理システム
を確立することを目的とした技術協力プロジェクト PEPTAC1 を実施した。また、他ドナーにより
ASUFOR のキャパシティ・ビルディングと拡大への支援が行われた。しかしながら、タンバクンダ州
においては、遠隔地であるため ASUFOR が普及されていないサイトが残されていた。

プロジェクトの目的

1. 上位目標：安全な水の持続的な利用体制が対象地域で普及する。（セネガル側によりタンバクンダ
州 40 サイトに普及される）

2. プロジェクト目標： 安全な水の持続的利用システムがプロジェクトサイトで実施される。（タンバ
クンダ州 35 サイト）

3. 想定された課題解決への道筋1：
プロジェクトは ASUFOR をベースにした水供給の運営維持管理システムを構築し、適切な水利用を
促進するとともに、コミュニティ活動を導入する（家畜飼育およびマーケットガーデニング）。
ASUFOR をベースとする運営維持管理システムとコミュニティ活動により、タンバクンダ州のプロ
ジェクトサイトにおける安全な水の持続的な利用と生活環境の改善を目指す。また、プロジェクト
で導入された運営維持管理システムの普及を通じて、対象州の他のサイトにおける安全な水の持続
的利用とコミュニティ活動が普及される。

実施内容

1. プロジェクトサイト：タンバクンダ州 35 サイト
2. 主な活動：水供給施設のオペレーターおよび ASUFOR 組合員への運営維持管理および水利用に関す

る研修、水供給施設の維持管理計画および水利用ガイドラインの作成、パイロットサイトにおける
コミュニティ活動の実施

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 10 人
(2) 研修員受入 4人
(3) 第三国研修 5人
(4) 機材供与 水メーター、ポンプ、パ

イプ、発電機、農業・家畜飼育用機
材

セネガル側
(1) カウンターパート配置 19 人
(2) 土地・施設提供 タンバクンダ州プロジェクト事務所建

設、ダカール連絡事務所、家具、電気、水

協力期間 2006 年 11 月～2010 年 3 月 協力金額 568 百万円

相手国実施機関

都市化・住宅・建設・水省 (MUHCH: Ministère de l’Urabanisme, de l’Habitat, de la Construction, de 
l’Hydraulique)*、保健・予防医学省 (Ministère de Santé et Prévention)、農業・漁業・バイオ燃料省
(Ministère de l’agriculture, de la Pisciculture et des Biocarburants)、畜産省(Ministère de l’elevage)
*2009 年 10 月に省庁改編があったが、これによるプロジェクトへの影響はない。2012 年（プロジェクト終了後）、実施機関は

水・衛生省（MHA: Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement）に変更された。

日本側協力機関 アースアンドヒューマンコーポレーション、国際航業

関連案件

我が国の協力：
・地方村落給水計画(無償、2004-2007 年)
・安全な水とコミュニティ活動支援計画プロジェクト(PEPTAC I) (技術協力, 2003-2006 年),
・タンバクンダ州給水施設整備計画 (無償、2010-2012 年)

他ドナーの協力：
・PEPAM-Luxembourg SEN/026 (ルクセンブルグThiès州、Louga州)
・PEPAM-BAD-2 (アフリカ開発銀行、Kaffline州、Tambacounda州、 Kolda,州、Sedhiou州、Ziguinchor
州)
・PEPAM-BA (ベルギー、Diourbel州、 Kaolack州、Fatick州、 Kaffrine region州)
・PEPAM-IDA (世界銀行、Matam 州、Saint-Louis 州、Tambacounda 州)

                                                  
1 事後評価時に整理。



Ⅱ 評価結果

1 妥当性
本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに「貧困削減戦略書（PRSP）」、「ミレニアム水・衛生プロ

グラム（PEPAM）」に重点分野として掲げられた「地方村落部における安全な水へのアクセスのある人口の増加」というセネガ
ルの開発政策、「安全な水の持続的な利用に関するコミュニティベースの運営維持管理体制の確立」という開発ニーズ及び日
本の援助政策の重点支援分野である、水供給と十分に合致している。したがって、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本プロジェクトは、タンバクンダ州のプロジェクトサイトにおいて官民の協力による
ASUFOR をベースとする維持管理体制の構築とパイロットサイトにおける安全な水の利
用のためのコミュニティ活動に焦点を当てた取組みを行った。その結果、プロジェクトの
終了までに、本プロジェクトで強化された ASUFOR のキャパシティは、本プロジェクトで
定義したチェックポイントによって検証され、事後評価時点においても大多数の ASUFOR
は十分に機能していることが確認された。全般的に、プロジェクトサイトの水供給施設は、
よく維持管理されており、安全な水源からの水の消費や安全な水の備蓄、清潔な水場など
の、衛生習慣は定着している。プロジェクトにおいて、コミュニティ活動が 5 つのパイロ
ットサイトで導入され、ASUFOR の女性メンバーにより実行された。プロジェクト終了後、
これらの活動は ASUFOR の女性メンバーにより継続されている。

上位目標については、プロジェクト終了後に対象地域においてセネガル側によって設立
された 80％の ASUFOR は、十分に機能している。安全な水の普及は拡大しており、事後
評価時点において、安全な水へのアクセスのある人口は 547,374 人に達し、州全体の人口
の 51％に相当する。また、本プロジェクトは、女性による水汲み労働の負担の軽減に貢献
している。事後評価の現地調査を実施した 12 サイトでは、改善された衛生習慣が、水因性
感染症の減少につながっている。さらに、コミュニティ活動は、対象地域の周辺の他のサ
イトに導入され、継続されている

よって、本プロジェクトの有効性/インパクトは高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

（プロジェクト目標）

タンバクンダ州のプロジェ

クトサイトにおける安全な

水の持続的な利用のための

システムの構築

直接対象サイト 35 サイトにおいて ASUFOR が適切に定

着している。

[チェック項目]
1 給水施設が順調に稼動している。

2 事務局会議が毎月一回以上行われている。

3 理事会が毎月一回開催されている。

4 毎月の会計記録が作成されている。（ノートまたは議事

録用紙）

5 従量制が行われている。

6-1 ASUFOR 名義の口座が開設されている。

6-2 重大な故障の場合を除いて、積立金が銀行口座に定期

的に積み立てられている。

7 水料金徴収が100％行われている。

8 施設運営上妥当とされる㎥単価が設定されている。

9 毎年住民総会が開催されている。

10 給水関連施設の清掃がなされている。

（終了時評価時）概ね達成した。35 サイトのうち、

31 サイトにおいて適切な水供給が行われた。35
サイトの平均は、8.5 ポイントを充足した。

（事後評価時）プロジェクトで確立された

ASUFOR の 90％が機能している。事後評価で現

地調査を行った、12 サイトのうち 10 サイトが十

分機能しており、12 サイトの平均は 8 ポイントで

あった。

（上位目標）

タンバクンダ州の対象地域

における安全な水の持続的

な利用のためのシステムの

普及

プロジェクトサイト以外において ASUFOR が適切に運営

され、持続的に定着する（最低 40 サイト）

（事後評価時）
プロジェクト終了後に 83 の ASUFOR が設立さ
れ、そのうち 80％が機能している。

プロジェクト対象地域外でコミュニティ活動が定着した

村落数（最低 5 サイト）

（事後評価）
12 村落では、プロジェクト終了後、コミュニティ
活動が周辺サイトで導入され、それらの活動は継
続されている。

出所：終了時評価報告書、事後評価調査におけるインタビューおよび MHA 提供データ

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素が適切であり、協力期間は計画内に収まったが（計画比100％）、既存の給
水施設の改修作業用の機材の調達に追加費用が掛かり、協力金額は計画を上回った（計画比118％）。したがって、本プロジ
ェクトの効率性は中程度である。

Dialacoto 給水タンク



4 持続性

政策面では、ASUFOR への制度的支援は、水・衛生プログラム（PEPAM）に
よって裏付けられている。また、ASUFOR のモニタリングを行う MHA が実施す
る PEPAM により、各郡においてコンサルタントチームが設置された。事後評価
時点においては、政策面での課題は見受けられないが、将来的に民間セクターに
維持管理および水製造業務を移管する政策改革を導入する計画がある。

制度面では、制度的および組織体制には変更はなく、ASUFOR が日常的な給
水施設の運営維持管理、小規模の修繕作業および水料金の徴収を行っている。改
革が実施された際には、ASUFOR の維持管理および水製造に係る役割は民間セ
クターに移管される予定であり、ASUFOR は井戸利用者へのサービスのみを行
うことになる。ASUFOR の支援および ASUFOR が対応できない水供給施設の修
理は、井戸維持管理チーム（BPF：Brigade des Puits et Forage）が行っている。
しかし、BPF によるモニタリングシステムは、現場を巡回するための人員・予算
が不足しており、十分機能していない。MHA の開発・維持管理局（DEM: Direction 
de l’Exploitation et de la Maintenance）の維持管理課（SM: Subdivision de 
Maintenance）が、大規模修繕を行っている。

技術面では、SM/DEM および BPF の技術スタッフは、ASUFOR を適切に支援するのに十分な知識と技術を有している。本
プロジェクトでは、小規模修繕に関する井戸の操作員への研修を行い、操作員は老朽化した機材の適切な維持管理を行ってい
る。また、本プロジェクトで活用したマニュアルを活用し、DEM によるタンバクンダの研修センターにおける再訓練により、
十分な技術的知識・スキルを維持している。

財務面では、国家予算がひっ迫しているため、ASUFOR への適切なモニタリングを実施するための BPF の活動向けの予算
は、十分とはいえない。しかしながら、十分な水準の料金設定（1 立方メートル当たり 200～400 FCFA）が行われ、料金回収
率は 80％であることから、プロジェクトサイトの多くの ASUFOR はスペアパーツや小規模修繕の費用を賄うことができてい
る。予定されている改革により、本プロジェクトの効果の持続性に一部懸念はあるものの、事後評価時点における予算上の制
約を除いては深刻な問題は見られない。したがって、本プロジェクトによって効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

本プロジェクトは、プロジェクトサイトにおける ASUFOR による持続的な運営維持管理体制の確立というプロジェクト目標
と、安全な水の使用の促進を目指した、タンバクンダ州の他地域へのシステムの普及という上位目標を達成した。また、本プ
ロジェクトによって導入されたコミュニティ活動は、女性の社会経済活動への参加を通じて、村における生活水準の改善をも
たらした。持続性については、BPF による活動に関する予算上の制約と政治改革による役割の変更が予定されているものの、
ASUFOR による安全な水供給システムは、国家水・衛生プログラムによる政策的な裏付けと、十分に機能した制度と ASUFOR の
料金収入による十分な財務能力により確保されている。効率性については、老朽化した機材の交換のため機材を追加調達した
ため、協力金額が計画を上回った。

以上より、総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は高いと言える。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

（水・衛生省 MHA）

・計画されている改革によって、現在、管轄している開発・維持管理局（DEM）が改変され、新たな監督機関が設置されるこ

とになるが、そうした体制下で、BPF による ASUFOR のモニタリングを目的とする定期的な巡回の実施を行うための人員配

置と予算の増加が望まれる。

・民間サービス業者との井戸の維持管理に係る契約締結プロセスの促進が必要である。民間業者との契約は、SM および BPF
が行っていた役割を引き継ぎ、現場における修理作業の改善をもたらすことが期待される。

JICA への教訓：

井戸の操作員のための小規模修繕に関する訓練がプロジェクトに含まれていたが、これは老朽化する設備を適切な状態に維持
するために重要であった。こうした訓練が頻繁な故障を防ぎ、継続的な水供給を行い、設備の管理や維持の改善につながって
いる。

Maleme Niani 維持管理ガイドライン


