
１－１　協力の背景と概要

セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）の 1 人当たりの年間コメ消費量は 74 kg であり、

コメを主食とする国が多い西アフリカ地域のなかでも有数のコメ消費国である。しかし、国産

米は総需要量の 20％を占めるにすぎない。コメの輸入自由化と人口の増加により、コメの輸入

量は年間 80 万 t 以上となっている。主食を輸入に頼っていることは、2000 年代からセネガル政

府の主要な懸念事項であり、国際市場における食料価格の高騰は、アジアから輸入されている

コメによって圧倒されている自国市場に影響が出ている。また、コメを含めた食料品の輸入に

よって、国際収支は常に赤字となっている。そのため、コメの自給率の向上はセネガルの食料

安全保障の戦略において優先事項となっている。

このような状況の下、セネガル政府は日本政府に対して、セネガル国のコメセクターに関す

る国家開発計画の策定を要請した。

このセネガル政府からの要請に応えて、日本政府は独立行政法人国際協力機構（JICA）を通

じて、開発調査「稲作再編計画調査（2004-2006）」を実施した。この調査の結果を受けて、セ

ネガル政府は、日本政府に対し、国産米の 70％を生産しているセネガル川流域において、生産

性の向上からマーケティングまでを包括的にアプローチすることにより、国産米の生産性や収

益性を改善するための技術協力の実施を要請した。この討議議事録（R/D）は 2009 年 11 月 24
日に署名された。本プロジェクト「セネガル川流域灌漑地区生産性向上プロジェクト（PAPRIZ）」
は、2010 年 2 月に開始され、本プロジェクトの進捗状況や活動をモニタリングするために中間

レビュー調査が 2012 年 6 月に実施された。本プロジェクトは 2014 年 3 月に終了することから、

本終了時評価の実施が計画された。

１－２　協力内容

（１）上位目標

セネガル川流域における稲作の生産性と収益性の改善

（２）プロジェクト目標

セネガル川流域のダガナ県・ポドール県における稲作の生産性と収益性の改善

（３）成　果

成果１：パイロット地区における生産性の高い稲作技術の構築

成果２： パイロット地区における改修計画の策定と維持管理に資する適正な実施メカニ

１．案件の概要

国名：セネガル共和国 案件名： セネガル川流域灌漑地区生産性向上プロジェ

クト（PAPRIZ）

分野：農業開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：セネガル事務所 協力金額（評価時点）：約 8 億 1,500 万円
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ズムの構築

成果３：生産者の財務管理を改善する方策の確立

成果４：セネガルの消費者ニーズにあった高品質な精米の適切な流通経路の確立

（４）投入（評価時点）

日本側：約 8 億 1,500 万円

専門家派遣：11 名

総括／水管理／施工計画、副総括／灌漑農業、稲栽培／農家経営改善、精米

／収穫後処理、コメ流通政策・制度、流通／マーケティング、農民組織化／

マイクロファイナンス、建築、灌漑開発／施工監理、業務調整／稲作技術普

及、業務調整／参加型灌漑開発

研修員受入：8 名

機材供与： 車両、PC、プリンター、コピー機、精米機、ロータリーシフター、長さ選別

機、昇降機等

セネガル側：

カウンターパート（C/P）配置：延べ 19 名

実施予算：プロジェクト事務所の提供、ポドールにおける宿泊施設の提供

２．評価調査団の概要

調査者

＜日本側＞

総　括： 柴田　和直 JICA セネガル事務所　次長

灌漑稲作／農家経営／

精米品質・流通
冨髙　元徳 JICA 国際協力専門員

灌漑施設改善／水管理 三部　信雄 JICA 国際協力専門員

協力計画 砂崎　浩二 JICA セネガル事務所　所員

協力計画 2 バンバラ・マリナ
JICA セネガル事務所　コンサル

タント

評価分析 長島　聡 株式会社アイコンズ

＜セネガル側＞

団　長 アマドウ・チャム SAED

合同評価者 セイニ・ンダオ SAED

合同評価者 サンバ・カンテ 農業農村施設省（MAER）

合同評価者 ワリ・ディオフ MAER

合同評価者 サリフ・ディアック SAED

合同評価者 オマール・サンバソウ SAED

合同評価者 エル・ハジ・マール SAED

調査期間 2013 年 10 月 27 日〜 11 月 10 日 評価種類：終了時評価
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３－１　実績の確認

（１）評価の制約

プロジェクト目標の一部指標（生産量、生産性、収入向上）及び成果１の指標の達成度

については、指標データの入手が可能なポドール地区グループ 1 を対象として行った。デ

ビ・チゲ地区はユニオンの組織面及び資金面の問題に起因し、稲作が 3 作期行われていな

かった。ポドール地区でのグループ 2 の小規模灌漑工事は当初計画どおり 2013 年 12 月に

完工予定であり、工事中のため、稲作栽培は行われていない。本評価では、これらはプロ

ジェクトではコントロールできない外部要因と判断した。

（２）成果の達成度

成果 1：パイロット地区における生産性の高い稲作技術の構築

成果１の達成度は高い。技術協力の結果、50％以上の農民が研修等を通じて、マニュア

ルに推奨されている投入財を投入している。また、セネガル川流域デルタ開発公社（SAED）

の改訂稲作マニュアルは、100％に近い農業改良普及員に使用されている。

成果２： パイロット地区における補修・改善計画の策定と維持管理に資する適正な実施

メカニズムの構築

成果２の達成度は高い。ポドール地区にて小規模灌漑補修・改善の策定及び工事費の積

算は終了している。パイロット地区での参加型灌漑工事ののち、農民により維持管理が継

続されている。また、技術移転の成果を基に、灌漑補修・改善マニュアルも作成されてい

る。これらの一連の活動の結果、ポドールのグループ 1 では作付面積は 85％増となり、燃

料消費量も 29％減となった。作成されたマニュアルは、パイロット地区の農民によって必

要な部分がほぼ 100％活用されている。

成果３：生産者の財務管理を改善する方策の確立

成果３の達成度は高い。ベースライン調査が行われ、パイロット地区のサンプル農家の

収支の改善状況がモニタリングされている。ポドール地区では、水管理を行っている経済

利益グループ（GIE）の収支は改善されていると考えられる。また、パイロット地区全体で

は、貸付制度の利用率は 60％以上となっている。

成果４：セネガルの消費者ニーズにあった高品質な精米の適切な流通経路の確立

成果４の達成度はやや高い。21 精米業者に対して精米選別機が供与され、精米分別を

行っている業者数は 21 となった。また、国産米のプロモーション活動は多岐にわたって行

われ、精米業者から中間卸業者への販売経路も 21 から 45 へと大きく増加している。ただ

し、精米選別機の調達が遅れ、原資は確保されているものの精米業者の貸付制度は開始さ

れていない。

（３）プロジェクト目標達成の見込み

プロジェクト目標： セネガル川流域のダガナ県・ポドール県における稲作の生産性と収

益性の改善

ポドール地区グループ 1 においては、プロジェクト目標達成の見込みは高い。稲作技術

３．評価結果の概要
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の向上、灌漑面積の増加、水管理能力の向上などの要因により、もみの生産性は 15％以上

増加し、稲作農家の所得も 20％以上の伸びを示している。もみ生産量も 2010 年と比べて

毎年 30％以上の伸びがみられている。

また、精米品質の向上や、国産米の認知度の向上によって、精米業者における流通量は

2011 年と比べて約 23％増加し、国産米販売店における販売量も 2010 年と比べて約 2 倍と

なっている。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性

以下のような理由により、妥当性は高い。

プロジェクト対象地域はセネガル米の 70％を産出する穀倉地域である。本プロジェクト

は、古い灌漑施設、適時性の低い投入財の供給、高い生産コスト、低い耕作率、労働者の

不足、低いコメの品質、組織されたマーケティングチャネルなどの問題に取り組んでいる。

本プロジェクトは、セネガル政府の政策と合致している。セネガル政府は、食料安全保

障の一環として、コメの自給達成を重点項目とした。その実現に向けて、2005 年に「国家

米自給計画」（PNAR）が施行された。また、セネガル政府は 2009 年に、アフリカ稲作振

興のための共同体（CARD）の下で「国家稲作振興戦略」（NRDS）を採択した。わが国は

2008 年 5 月に横浜で開催された第 4 回アフリカ開発会議（TICAD Ⅳ）において、今後 10
年間でアフリカのコメ生産量を倍増させる ｢ アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）｣

イニシアティブを、関係機関と共に国際社会に宣言し、セネガル国別援助計画において、

稲作セクターの支援を重点分野としていることからわが国の政策とも合致する。

（２）有効性：やや高い

以下のような理由により、有効性はやや高い。

プロジェクト目標は、ポドール地区のグループ 1 では、すべての指標が達成され、生産

性と収益の改善が確認されている。一方、ポドールのグループ 2 及びデビ・チゲ地区では、

灌漑工事が未完成なこと、デビ・チゲ地区ユニオンの組織的及び資金的な問題、洪水など

によって、稲作が行われておらず、その指標が入手できなかった。

また、精米品質の向上や国産米のプロモーション活動によって、精米工場での流通量や、

店での販売量の増加が確認されている。

プロジェクト目標の達成のためには、以下のような阻害要因が考えられる。

１ ）農民は、必要な時にセネガル農業金融公庫、セネガル農業信用金庫（CNCAS）ローン

を受けられない。

２ ）セネガル川流域の農民は、二期作が実施可能なのにかかわらず、涼しい乾期には野菜

や換金作物を栽培する傾向にある。

３）洪水の被害が多い。

（３）効率性

以下のような理由により、効率性は高い。

成果１、２、３については指標が達成され、投入は成果の達成のために転化されている。

成果４については、精米選別機の調達の遅れにより、北部精米業者協会（ARN）による貸

付制度の構築活動に遅れがみられている。
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投入の質、量、タイミングは、精米選別機の調達がやや遅れたものの、その他は計画ど

おりに行われた。

成果１と成果２については、コストの効率性がその達成のレベルと比べて高い。パイ

ロット地区における灌漑施設改善工事の直接工事費は 60 万 FCFA/ha 以下であり、類似プ

ロジェクトと比較して低い。工事後の水管理及び稲作の技術指導との相乗効果により、平

均もみ収量は、乾期作 0.6 t/ha、雨期作 1.0 t/ha 向上した。

（４）インパクト：中程度

以下のような理由により、インパクトは中程度である。

終了時評価の時点では、上位目標の達成を予期するのは困難である。上位目標を達成す

るために、セネガル川流域への広範な普及が必要である。今後、C/P やパイロット地区の

ステークホルダーに対する技術移転の成果により、他地域への一定の波及効果が期待され

る。

フランス開発庁（AFD）が本プロジェクトの参加型灌漑アプローチを実施予定のプロジェ

クトに取り入れることを検討している。

正の効果として、民間セクター（特に精米業者）の活性化による投資が期待される。また、

輸入米流通業者も国産米流通に参入してきている。現在のところ、特に負の環境インパク

トはみられていない。しかし、灌漑開発に伴う環境負荷（塩害リスク等）には留意する必

要がある。

（５）持続性

以下のような理由により、持続性はやや高いと判断される。

１）政策・制度面の持続性

政策・制度面の持続性は高い。PNAR、NRDS などにより、本プロジェクトの活動は政

策的な妥当性が高い。

２）組織面の持続性

組織面の持続性は中程度である。SAED スタッフの技術能力の開発は、本プロジェク

トの活動を通じて行われた。今後は、SAED のスタッフが、本プロジェクトの成果に対

するオーナーシップをもち、農民への指導業務にこれまでの成果を組み込んでいく必要

がある。また、SAED には灌漑開発を行う時間と人的資源に限りがあることから、行政

システムの構築と政府職員の人材育成のみならず、コンサルタント、コントラクターな

ど民間セクターの技術力向上が不可欠である。

３）財政面の持続性

財政面の持続性は高い。SAED は、1998 年に灌漑補修・改善に活用できる灌漑スキー

ム維持基金（FOMPI）を創設している。生産者はその事業費の 10％を負担すれば本資金

を灌漑補修・改善活動に活用することが可能である。

４）技術面の持続性

プロジェクトの活動によって、SAED の C/P に対して技術移転が十分に行われており、

自助努力によるモニタリング・評価及びマニュアル等の改定が期待できる。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

本プロジェクトは、生産から流通までを包括的にカバーすることによって、セネガル国
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のコメのバリューチェーン全体が抱える問題に対して広範囲に対処できた。また、それに

より今後も取り組むべき課題も明らかとなった。

（２）実施プロセスに関すること

本プロジェクトでは、精米業者に対する支援をその活動に加えることによって、バ

リューチェーンの大きなアクターである民間セクターの支援を行った。それにより、特に

精米品質の向上や流通量の増加に大きな成果を上げる要因となり、間接的に稲作の生産性

や収益性の増加にも貢献した。

小規模灌漑補修・改善活動に農民を参加させることによって、将来的な維持管理のコス

トが軽減できただけでなく、灌漑施設に対する農民のオーナーシップの向上にもつながっ

た。

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

プロジェクトのアプローチは総論的には妥当であったものの、各成果に対する投入の計

画には一部問題がみられた。その 1 つとして、プロジェクト実施期間中に成果３のもみ倉

庫の建設が中止となり、その関連の活動が削除されることとなった。

（２）実施プロセスに関すること

本プロジェクトは外部要因によって大きな影響を受けた。デビ・チゲ地区ユニオンの組

織面、資金面の問題によって、3 作期にわたりコメの生産が行われないという事態となり、

プロジェクト活動の成果が確認できない結果となった。また、アルジェリアやマリの政情

不安の影響による、ポドール地区の治安の悪化によって、一部の活動が阻害された。

また、精米選別機の調達が遅れたことにより、一部の関連する活動に遅れが生じた。

３－５　結　論

本プロジェクトは、灌漑、稲作技術、加工及びマーケティングなど、限られた期間にもかか

わらず幅広い分野に対する協力を行った。SAED、日本人専門家や支援スタッフの並外れた努力

によって、いくつかの外部要因が重なったにもかかわらず、大きな成果を上げることができた。

プロジェクトは、参加型灌漑開発や稲作技術の改良によるもみの生産性の改善に貢献した。

プロジェクトで作成されたマニュアルは、本プロジェクトのアプローチを普及させるために使

用される。また、本プロジェクトは精米選別機の導入や国産米のプロモーションによって、精

米の市場性の改善に貢献した。

本プロジェクトの活動で得られた良好な結果をセネガル川流域に普及させるためには、SAED
の普及システムの強化が必要である。

３－６　提　言

今後、残された協力期間でプロジェクト活動の成果を更に発展させ、プロジェクト目標の達

成を確保するために以下のとおり提言した。

（１）プロジェクト成果の持続と普及

SAED は、本プロジェクトのアプローチにオーナーシップをもち、生産者に対する普及

活動に、独自予算で本プロジェクトの成果を組み入れていくことが望まれる。
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（２）SAED スタッフの能力強化

持続性とプロジェクトの成果の普及を担保するために、SAED スタッフの能力強化を行

うことが望まれる。

（３）プロジェクトの成果及びアプローチの共有

農業省及び SAED は、2014 年 3 月にプロジェクトによって実施される最終ワークショッ

プにおいて、セネガル川流域の開発に関与したステークホルダーと共に、その経験や教訓

を共有することが望まれる。

（４）参加型灌漑開発の拡大

SAED は、小規模灌漑施設の補修・改善に参加型アプローチを利用することが望まれる。

そのために、SAED の予算によって、残りの補修・改善が必要な灌漑施設に関するインベ

ントリー調査が実施される予定である。

（５）ARN 貸付制度の開始とモニタリング

ARN の貸付制度は、精米業者の緊急な運営管理のニーズに対して使用されることが想定

されている。SAED は、可能な限り本制度が利用可能になるよう、ARN へ技術的な提言を

行うべきである。また、プロジェクトは、JICA に対してその運用情報を提供するために、

SAED による本制度のモニタリング制度を立ち上げる必要がある。

（６）デビ・チゲユニオンの再活性化

本プロジェクトの実施期間において、デビ・チゲの農民組織のユニオンは、組織的な問

題に直面していた。SAED は、当地域で稲の生産が継続されるために、管理委員会と共に

再活性化のプロセスを支援することが不可欠である。

３－７　教　訓

（１）セネガル川流域における米のバリューチェーンの強化

本プロジェクトでは、米のバリューチェーンに関する民間部門や公的部門が抱えている

広範囲な問題の解決に取り組み、大きな成果を得た。セネガル川流域のコメのバリュー

チェーンを強化するためには、特に精米工場や農機具メーカーなどの民間セクターを巻き

込むことが不可欠である。

（２）生産者への直接関与によるポジティブなインパクト

本プロジェクトは、持続性を確保するために、農民の能力やオーナーシップの強化を

行った。これらの農民は日本人専門家や SAED スタッフから直接研修や指導が行われた。

その結果により、稲作技術、水管理などにおいて良好な結果が得られた。また、パイロッ

ト地区外の農民が、研修を受けた農民から技術を学び始めるなどの効果も出てきている。

このようなアプローチや使用されている技術は、これから実施予定の「天水稲作開発プ

ロジェクト」の一部として、再活用することが可能である。
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