
 

評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：セネガル共和国 案件名：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 

分野：自然環境保全－荒廃地回復 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 協力金額（評価時点）： 約 5 億円 

 
協力期間 

（R/D）： 
2011 年 3 月 4 日～ 
2016 年 3 月 3 日 
 

先方関係機関：環境・持続的開発省（MEDD）水・

森林・狩猟、及び土壌保全局（DEFCCS） 

日本側協力機関：株式会社アースアンドヒューマン

コーポレーション 

他の関連協力： 

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）においては、生産性の低い裸地の拡大や農地の

塩害、落花生盆地の過剰単一栽培や過放牧などによる土地の疲弊が大きな問題となっている。

このような状況に対し、セネガル政府は、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。 
セネガルではこれまで複数の土地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。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、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かった。これらの

プロジェクトにおいては、土地の再劣化や、活動や技術が他村落へ波及しないことが課題とし

て挙げられており、水・森林・狩猟及び土壌保全局（DEFCCS）にて体系的に整理・蓄積する

ための森林官（DEFCCS 職員）の能力向上が求められている。 
このような背景から、セネガル政府は日本に対し、森林官及び地域住民の土壌劣化対策に関

する能力強化を支援するプロジェクトの実施要請を行った。この要請を受け、独立行政法人国

際協力機構（JICA）は 2010 年 12 月に「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（CODEVAL）」に係る討議議事録（R/D）を署名交換し、2011 年

3 月より技術協力を実施している。 
 
1-2 協力内容 
(1) 上位目標 

対象地域において、土地劣化抑制・有効利用促進のための活動が実施される。 
 

(2) 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。 

 
(3) 成果 
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。 
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。 
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・有効利用促進に有効な技術・

対策が明らかになる。 
成果 4：優先地域において、住民啓発と土地劣化抑制・有効利用促進対策を普及するための

体制が準備される。 

                                            
1 対象地域内で、プロジェクトで定める優先地域に関る村落住民及び森林官を指す。 
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(4) 投入（評価時点） 
日本側： 
総投入額約 5 億円 
・日本人専門家 

5名の日本人専門家が派遣されている。（2015年度まで合計で107.07 MM） 
総括/能力向上/劣化土壌対対策1、植林、劣化土壌対策2/村落開発1（営農）、研修管理/村
落開発2（住民参加、ジェンダー配慮、環境教育）、衛星画像処理/植林・営農支援 

・投入実績機材供与：24,288,582（2015年6月時点） 
車両、オートバイ、コンピューター、コピー機、プリンター、プロジェクター、スクリー

ン、衛星画像が供与された。第 2 年次にはプロジェクト車両 2 台、第 3 年次に森林官用

のオートバイ 13 台が追加調達された。 
・本邦研修：14 名（第 1 年次：2 名、第 2 年次：4 名、第 3 年次：4 名、第 4 年次：4 名） 
相手国側： 
・カウンターパート（C/P）配置：22 名（プロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネ

ージャー、C/P 職員）  
・ローカルコスト負担：48,020,872 FCFA（2015 年 7 月時点） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏名 所属 

日本側 団長 田中 香織 JICA セネガル事務所次長 

劣化土壌対策 上堂薗 明 JICA 客員専門員 

普及政策 深井 芽里 JICA セネガル事務所企画調査員 

協力企画 増古 恵都子 JICA 地球環境部森林・自然環境グループ自然

環境第二チーム主任調査役 

評価分析  岡野 鉄平 株式会社 アイコンズ 

セネガル側 Mr. Baba Ba MEDD DEFCCS 部長 

Mr. Mustapha Sarr MEDD DEFCCS 評価・モニタリング・研修・

啓発部  

調査期間 2015 年 6 月 27 日～7 月 17 日 評価種類：終了時評価調査 

３．評価結果の概要 

3-1 実績の確認 
(1) 投入・活動実績 

ほぼすべての活動が計画通りに実施された。プロジェクト活動を展開する優先地域は、プ

ロジェクトで作成した劣化土壌地図等を参照しながら、関係者との協議により第 1 年次に決

定された（成果 1）。第 2 年次には、過去の他ドナーによるプロジェクトの実績を含めた関

連文献の収集、分析を通じて、優先地域に適応する技術の選定が完了している（成果 2）。

これらの技術は、適用可能な技術であること、費用効率性に優れていること、単純で労働負

担が少ないこと、技術導入が住民に利益をもたらすこと、住民のニーズに合致していること、

といった観点から、パイロットサイトにおける実証試験が継続されている（成果 3）。また、

中間レビュー調査時の提言に基づき、実証技術の普及活動に関する戦略が検討され、その結

果として、教育ネットワークを活用し、関係者の巻き込みを図る普及アプローチが採用され

た（成果 4）。一方、森林官、地域住民並びに関係者の能力強化は、研修、ワークショップ

の開催と並行して、上述のプロセスへの直接的な参加を通じて推進されている。 
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(2) 成果の達成状況 
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。 
成果 1 の指標は 2011 年末に達成された。陸域観測技術衛星（ALOS）及び地球観測衛星

（SPOT）の両衛星画像を使用した土壌劣化図が作成され、それらを活用して 100 村落の優

先地域が選定された。優先地域を選定する際の基準については、土地利用図、土壌劣化図等

を活用しながら、地域の関係者と協議を繰り返し決定した。また、優先地域の選定について

は、州、県、コミューン各レベルの地方自治体を対象としたワークショップ、及び森林官を

対象としたワークショップを開催し、優先地域の選定基準、選択手法についての詳細な説明

を行い、合意形成を図った。  
 
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。  
成果 2 の指標は 2012 年に達成された。関連文献精査と既存技術の分析に加え、現場踏査

によって、対象地域において適応可能な技術が明らかにされ、土壌劣化のタイプに応じて分

類された。プロジェクトはセネガル国内のみならず、近隣諸国における技術の情報を収集、

分析した上で、コミューンレベルで導入可能な技術が劣化のタイプ毎（水食、風食、及び土

壌肥沃度の低下）にリスト化し、各パイロットサイトにおける活動の内容を決定した。 
 
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・有効利用促進に有効な技術・

対策が明らかになる。 
成果 3 の指標は部分的に達成されており、プロジェクト完了までにすべてが達成される見

込みである。成果 3 に係る活動として、各地域の土壌劣化の状況と、実証試験の結果をまと

めた技術マニュアル、及び技術カタログのドラフト版が作成された。また、パイロットサイ

トにおける技術の実証試験は継続的に実施されている。実証試験の計画段階から活動に参加

している地域住民については、実践的な知識と技術の向上が確認された。 
 
成果 4：優先地域において、住民啓発と土地劣化抑制・有効利用促進対策を普及するための

体制が準備される。  
成果 4 の指標は達成された。土地劣化抑制・有効利用促進に有効な技術・対策の普及手法、

並びにコミュニティの啓発活動に関する手法実施体制が 2 つ提案された。また、学校・地域

/緑のアクション（AVLOS）を通じた学校運営委員会（CGE）に関するモニタリングでは、

パイロットサイト外の優先地域の 66%において土壌劣化対策に関する何らかの計画を有す

る、もしくは実施済みという結果となった。 
 

(3) プロジェクト目標の達成状況 
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の能力が向上する。
終了時評価時点でプロジェクト目標は達成されておらず、プロジェクト期間内に、確実な

結果を確認することは困難と考えられる。指標 1 については、森林官の能力はある程度向上

しているといえる。2015 年 6 月から 7 月にかけてプロジェクトが実施したアンケート調査の

結果によると、自らのスキルアップを実感している森林官の数が増加している。また、パイ

ロットサイトでの現地調査では、関係者のほとんどが、森林官が適切なスキルと能力を持っ

ていると答えている。しかしながら、森林官のほとんどは、プロジェクト期間中に人事異動

により交代をしており、プロジェクト開始時の森林官の知識、スキルとの比較を行うことが

不可能であった。また、アンケート調査の結果は、回答者の主観に基づくものであるため、

これらのアンケート結果によって正確に改善のレベルを測定することは困難である。指標 2
について、プロジェクトが 2015 年 6 月から 7 月にかけて実施したアンケート調査の結果で

は、パイロットサイトを含む優先エリアの村落のうち、64.4 %が、プロジェクトによって導

入された技術を少なくとも 1 つ以上導入しているということであった。プロジェクトによっ

て導入された技術のいくつかは、雨季もしくは雨季後に実施されるので、技術を活用してい

る村落の数は増加することが予想される。他方、これまでプロジェクトは、パイロットサイ

トでの活動を優先地域内の他の村落で行うためには、人員等のリソースに限界があるため、

州レベルでの技術の普及を目的とした AVLOS アプローチを通じ優先地域への技術普及を試
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みている。これにより、プロジェクト目標の対象地域である優先地域よりも更に広い地域で

活動を展開することになり、優先地域における技術の活用度合いや、持続性の低下につなが

った可能性がある。 
 

(4) 上位目標の達成状況 
上位目標：対象地域において、土地劣化抑制・有効利用促進のための活動が実施される。 

上位目標における普及対象は、ファティック州及びカオラック州における 63 のコミュー

ンである。AVLOS による普及のアプローチの実践と各関係者の積極的な関与が今後も継続

されれば、上位目標の達成が期待できる。また、上位目標の達成のためには、プロジェクト

の残り期間において技術普及のアプローチを強化していく必要がある。指標で設定された普

及目標は、対象地域の 75%以上のコミューンとなっているため、指標達成のためには、州や

国レベルでの情報伝達に関する既存のシステムと連携する必要がある。したがって、プロジ

ェクトでは、既存の教育ネットワークを活用し、地方自治体の参加を促す CODEVAL アプロ

ーチを提案した。このアプローチに関連する活動は 4 年目に開始されているため、現時点で

具体的な効果は発現していない。 
 
3-2 評価結果の要約 

(1) 妥当性（高い） 
プロジェクトは、土地劣化抑制・有効利用促進に向けて、関係者の能力向上を目指してい

る。プロジェクトの内容は、セネガルの国家政策と整合しており、日本国の対セネガル国援

助方針とも合致している。また、対象地域の住民のほとんどは農業従事者であり、森林減少

や土地劣化による土壌肥沃度の低下は極めて深刻な課題であることから、プロジェクトは地

域住民、及び地方自治体のニーズに合致していると言える。 
 

(2) 有効性（中程度） 
各成果の達成がプロジェクト目標の達成に寄与するという、プロジェクト目標と成果の関

係は適切である。しかしながら、終了時評価時点でプロジェクト目標は達成されておらず、

プロジェクトの確実な成果が発現するまでには、プロジェクト期間の終了後、更に時間が必

要となる見込みである。プロジェクトが実施したアンケート調査の結果によると、プロジェ

クト目標の 2 つの指標はある程度達成されているものの、能力強化の進捗状況は優先地域の

パイロットサイト内外で大きく異なっている。こうした地域間の格差を埋め、プロジェクト

目標を達成するためには、パイロットサイト外の優先エリアへの技術の普及に焦点を当てる

べきである。 
 

(3) 効率性（やや高い） 
日本側の投入は質、タイミングともに適切であり、成果の達成につながっている。プロジ

ェクトは、効率的な事業管理を行い、組織の再編、C/P 職員の交代など、変化する状況に対

し、限られた投入の中で最大限に対応してきた。また、セネガル側の投入は中間レビュー時

と比較して改善されている。  
本邦研修においては、C/P 職員に対して、日本の地方自治体による自然環境保全の優良事

例や、土壌保全に関する最新の研究成果等を学ぶ機会を提供した。本邦研修の内容は、プロ

ジェクト活動実施能力を向上させるため、C/P の要望に沿って決定された。供与機材につい

ては、パイロットサイトの数と多岐にわたるプロジェクト活動の内容を考慮し、第 2 年次に

2 台の車両が追加提供された。 また、第 3 年次には森林官の移動手段を確保するために 13
台のオートバイが追加提供された。これらの機材の提供は、村落におけるプロジェクト活動

の円滑化につながっている。その他の資機材についても適切なタイミングで提供され、成果

達成に貢献した。 
 

(4) インパクト（やや高い） 
環境改善の成果を可視化するには長い時間が必要となるため、土壌劣化対策に関してプロ

ジェクトによる大きな影響はまだ見られていない。一方、関係者の能力強化については、森
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林官の知識とスキルがある程度まで向上しており、プロジェクト活動へ参加した地域住民の

意識の改善も観察された。しかし、村落レベルで土地劣化抑制に関する必要な対策を実施す

るためには、予算や人材が不足しており、対策を実践するコミューンを支援するための体制

も整っていない。 
上位目標の達成のためには、地域の各関係者が、プロジェクト終了後に活動の成果を広め

ることができるように、普及活動に注力していく必要がある。教育ネットワークを活用した

アプローチは、広域に情報を伝達するために有効であると考えられる上、学校での環境教育

は子どもたちや地域社会の土地劣化の問題に対する意識の向上に役立つ。また、コミューン、

森林官、CGE と CGE 組合といった地域の関係者を巻き込むことで、プロジェクトが実証し

た技術が広範囲において実践されることを目指しているため、今後も、各関係者の積極的な

関与が今後も継続されれば、上位目標の達成が期待できる。 
 

(5) 持続性（中程度） 
プロジェクトの活動は既存の政策と整合しているため、政策面での持続可能性は確保され

ていると考えられる。また、技術面での持続可能性に関しても、関係者が実施可能な簡易な

技術を導入してきたため、今後、プロジェクトが作成した技術マニュアル等が森林研修セン

ター等で活用されるようになれば確保されるであろう。一方、組織面については、プロジェ

クトの残りの期間、及びプロジェクトの完了後に技術の普及活動が進むにつれて、森林官の

業務量が増加することが予想される。そのため、組織面の持続性を確保するためには、十分

な人数の森林官が配置され、各地域で活動のための予算が確保されることが望ましい。また、

財政面については、プロジェクトの第 3 年次以降、セネガル側の予算配賦の状況は改善され

ているが、活動の効果的な実施のためには、いまだ予算が不足している。森林官の効率的な

活動を維持していくため、セネガル側はプロジェクトの完了後にもオートバイの燃料費と維

持管理費用を確保する必要がある。一方、コミューンレベルでの財政面の持続性について、

現時点で、土壌劣化対策に関する予算は確保されておらず、コミューンが自助努力により継

続的に対策を実施していくことは困難であると考えられる。 
 

 
3-3 効果発現に貢献した要因 

(1) 関係者のオーナシップと合意形成 
プロジェクトは、C/P やその他の関係者との緊密な連携を通じて効果的に実施されている。

プロジェクト開始時から C/P のオーナシップが強調されており、森林官とパイロットサイト

の住民は、その地域の土壌劣化に関する問題を理解することができている。また、新たな活

動を開始する際には、そのコンセプトと活動の内容を関係者間で共有しており、このような

アプローチがプロジェクトの円滑な実施に貢献している。 
 

(2) 森林官の移動手段の確保 
オートバイの追加調達により、森林官の活動の効率性が向上した。森林官による農民への

フォローアップの頻度と、各村落へのアクセスのしやすさが改善したことにより、多くの関

係者は、森林官の活動の質が向上したことを指摘しており、オートバイの調達について高く

評価をしている。 
 

(3) パイロットサイトの関係者間の良好なコミュニケーション 
プロジェクトでは 4 名のアニメーターと呼ばれるプロジェクト補助員を雇用しており、対

象地域 4 県に各 1 名を配置している。彼らは日常的に地域住民とコミュニケーションをとる

とともに、現場レベルの関係者とのフォーカルポイントとしての役割を担っており、円滑な

情報伝達体制の構築に貢献している。プロジェクトの残り期間においては、これまでアニメ

ーターが果たしてきた役割を、森林官が引き継げるような取り組みを行うことが望ましい。 
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3-4 問題点及び問題を惹起した要因 
(1) C/P 職員の人事異動 
本プロジェクトでは、22 名の C/P 職員のうち 18 名がプロジェクト期間中に交代しており、

移転された技術の引継ぎも適切行われていないことが判明した。このような状況に対し、プ

ロジェクトでは、リフレッシュワークショップを開催し、各 C/P 職員の知識の格差を埋め、

移転された技術の蓄積に向けた努力を継続している。 
 

(2) C/P 予算の不足 
プロジェクト前半では活動の効果的な実施のためのセネガル側の予算不足（活動予算と人

員配分）が成果 3 と成果 4 の活動の実施において課題となっていた。セネガル側の予算不足

については、R/D 署名時に、予算に関する明確な記載がなかったことが原因であるが、プロ

ジェクトの働きかけにより、第 3 年次途中から予算が割り当てられることとなり、状況は改

善された。 
 

(3) ローカルリソースの活用 
セネガル国政府は、日本の専門家と、セネガルの専門家の間で知識や意見を交換するため

の十分な機会がなかったことを、改善すべき課題として指摘している。プロジェクトはロー

カル C/P への技術移転に焦点を当てているが、技術の持続的な普及を図るうえで、セネガル

の専門家等、ローカルリソースを積極的に活用することが有効であると考えられる。 
 
3-5 結論 
評価 5 項目の評価結果では、プロジェクトの妥当性は高いと判断された。土壌劣化抑制・有

効利用促進は、セネガル政府の政策における優先項目の 1 つであり、プロジェクトのアプロー

チは、森林減少、土壌劣化への対応策としての持続的な環境資源管理を目指す国家戦略とも整

合している。有効性については、中程度という評価となった。終了時評価時点でプロジェクト

目標は達成されておらず、プロジェクトの確実な効果が発現するまでには、プロジェクト期間

の延長を検討する必要がある。一方、活動の実施に必要な投入はおおむね計画通りであり、成

果を産出するために十分であったことから、プロジェクトの効率性についてはやや高いと判断

した。同様に、インパクトについても、やや高いと評価されたが、土地劣化抑制・有効利用促

進のための技術を普及させていく上で、いくつかの課題が観察された。また、上位目標達成の

ための外部条件もすべて満たされる必要がある。持続性については、中程度と評価した。政策

面、技術面での持続性は確保されている一方で、財政面、組織面では、森林官の活動予算の不

足、及び頻繁な人事異動と人員不足が課題として挙げられる。プロジェクトの残りの期間、及

びプロジェクト完了後の更なる改善のために、終了時評価団は「3-6 提言」に示すとおり、提

言をまとめた。 
 
3-6 提言 

(1) プロジェクトの残り期間、及び延長期間における重点事項 
1）プロジェクト目標の達成に向け、プロジェクトは残り期間、及び延長期間において、下

記の事項に重点的に取り組む必要がある。 
 森林官、及び地域住民に対する能力強化、特に 2015 年 9 月に州教育局の協力の下で開催

を予定しているカオラック州でのフォーラムの後、パイロットサイト以外の 40 村の優先

地域における能力強化に注力する。 
 優先地域へ効果的な技術の普及のため、パイロットサイトでの経験を反映させながら、

プロジェクト目標で設定された、土地劣化抑制・有効利用促進に係る技術と知識の絞り

込みと検討を行う。 
2）組織面の持続性についても課題が見られる。対象地域の森林官の人員数は不足してお

り、また頻繁な人事異動も起きている。人員交代の際に適切な引継ぎが行われなかった

場合には、移転された技術と知識の一部、または多くの部分が消失してしまう可能性が

ある。そのため、組織面の持続性確保に向け、プロジェクトは残り期間、及び延長期間

において、次の事項に重点的に取り組む必要がある。 
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 プロジェクト活動から得た知識と経験を森林官研修センター、国立土壌研究所など、セ

ネガル政府の関連機関と共有する。 
 

(2) 教育セクターとの連携における教訓の抽出 
教育セクターとの連携を通じて、プロジェクトが開発した知識と経験を普及させる手法

は、ユニークな取り組みである。終了時評価調査時には、フォーラム出席者が自らの地域

の土壌劣化問題を認識できたこと、教師が環境教育の一環として生徒に指導ができること

など、いくつかのポジティブな要素が観察された。教育セクターとの連携については、引

き続きその成果と課題を分析し、教訓を抽出していく必要がある。 
 

(3) 森林官の機動性の確保 
プロジェクトが提供したオートバイが、森林官の機動力の向上につながっていることが

確認された。森林官による更なる普及活動のため、セネガル政府は、燃料費の確保など、

どのようにオートバイの維持管理を行っていくかを考慮する必要がある。 
 

3-7 教訓 
(1) 導入技術の選定 

プロジェクトにより導入された技術は、地域の農民にとって受け入れやすいものである

こと、安価であることを考慮して設計されている。こうした点は、村落レベルでの持続性

の確保において重要である。 
 

(2) 複数の関係者との連携 
環境問題に関する地域住民の意識向上については、森林官の人数が不足している状況の中

で、教育セクターや地方自治体といった複数の関係者との連携が効果的であった。 
 

(3) 農民組織の管理能力の強化 
土地劣化抑制・有効利用に係るプロジェクトの活動は、収入向上のための農民グループの

組織化支援も含まれており、これらの活動が女性グループなどの住民組織の管理能力向上に

つながった。 
 

(4) 国際的な財政支援の活用 
過酷な環境条件の下では、土地劣化抑制等の環境保全活動のための地域住民の経済的イン

センティブの利用には限界がある。世界的な気候変動により環境破壊が進められる中、この

ような課題に対しては、政府の支援だけでなく緑の気候基金（GCF）などの国際的な財政支

援を活用するべきである。 
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