
12 13

水
資
源

2 視察レポート

国際協力レポーター 2016国際協力レポーター 2016

写真 4

写真 5

井戸水を使う人々 各地に並ぶ給水塔 給水塔とASUFOR の人々。ディレクターのAliou BADIANEさんは、「修
理や維持なども自分たちで行う」と胸を張っていました

水資源1：タイバ・ンジャイ給水塔

水資源1 日本から受け継がれる市民主体の水道管理

タイバ・ンジャイ給水塔

Text：松下・芹沢

メンテナンスが行き届いた
給水塔内部！

無償
資金協力

水資源技術協力

プロジェクトが始まる前は、
どのような状況だったのですか？ 

▶安心して飲める水がない  
　セネガルでは、地方の農村部を中心に水道整備が遅れ
ていたことが課題になっていました。水道がない地域では
不衛生な井戸水が飲料水にも使われ、病気の原因に。また、
井戸水をくむのは主に子どもや女性の仕事であるため、教
育や労働の機会が失われる問題もありました。
▶ODAで農村部に安全な水を  
　日本は1979年から技術協力プロジェクトや無償資金協
力で、各住戸に水を届ける給水施設をセネガル農村部の
約120カ所以上に造り、50万人以上の人に安全な水を届
けています。完成から数十年経った場所では、改修などが
必要とされている施設もあります。
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▶政府が改善目標を掲げる
　状況をさらに改善するため政府は2005年、「水と衛生
のミレニアムプロジェクト」を開始。2015年までに、農
村部で約80％の人たちが安全な水を使えるようにすること
を目標にしました。2007年当時、国全体で安全な水を使
える人は約70％まで上がった一方、貧困率の高いタンバク
ンダ州では約30％と全国平均以下にとどまり、各家庭に
水を届けるための給水施設を作る必要があります。

どんなプロジェクトを行っていますか？ 

▶水を届ける設備を作り、管理方法を指導
　各住居に水を届けるための給水塔を新たに作り、状況に
応じて改修・整備・拡張をします。また、地域住民による
「水利用者管理組合（ASUFOR）」を作り、設備の完成後も
住民たちが自主的に、継続して運営できるよう指導します。

プロジェクトを終えて、
どのような変化があったのでしょうか？

▶住民の生活環境の向上に
　給水塔ができて水質が改善され、下痢や皮膚病などの
病気を減らすことができるようになりました。また、給水
塔によって水道ができたため、住民たちが井戸水をくみに
行く必要がなくなり、子どもたちは教育に、大人は他の労
働に使える時間が増えました。
▶管理組合が自立
　ASUFORを作ったことで、プロジェクトが終了してから
も住民が自分たちで運営管理できるようになりました。

視察して印象的だったことは？

▶管理意欲の高さに感銘
　ASUFORの組合員が、メンテナンスを行う技術者１名を
のぞいて、ボランティアで運営されていることには驚きま
した。現在の各組合員は、教師などの本業があるにも関
わらず「自分たちの地域のため、自分たちでやっていくのだ」
という意識が強く表れていました。
▶どんな組合員でもよい運営を
　自立した運営がなされている一方、万が一、運営に対す
る意識の低い住民が組合員になった場合、運営が難しく
なる可能性もあるように思えました。継続的に行うには、
誰が組合員になっても各自の意識を保てるよう、事業内容
や自立性を継承していく必要性や難しさがあるのでは、と
いう印象も受けました。

現在はどのような課題があるのでしょうか。 

▶水質改善やさらなる経済支援が必要
　給水塔は「建設すれば終わり」ではなく、人々の健康
管理にもつながる水の供給源です。作ってから数十年経つ
と、パイプなどの経年劣化があるにも関わらず、メンテナ
ンスが行き届かず、水質が悪化している地域もあります。
それを改善するには、修理費などの費用が必要です。小
規模な修繕費用は地域で積み立てることができますが、

ASUFORで対応できない大幅な設備交換が出てきた場合、
行政による対応が必要となるため、普段から行政との情
報共有や連携を円滑に行っていく必要があります。
▶自主管理から民間委託へ
　給水塔管理の民間委託への移行が取り組まれています。
今回視察で訪れた組合は運営機能が果たされていました
が、地域により組合による管理ができていない地域もある
からです。民間委託になることで、より質の高いサービス
提供が期待される反面、水道料金が値上がりし、住民へ
の負担が強いられる恐れがあります。

【 概   要 】
スキーム／分野： 無償資金／水資源
 「地方給水施設拡充計画」

協力機関： 水利省

協力金額：  5.85億円
対象地域： ティエス州、タンバクンダ州など6サイト
交換公文締結年：  1997年

【 概   要 】
スキーム／分野： 技術協力プロジェクト／水資源
 「安全な水とコミュニティ活動支援プロジェクト」

協力機関： セネガル農業･水利省維持管理局

協力金額： 約6.53億円
対象地域： ティエス、ルーガ、サンルイ、マタム、

 タンバクンダ地域の25サイト
協力期間：  2003年1月～ 2006年1月

地方給水施設拡充計画
安全な水とコミュニティ活動支援プロジェクト
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「水道水が白く濁ってしまい、家畜の糞尿が入り混じる不衛生
な井戸水を使う人が増えた」と話す籐本隊員

行政の職員は、籐本隊員に代わり、講習会で説明していました

首都ダカールを取り囲む大西洋。都市部では人口増加で水の利用者が増え
ているため、海水を淡水に変えるJICAの有償資金協力新規プロジェクト「マ
メル海水淡水化事業」も始まります

講習会では、衛生啓発員の女性たちが熱心に浄水剤の使い方を聞いていま
した

藤本隊員が書いたポスター。浄水剤を入れる容器も清潔にしてお
くなど、注意事項が説明されています

2 視察レポート 未来をつくる、日本をつくる、国際協力水資源2：ンベラカジャオ保健ポスト

清潔な水を市民に届ける、青年海外協力隊の挑戦

ンベラカジャオ保健ポスト

Text：磯部

青年海外協力隊 水資源

コミュニティ開発（青年海外協力隊）
青年海外協力隊員：籐本顕允さん
活動拠点： ファティック州水維持管理センター

どのような変化が見られていますか？

▶衛生啓発員や行政が進んで参加
　籐本隊員は、衛生啓発員を通して浄水剤を村の住民に
販売することで、衛生啓発員の収入になるような工夫もし
ています。これにより、衛生啓発員の講習会への積極的
な参加につながり、徐々に浄水剤の利用が村に広まって
います。また、隊員の帰国後も活動が続くよう、行政の
職員も一緒に取り組み、地域への理解を深めています。

視察して印象的だったことは？

▶熱心な衛生啓発員の姿に感動
　水維持管理センターで、衛生啓発員の講習会を視察し
ました。衛生啓発員は各地の村から選ばれた責任感を持
ち、一人一人がとても真剣。水の衛生に強い関心を持って
いる様子をうかがえました。
▶隊員の行動力に感心
　籐本隊員は当初、ASUFORの運営支援のために派遣さ
れましたが、現地で調査をすると要請時と比較しASUFOR

の運営管理は既に軌道に乗り始めており、他に優先すべ
き課題が多くあることがわかりました。そこで、当初の要

どのような経緯で始まったのですか？ 

▶安全な水をより多くの人に  
　セネガルの農村部では、井戸や川の水に頼らざるを得な
い生活を送ってきたため、日本は1979年以来、給水施設
を整備してきました。2003～2010年、JICAは「安全な
水とコミュニティ活動支援計画」プロジェクトを進め、地
域住民による水利用者管理組合（ASUFOR）の運営を支
えました（P12-13参照）。しかし、地域住民の理解不足や、
行政機関の人手不足などの課題がありました。そこで現地
当局から、地域住民に安全な水の利用を促し、管理組合
の運営を助ける人材が要請されました。

青年海外協力隊の活動は？ 

▶浄水剤で「おいしい水」を飲めるように
　派遣された籐本顕允隊員は、まず、地域の水に対する
課題を住民に聞き取りました。その結果、住民のニーズ
は「おいしく安全な水が飲みたい」であり、問題は給水
施設の老朽化による水質の低下でした。籐本隊員は改善
策として、給水施設の修繕、浄水器の導入、井戸水の塩
素消毒などの方法を検討した結果、コストと効果のバラン
スがいい「井戸水に浄水剤を入れる」方法の導入を決め
ました。各村から任命された衛生啓発員の女性たちを対象
とした講習会を開き、村の住民たちに浄水剤を広める活
動を進めています。

請を踏まえたさらなる課題解決のため、住民のニーズを把
握し、解決策を探るなど自力で活動を展開していきました。
こうした過程を聞き、協力隊員のフットワークの良さを感
じました。

この先、どんな課題があるのでしょうか？ 

▶求められる住民主体の運営
　活動地域では、「おいしく安全な水」を飲むために、籐
本隊員の勧める浄水剤を住民自ら取り入れていくなど、活
動の継続性が求められます。隊員の帰国後は、村の衛生
啓発員が中心となり、安全な水を取り入れることの重要性
などの理解を住民に広めることが必要とされます。
▶形を変える水衛生
　国内全体では、給水施設の運営管理に民間企業の参
入が決まっているほか、中国が2017年からセネガル全土
に約250基の給水施設を建設することが決まっています。
日本の指導のもと、住民主体で行う安全な水の運営管理
には大きな変化が予想されますが、今後JICAでは課題の
把握を行いながら、他の国の支援機関や民間企業との連
携をとり、持続可能な水衛生に取り組む姿勢です。

【 概   要 】
スキーム（分野）： 青年海外協力隊（計画・行政）
協力機関： ファティック州水維持管理センター

協力金額： －

対象地域： ファティック州ファティック市

協力期間：  2015年1月～ 2017年1月



どんな背景のもと、始まったのですか？ 

▶安全な出産を病院で
　セネガルでは、妊産婦死亡率は出生10万件につき392

件、新生児死亡率は出生1000 件につき29件（セネガル
人口保健調査EDS2010-011より）と、妊娠や出産で亡くな
る母子が多い問題を抱えています。これには、セネガルの
女性たちにとって、「病院は臭く汚い」「健診の待ち時間が
長い」などのイメージがあり、医師や看護師、助産師の
立ち合いで出産する人が少ないことが背景にありました。

どんな活動をしていますか？ 

▶通いたくなるような病院作り
　JICAでは、2009年から2つの州（タンバグンダ州とケドゥ
グ州）で安全にお産をできるようプロジェクトを進めてき
ました。この成果を受け、全国に広げようと2012年から
技術協力をスタート。JICA専門家のアドバイスのもと、病
院の職員が中心になり、妊婦さんが検診や出産のために
通いたくなるような病院作りをしています。

どんな成果があるのでしょうか？

▶妊婦さんの意見を第一に
　このプロジェクトでは、病院のイメージを変えようと、「人
間的なお産」ができるよう、施設内をきれいにしたり病院
の待ち時間を短くしたりするような工夫を取り入れました。
出産時は、妊婦さんの意見を第一に、夫や家族が付き添
えるようにし、出産時の姿勢を選べるようにしています。
今では、地域全体にプロジェクトへの理解が広がり、家
族の意識にも変化がみられるようになりました。

視察ではどんなことが印象的でしたか？ 

▶妊婦さんの意見を第一に
　妊婦さんや家族の意見を取り入れ、施設内でよりよいサー
ビスを提供しようする職員さんたちの姿勢が印象的でした。
出産後の女性たちからは「家庭的な雰囲気の中で出産で
きたことがありがたい」などの意見もありました。また、
施設では夫をはじめ男性の姿が多く見られ、家族が病院で
の妊娠、出産に協力的である様子がさらに印象的でした。

この先、どんな課題があるのでしょうか？

▶増える利用者への対応を
　診察室を増やしたり広くするため、壁を取り払ったり、
事務室を変えたりしていましたが、まだ十分ではない問題
があります。また、セネガルの男性は、女性の安心感を
高めるために出産に付き添う男性も増えてきたようですが、
日本で「イクメン」という言葉が認識されているような状
況ではなく、男性を巻き込んでの育児支援は難しいことが
挙げられています。水
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赤ちゃんとお母さん

妊婦さんの意見を取り入れられるように設置した意見箱

待ち時間を減らすために作られた窓口 健診室の数は１つから４つに増やし、待ち時間を減らしていました

母と子の待合室には、ファンやテレビが置かれていました

助産師さんはできる限り自分たちで施設を改善できるよう、熱心に取り組ん
でいました

施設の入口

未来をつくる、日本をつくる、国際協力保健・教育1：ガスパール・カマラ保健センター

ガスパール・カマラ
保健センター

Text：諸岡・宮田

保健・教育 1 日本が伝える「人間的なお産」で、新たな生命に安心を

母子保健サービス改善プロジェクト　
フェーズ2
JICA専門家：チーフアドバイザー　後藤美穂さん

【 概   要 】
スキーム／分野： 技術協力／保健医療
協力機関： セネガル保健・社会活動省

協力金額：  3.3億円（日本側）
対象地域： セネガル全土

協力期間：  2012年11月～ 2017年11月

保健医療技術協力



日本人の先生とのハーモニーが、生徒の心を豊かに

教育青年海外協力隊

保健・教育 2

視察レポート2 保健・教育2：カオラック市内 Sérigne Aliou Cissé小学校

　セネガルの小学校では、各学年の終わりに進級試験や卒
業試験があります。不合格の場合は落第し、同じ学年をやり
直します。中には、家庭の仕事を手伝ったりするうちに学校
に行けなくなり、進級試験に落ちてしまう人もいます。そのよ
うな問題をなくすため、JICAでは、音楽や図工だけでなく、
理数科目など基礎学習を高める活動もしています。

フランス語の「手洗いの歌」や、日本語の「上を向いて歩こう」などを披露し
てくれた子どもたち

教育委員会の職員や校長先生たちが、前田隊員の指導に感謝の気持ちを表
していました

前田隊員が作った活動のポスター。先生たちにも指導をつなげています

フランス語の歌を指導する前田隊員。ピアニカで伴奏しています

カオラックの小学3年生の子どもたち。カメラを向けると笑顔で迎えてくれます

さまざまな年齢の１クラス

保
健
・
教
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Text：浅川

カオラック市内 
Sérigne Aliou Cissé小学校

皆さんが大切に使ったピアニカやリコーダーを、
途上国で再活躍させることができるかもしれません。
p.39「世界の笑顔のために」を見てください。
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小学校教育（青年海外協力隊）
青年海外協力隊員：前田藍莉さん
校長先生：Sanokho Khady Mbaye Gueyeさん
セネガル側担当者：教育委員会  Diaw Dameさん
活動拠点： カオラック市内小学校

【 概   要 】
スキーム（分野）： 青年海外協力隊（人的資源）
協力機関： カオラック市教育委員会

協力金額：  －
対象地域： カオラック州カオラック県カオラック市

協力期間：  2015年6月～ 2017年7月

どのような背景があって
始めたのですか？ 

▶小学校での教育内容の充実に
　セネガルの小学校の就学率は約90％にまで上がりまし
たが、卒業試験に合格して修了できる子どもたちは約

70％にとどまっています。そのため、授業は卒業試験の
科目であるフランス語や算数などが中心です。JICAでは、
この地域に青年海外協力隊を派遣し、図工、体育、音楽
などの情操教育を取り入れ、教育の質を高める活動を行っ
てきました。

青年海外協力隊員は
どんな活動をしていますか？ 

▶歌を通じて単語や習慣を教える
　青年海外協力隊の前田藍莉隊員（小学校教育）が、
カオラック市内３つの小学校をまわり、音楽や体育を中
心に子どもたちに教えています。フランス語を学び始めた
ばかりの低学年には、歌を通じてフランス語の単語や手
洗いなどの生活習慣を教える目的もあります。隊員の帰
国後も継続できるように、先生たちにピアニカの伴奏を
指導したりもしています。

視察で印象的だったことは？

　前田隊員が指導する3年生（1クラス55人）の音楽の
授業を約20分見学しました。子どもたちがみんなそろって
元気よく歌っていたのが印象的でした。黒板には「ドレミ
ファソラシド」を表す音階が貼られ、音階を当てるクイズ
もしていました。もともと、楽譜の概念がない地で子ども
たちが音楽を理解するには、隊員のさまざまな苦労があっ
たのではと想像できました。

どんな変化が見られるように
なったのでしょうか？ 

▶表現力を高めるように
　校長先生は「音楽を学んだ子どもたちが、表現豊かに
なった」と話します。前田隊員は「最初のころ、先生た
ちはフランス語や算数の時間を削ってまで音楽の授業を導
入することに抵抗あるようでしたが、昼食を一緒にとった
りしてコミュニケーションをとるうちに、先生たちもピアニ
カを伴奏するなど快く受け入れてくれるようなりました」と
言います。

この先、どんな課題がありますか？

▶継続して指導できるように
　現地では、楽器や図工の道具など、使える教材に限り
があります。その中で、隊員は、自分の帰国後も現地の
先生たちが継続して取り組めることを考えるのに苦労して
いるようでした。JICAセネガル事務所では、「情操教育が
専門科目としてカリキュラムにあり、専門的な指導を取り
入れやすい中学校や情操教育に時間を割きやすい幼稚園
で、情操教育に注力していきたい」としています。
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視察レポート2 未来をつくる、日本をつくる、国際協力保健・教育3：ファティック州教員研修センター

完成予想図の前で施設の説明をする、毛利建築設計事務所の堀井国雄さん

日本の方式で、黒板に作業状況を記入していました

安全面に気を使って作業を進める現地の作業員

「お金さえあれば、自分たちでできます！」Cheikhさん

2017年5月の完成をめざす建設現場。現地の建築業界で一般的なフランス式の建
築工法を使い、資材なども現地調達することで、国内でまかなえる活動を支えます

建設中の教員研修センター

Text：河原

保健・教育 3

ファティック州教員研修センター
整備計画
JICA専門家：毛利建築設計事務所  堀井国雄さん、
　　　　　　　日本国際協力システム（JICS）   新村正秀さん 
セネガル側担当者：セネガル教育省  Fall Cheikhさん

日本式の安全第一の建設現場が、教師への教育の礎に

ファティック州
教員研修センター

【 概   要 】
スキーム／分野： 無償資金協力／教育
協力機関： セネガル国民教育省企画改革局

協力金額：  6.42億円
対象地域： ファティック州ファティック市

協力期間：  2014年3月～ 2017年5月（予定）

教育無償資金協力

なぜ整備する必要があるのですか？ 

▶教員資格のある先生が足りない
　セネガルの小学校への総就学率は、2000年は67.2％、

2011年は93.9％と大幅に上がりました。学校に通う生徒
の数が急増したため、先生の数が間に合わず、十分な教
育を受けた先生を確保することには課題があります。学校
側は先生の数が足りない場合の臨時の対応策として、正
規の資格を持っていない場合でも受け入れることがありま
す。そのため、生徒への教育の質の低下が心配されてい
ます。
▶施設や機材の整備に課題
　現在、先生をめざす人や、現場の先生の研修機関であ
る「ファティック州教員養成研修センター（CRFPE）」は
州の関連施設が使われ、管理棟、教官室、教室の3施設
が離れています。これではコストがかかり、運営も非効率。
さらに、必要最低限の施設や機材が不十分だという深刻
な問題もあるため、新たに作る必要がありました。

どのように進められますか？

▶施設を建設し機材も整備
　日本人技術者の指導のもと、現地の建築会社が建物を
作ります。完成後、研修用機材を提供することもプロジェ
クトの一環。これにより、ファティック州で新しい先生の
養成と、現場の先生たちの研修環境の改善を図ります。
質の高い教育を受けた先生を養成することで、生徒への
教育の質を高めることも目指しています。

日本の指導でどのような変化が
見られますか？

▶厳しい管理が作業員の学びに
　毛利建築設計事務所の堀井国雄さんは、建設現場にい
る現地の従業員について、「ヘルメットをかぶり、安全の
ために長靴を履いています。さらに、しっかりした足場を
作り、現場をきれいに保っています。10年前にはなかっ
た姿です」と評価しています。また、セネガル教育省の

Fall Cheikhさんは、「日本の管理の厳しさは現場の学びに
なる」と、刺激を受けた様子を話していました。

視察ではどのようなことが
印象的でしたか？ 

▶施設の質を高め、意識も改善
　建設現場への協力を通じて、日本のノウハウを生かした
質の高い施設が作られるというハード面での変化がみられ
ました。同時に、安全への意識や仕事の頑張りといった
ソフト面への変化もみられたことが印象的でした。
▶やる気や技術力は十分に
　「お金さえあれば、セネガルの建築業者だけでも施設の
建設は（技術的に）可能」とCheikhさん。資金の問題を
解決できれば、協力機関に頼らず自分たちの力だけで技術
を高め、国を発展させていけるのではないか、と感じまし
た。

今後、どのような課題が
考えられるでしょうか？

▶長期的な管理運営が必要
　2017年に建物が完成し、施設への機材の供与が終わっ
た後は、セネガル政府が運営します。充実した施設の中で、
いかに効果的な管理運営を行い、質の高い先生を育てて
いくか、政府の手腕が問われます。
▶資金面に課題
　セネガル国内の教員養成研修センターにおける一番の
課題は、建設資金です。他の州でも、多くの研修センター
や高等教育機関で、世界銀行やUSAIDなど協力機関の支
援による建設が進みます。国内での資金調達には、まだ
高いハードルがあるようです。
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視察レポート2 未来をつくる、日本をつくる、国際協力保健・教育4：セネガル日本職業訓練センター（CFPT）

床も機材も、きれいに手入れされていました日本機材について説明する実習長のMassael Kebeさん社会に出てすぐに使える最新機材を取り入れた施設内手入れの行き届いたセンター中庭

Text：村上・加藤

保健・教育4

セネガル職業訓練センター建設計画
セネガル職業訓練センター拡充計画
日本セネガル職業訓練センタープロジェクト
セネガル日本職業訓練センター機能強化プロジェクト
JICA事業担当者：JICAセネガル事務所 岩田守雄さん 
セネガル側担当者：実習長  Massael Kebeさん

本格的な日本機器が育む、西アフリカの未来の技術

セネガル日本職業訓練センター
（CFPT）

【 概   要 】
スキーム／分野： 無償資金協力・技術協力／教育
 「セネガル日本職業訓練センター機能強化プロジェクト」

協力機関： セネガル日本職業訓練センター

協力金額：  2億円
対象地域： ダカール

対象期間：  2014年3月～ 2017年5月（予定）

無償
資金協力

教育技術協力

どのような背景で始まったのでしょうか？ 

▶将来を担う中級技術者を育てるため
　1980年代、当時のセネガル政府は国内産業を農業中心
から工業への転換を望んでいましたが、国内ではそれを担
うための技術者が圧倒的に不足していました。セネガル政
府の要請を受けた日本は、1984年に無償資金協力により、
セネガル日本職業訓練センター（CFPT）を作りました。
完成後、日本は中級技術者向けに4コース（電気技術・
電子工学・電子機械・自動車整備）を開き、センターの
運営や指導官を育てるための技術指導、カリキュラム作成
などの技術協力を行ってきました。
▶上級技術者も指導するように
　時代の変化とともに、1999年には上級技術者向け3部
門（情報処理、自動工学、電子機械）を開設。2012年
にはさらに、上級技術者資格、重機保守・建築設備保
守の２部門を設けました。現在、セネガル国内だけでなく、

フランス語圏中西部アフリカ諸国全体の主要な職業訓練
機関として機能しています。

今回のプロジェクトは
どのような内容ですか？

▶新しい学科を作り、上級技術者を育てる
　視察時の2016年、CFPTは設立から32年経過しました。
今回の事業は、2011年から4年間の機能強化プロジェク
トとして行われました。新たに無償資金協力で、自動車
整備学科を改編し重機保守科に、電子科を改編して建築
設備保守科にするなど、周辺諸国にはない新学科を整備
しました。持続可能な運営に向けた能力強化を目的に、
上級技術者免状取得コースの運営支援なども行っていま
す。

どのような変化が見られているのでしょうか。

▶卒業生たちが周辺諸国で活躍
　現在、CFPT卒業生の就職率は80％以上を誇ります。こ
れまでの卒業生は累計2,500人を超えました。夜間コースも
開設して社会人も受講できるようにし、多くの卒業生たちが、
セネガルや周辺国の産業界で技術者として活躍しています。
▶指導者を育てる場としても機能
　経営者や指導者の人づくりに対する意識は大変高く、周
辺諸国に対しても影響力の大きな職業訓練機関に発展しま
した。現在までに16カ国からの指導員約300人を研修生とし
て受け入れ、日本のODA事業の一環として第三国研修を実
施しています。2015年「TICAD産業人材育成センター」に
選定され、今後ますます周辺国への貢献が期待されています。

視察先では、
どのような内容が印象的でしたか？ 

▶充実した学習機材
　日本の工業高等専門学校に匹敵する充実した学習機材
が設置され、恵まれた環境と講師陣による技術指導が行
われていました。
▶きちんと清掃された施設内
　日本人講師がいなくなった今でも施設内は「5S（整理・整
頓・清掃・清潔・しつけ）」が徹底され、清掃が行き届いて
いました。日本企業の体制を取り入れて管理状況が保たれ、
センターの管理指導が大変しっかりしていると感じました。
▶指導「される側」から「する側」へ
　これまでセネガルは、日本からのODA支援に頼り、指
導される側でした。センター設立から30年以上の経営経
験や蓄積された指導者側のノウハウは、同センターで行っ
ているマリやコンゴ民主共和国など周辺諸国への第三国
専門家派遣として、人材育成事業に役立てられています。
自主運営の資金を得るため、事業拡大の努力を行ってい

ることが大変印象的でした。
▶きちんと清掃された施設内
　入学希望者は、全国にある6つの職業訓練校の生徒約

1,000名の中から試験により選別され、就学意欲の高い
訓練生が集まってきています。夜間授業コースの開講日
だった視察日、校内に集まって来た訓練生たちは進んで挨
拶してくれ、教育が行き届いていると感じました。

この先、どのような課題があるのでしょうか。

▶日本企業とのマッチングを
　学習機材には日本企業の機械が導入されていますが、日
本企業との技術指導・研修などの協力体制には至っていま
せん。CFPTは、セネガルへ進出する日本企業があれば修
了生を紹介するなど、就業マッチングの点では今後さらに
重要な役割を問われると思います。 日本企業には“最後の
フロンティア”と言われるアフリカへの進出を検討していた
だき、フランス語圏という言葉のハードルはあっても、その
経済成長が日本にもたらす効果を考えていただきたいです。
▶管理や運営を強化
　センターの自立的な運営のため、実習長のMassael 

Kebeさんから「経営のマネージメントを強化し、修了生が
就職に直結できるようにするなど、運営システムを強化す
る必要がある」という話がありました。修了生の活躍によ
り、的確な運営が今後の企業誘致を展開する足がかりと
なっていくと考えられます。日本の中小企業誘致も含め、
産業界との連携が図られることを期待したいです。
▶インターンシップなどを取り入れては
　修了時点での就職率は平均80％程度と、まだまだ上を
目指せる余地があります。Kebeさんは「それは卒業後半
年から1年をかけて就職するのが普通であるため」と説明
していましたが、技術は使わないと1年もあれば低下して
しまいます。インターンシップ等、就業マッチングの取り
組みが必要ではないかと感じました。
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視察レポート2 未来をつくる、日本をつくる、国際協力水産・農業1：ンブール認証水揚施設

セネガルの水産業の9割は零細企業。海岸では、木製のボートで水揚げして
いました

漁業関係者が水揚げした魚を見せて
くれました

新鮮なタコに傷をつけず水揚げでき
るようになるほか、漁業認証ラベル
ができています
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セネガル経済に貢献する水産物のバリューチェーン開発

完成直後の水揚げ場。輸出用の魚
が水揚げされる場所になります

水揚げされた魚の一時保管場所を見
学。温度管理のためエアコンやビ
ニールカーテンがつけられています

水道は、衛生面を考え、手を使わず
に足で水を出します

新しく作られた施設を前に、漁業組
合の代表者たちは水産業のさらなる
発展への期待を寄せていました

②高い品質が求められる輸出市場への拡大

市場の
要求条件を
満たす

加工技術の
向上

水産物の
鮮度・
品質・
衛生管理

水揚げ施設
の整備・
適切な使用

水産資源の
持続性確保

販路の
開拓・拡大

加工流通水揚漁獲 販売

③水産業での雇用拡大①国内流通水産品の高品質化

Text：赤木

水産・農業 1 女性の活躍を後押しする、安全な魚の取り引き現場

ンブール認証水揚施設
【 概   要 】
スキーム／分野： 技術協力／水産
協力機関： セネガル漁業・海洋経済省　

 調査計画室／水産局／企業水産加工局

協力金額： 約4.2億円
対象地域： ティエス州ンブール県

協力期間：  2014年3月～ 2017年11月

水産技術協力

バリューチェーン開発による
水産資源共同管理促進計画策定
プロジェクト（PROCOVAL）
JICA専門家：OAFIC  荻野芳一さん
現地担当者：ンブール水産支所長（Chef de poste）
　　　　　　サバリーさん

▶新鮮な魚でブランド化に
　その他にも、日本の協力によって、活きのいいタコを無
傷のまま水揚げできるようになったり、西アフリカ初の持
続的漁業認証ラベルができたりと、成果がでてきています。

視察でどのようなことが印象的でしたか？ 

▶若者が支える水産業
　日本は漁業の高齢化が進んでいますが、セネガルでは
水産業が重労働であるため、若者が主流となっています。
「一攫千金を狙ってギャンブル的な発想で従事している若
者もいる」と言います。
▶タコの輸出を強化
　セネガルではタコの値段が高いこともあり、セネガル人
はタコを食べる習慣はなく、調理法も知りません。そのた
め、セネガル人はできるだけ多くのタコを輸出して利益を
上げたいと考えています。（ヤボイ＝イワシ3匹：100CFA、
タコ一杯：3000CFA）
▶日本との結びつきを実感
　日本の技術協力はセネガルの水産業と日本の食卓を共
に豊かにするもので、セネガルと日本は相互協力の関係に
ありました。

プロジェクトが始まる前、
どのような動きがあったのですか？ 

▶水産業で国が発展
　水産業はセネガルの重要産業の一つで、「貧困削減」「雇
用創出」「食料安全保障」「経済成長」に貢献しています。
水揚げされた魚は、国内で食べられるほか、近隣の国々
に燻製などの加工品として輸出されます。欧州・日本へは
タコ、イカ、高級魚などが輸出されています。
▶政府と漁民が共同で魚を管理
　セネガルの水産業への日本の協力は1976年に始まり、
漁獲能力を高める支援が行われてきました。近年は、人口
が増えて漁獲量も増えたことで、輸出用の漁獲量の減少
や魚の小型化など資源管理の問題が出てきました。そこ
で、日本は2003年、漁民と政府が一緒になった共同管
理（禁漁や産卵場所の確保）を指導。2009年から「漁
民リーダーの育成・零細漁業組織強化プロジェクト

（COGEPAS）」が始まり、対象地域の資源管理の方法を
全国に広げられるよう活動をしています。

どんな活動をしていますか？

▶水産業の流通を整える計画作り
　魚の水揚げから販売まで、すべての段階（バリューチェー
ン）に付加価値をつけ、品質を高めるため、管理体制を
整える計画を作ります。具体的には、
①欧州および国内市場向けの高級鮮魚の品質改善のため
　に新たな施設を整備
②日本市場向けタコの品質改善
③EU基準に対応した認証水揚げ場の整備
④独自ラベルの整備によるセネガル産水産物のブランド化
などが実施されています。

どんな変化が見られるようになりましたか？

▶行政と漁民が歩み寄るように
　日本の水産業の特色を生かし、漁民などの漁業従事者
と行政が共同で管理する方法を取り入れたことで、関係者
が話し合う姿勢が生まれました（それまで伝統的に、話し
合う習慣がありませんでした）。
▶漁民の声を反映したルール作り
　行政の指導によるトップダウンではなく、漁民が自分た
ちの漁村の課題を話し合い、自ら解決方法を決めて守る
というボトムアップの管理方法が大切にされています。漁
民の声で生まれたルールを行政が法律にする仕組みは、
漁業関係者の意識を高めています。

この先、どんな課題が考えられるでしょうか？ 

▶民間企業は「要望を伝えて」
　国外市場への輸出拡大に向けて、民間企業との連携が
ますます重要になっています。ンブール市の水産支所長の
サバリーさんは、タコを例に「現場の漁民は輸入国側の求
めていることが分からないから、買う側のニーズを伝えて
ほしい」と話していました。日本企業が要望した品質改善
内容は「氷の中にタコを直接入れるのではなく、タコをビ
ニールに入れて冷凍することで真水に接触しないようにし
てほしい」というものでした。セネガル人は改善にとても前
向きです。買う側が具体的なニーズを伝え、改善方法を
現場で一緒に考えて実践することの必要性を感じました。



チェブジェン（魚ご飯）はセネガルの代表的料理 活気あふれる施設内 広い市場で目立つカラフルな衣装から、女性が多いことがひと目でわかります

「カマボコ！」　ASFEM代表のAwa Dialloさん。働く女性の味方です

駐車場でも売買が…
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Text：小澤（中村）

ダカール中央卸売魚市場

ダカール中央卸売魚市場建設
ダカール中央卸売魚市場拡充計画
JICA専門家：水産行政アドバイザー 池田誠さん
セネガル側担当者：ASFEM代表 Awa Dialloさん

【 概   要 】
スキーム／分野： 無償資金協力／水産
協力機関： 漁業・海運省水産局（当時）　

 ダカール中央卸売魚市場

協力金額：  12.05億円（1989年度）、
  7.28億円（1997年度）
対象地域： ダカール首都圏

協力期間：  1989年度、1997年度

海洋国日本の経験を、セネガル水産業の仕組み作りに

役割を担っています。今回訪問したダカールの魚市場では、
集まる人の80％は女性だと言われます。魚市場で働く女
性の割合に関し、日本の市場との違いを感じました。
▶働く女性が集う施設も
　日本の草の根無償資金協力で2004年に建設された「女
性の家」も視察しました。ここは、市場で働く約400人
が所属する女性組織ASFEMが、集会、憩いの場、訓練
施設として利用しています。起業に必要な資金を小規模に
貸し出すマイクロファイナンス事業や、魚料理店舗の経営、
料理教室などを行うほか、託児所のような機能も備えてい
ます。料理教室では、以前、魚を使った日本料理の講習
会も行われました。ASFEM代表のAwa Dialloさんから「カ
マボコ！」という日本語が出てきたときには、驚きと同時
に嬉しさを覚えました。

この先、どのような課題があるのでしょうか？

▶運営管理と資金問題のバランス
　近年、水産業への新規参入者が増えています。駐車場
として整備された場所にまで取引が広がるのを目にし、運
営管理の難しさを感じました。この問題を解決するには、
動線の整備、施設の拡張が必要とされますが、資金の問
題もあり、これからの課題と言えます。

どんな変化が見られるようになりましたか？

▶取引しやすい売り場に
　市場内の売り場が整備され、大型魚、加工品、甲殻類、
小型魚と分類されたことによって、買い手が求める水産物
を探しやすく、比較もしやすくなりました。そのため、業
者間の競争原理から、品質向上や価格競争も生じるよう
になりました。
▶品質が改善
　以前は、床や土の上に直接魚を置いて販売していました
が、日本からの供与で販売用パレットが導入されたことに
より、鮮魚の衛生面、品質面での改善が図られました。
また、製氷機を設けたことで、市場内の氷の需要をまか
なえるようにもなりました。衛生検査機材は水産物検査に
活用され、品質の悪い魚が市場に出回るのを防ぐ役割を
担っています。
▶水産業関係者の意識を高める
　セネガルの水産業関係者にとって、以前は屋根や床の
ない市場での魚取引が一般的でした。ダカール中央卸売
魚市場の整備をきっかけに、衛生的な施設で品質管理の
行き届いた商品を扱うようにする意識が向上しました。

視察でどんなことが印象的でしたか？ 

▶活気あふれる市場内
　市場内の取引場や衛生検査室を視察し、市場全体に非
常に活気があり、セネガルにおける主要産業としての水産
業の発達を感じられました（年間の水産物取扱量：約4

万トン、1日の利用者：約8,500人）。
▶女性の活躍に驚き
　市場の上階から見渡すと、カラフルな衣装をまとった女
性が多いことに驚きました。セネガルはじめ、西アフリカ
地域の水産業では、特に加工・販売分野で女性が重要な

どうして始めたのですか？ 

▶国を支える水産業
　セネガルは西アフリカで最も漁業の活発な国。国内で
消費される魚介類はほぼ100％国内で賄われています。ま
た、日常の食事でも魚料理を好み、セネガル国民が摂取
する動物性たんぱく質の約70％は水産物です。全就業人
口の17％が何らかの形で水産業に携わっています。
▶市場の広さ、衛生面、交通渋滞に課題
　ダカール首都圏には、もともと多くの公設市場がありま
した。そのうち、グエル・タぺ市場が卸売機能を果たして
いましたが、人口の増加で取扱量が増えたため、既存の
市場が手狭になりました。また、市場の利用者増加によ
り衛生状態の悪化や周辺の交通渋滞など、多くの問題も
抱えるようになりました。

日本の協力はいつから始まっていますか？

▶新しい市場の誕生と課題
　1989年、新鮮で衛生的な水産物を流通できるようにと、
日本の無償資金協力でダカール魚市場が作られ、販売用
パレット・荷車・衛生検査のための機材などが提供され
ました。開設当時は、卸売業者と小売業者のやりとりの
場でしたが、仲介する仲卸業者が自然に発生。これにより、
取扱量が増えて市場が手狭になったほか、品物や車が入
り乱れるなどの混乱を生じるようになりました。さらに、
施設誕生から5年が経ち、床が壊れたり製氷・冷蔵施設
が不足したりするなどの問題も生じてきました。
▶施設の改修にも協力
　1997年、再び日本の無償資金協力で、市場の床や製
氷施設・衛生検査室の改修、仲卸店舗や駐車場、構内
道路などの増設が行われました。その後も、2004年と

2014年に、日本の協力で製氷機・冷蔵庫の修理修復が
行われています。
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視察レポート2 未来をつくる、日本をつくる、国際協力水産・農業3：カオラック州ンドラム・エスカル地区中核農家圃場

どのような課題のもと、始まったのですか？ 

▶主食の低い自給率と生産性
　セネガルの主食は米で、国民一人当たりの年間消費量
は約60~80kgです。日本を超える米消費大国ですが、大
半を輸入米に頼り、自給率は37％にとどまっています。
また、人口の約70％が農家ですが、GDP全体に占める農
業生産の割合は13％と低く、生産力を高めることが課題
となっています。
▶自然の恵みを生かした稲作へ
　セネガル政府や各家庭にとって、割高な輸入米を買う負
担が大きいため、国産米を増やすことが急がれています。
日本は2010～ 2014年、セネガル川流域の豊富な水資源
を利用した灌漑稲作プロジェクトを実施。国内には河川が
なく灌漑ができない地域もあるため、国全体の生産量を
高めようと、雨季を利用した雨水だけを使う天水稲作を支
援する取り組みを始めました。

どんな活動を進めていますか？

▶地域に適した品種の栽培指導
　地元の農家の人たちが安定して米作りができるよう、稲
作の技術指導をします。具体的には、地域の特性に合わ
せ、6～10月の雨季で短期収穫できる極早生・早生品種
を導入し、その中でより収穫できるよう品種の比較を行なっ
ています。加えて、地元の技術普及員や中核農家（農家
グループの中から選ばれたリーダー）に指導し、彼らから
一般農家へ稲作技術を広める活動をしています。

どのような変化が見られていますか？

▶収穫量が大幅にアップ
　中核農家のNiangさんは、「研修や技術普及員からの指
導で知識を得たことで、米の生産量を大幅に増やすこと
ができるようになった」と喜んでいました。プロジェクトを
普及員と中核農家が共同で進め、信頼関係も生まれてい
るようでした。
▶男性も稲作に意欲的に
　対象地域の稲作は伝統的に女性が主な担い手となって
きましたが、収穫量が増えたことで栽培に挑戦意欲を持
つ男性が増え、今後の発展が期待されます。2016年度
には、対象地域54の中核農家が活躍し、中核農家から
一般農家へ技術も広がり始めています。

視察先でどのようなことが印象的でしたか？

▶音楽とダンスで大歓迎
　現場に到着すると、農家の女性や子どもたちから音楽と
ダンスの歓迎を受けました。中核農家だけでなく一般農家
も、日本の協力にプラスの評価をしていると実感しました。
▶現地の普及員や農家から伝わる強い思い
　現地の農家では、品種を比較して適切な品種を選ぶほ
か、米に加え野菜まで栽培するなど、栽培に熱心な様子
がうかがえました。普及員の方が英語で通訳をしてくれた
おかげで、熱い思いがより深く伝わりました。
▶日本ならではの協力
　各国の援助機関（ドナー）が集まるドナー会議では、
協力分野の担当について話し合われます。稲作関連では、
日本以外のドナーが土地などのハード面を整備し、日本は
栽培技術の指導や、施設の維持管理など、ソフト面を担
当しました。他のドナーとの連携で、日本ならではの強み
が着実に成果を上げ、評価されていました。

今後どのような課題が考えられるでしょうか？ 

▶気象条件に負けず安定した収穫を
　雨水を使って雨季に行う天水稲作は、年によって雨量
等の栽培条件が変化するため、生産量が安定しにくいの
が課題です。まずは対象3州で着実にプロジェクトを進め
て収穫量を伸ばし、今後さらにセネガル全土へと取り組み
を広めていくことが期待されます。
▶機械の導入や野菜の栽培も
　生産者側からは、「籾摺り機を借りるために遠方まで行
く必要があり、機械が不足している」という声や、「乾季
の野菜作りも指導してほしい」などの要望もあがっていま
した。意欲ある生産者の期待に応えるため、どのように
環境を整えるか、課題となっています。

「10倍に増えました！」Niangさん「実際は2倍ぐらいだけどね（笑）」山本さん 音楽とダンスで歓迎

品種を比較する看板

稲作の現場では、トマトなどの野菜までも栽培していました

セネガルの主食は米。肉や魚と一緒に食べます どこまでも広がる稲作現場

Text：芹沢・浅井

水産・農業 3

天水稲作持続的生産
支援プロジェクト
 JICA専門家：レックスインターナショナル  山本克幸さん
セネガル側担当者：中核農家  Niangさん

カオラック州
ンドラム・エスカル地区
中核農家圃場

【 概   要 】
スキーム／分野： 技術協力／農業開発
協力機関： セネガル農業農村施設省農業局

協力金額：  4.2億円
対象地域： カオラック州、カフリン州、ファティック州

協力期間：  2014年8月～ 2018年7月

農業開発技術協力

自然を味方に生産力を高める、稲作大国日本の協力




