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活動１ 農民組織の支援を通じた「土のう工法」による道直しの実施（ウアシンギシュカウンティ） 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 1 エペソⅡグループ 

 活動地：ウアシンギシュカウンティモ
イベン選挙区 

 実施日：12 月 2-6 日（5 日間）  
 補修距離：167m 側溝整備：156ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*浸食が多い傾斜地のため、浸食部分を
「土のう」で埋め、路面の一部に「土
のう」を使ったバンプを作り、排水を
改善した。 

写真 2 ファーエバー ユースグルー
プ 

 活動地：ウアシンギシュカウンティモ
イベン選挙区 

 実施日：12 月 2-6 日（5 日間）  
 補修距離：80m（土のう使用：35m） 
 側溝整備：205ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*湿地の中で排水が悪いため、石を使っ
た排水路や丸太を使って簡易橋を設置
した。 

写真 3  Olenguse Taachasis グループ 

 活動地：ウアシンギシュカウンティケ
セス選挙区 

 実施日：1 月 27-31 日（5 日間）  
 補修距離：314m 
 側溝整備：610ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*土が堆積し詰まっていたカルバートを
開通させ、路面をかさ上げし、雨期で
もバイクタクシーの通行を可能にし
た。 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4  チュヤットセルフヘルプ ユース 

グループ 

 活動地：ウアシンギシュカウンティケ
セス選挙区 

 実施日：2 月 3-7 日（5 日間）  
 補修距離：154m（土のう使用 60m） 
 側溝整備：474ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*ブラックコットンソイルという、水分
を含むと膨張し粘度が増す土質のた
め、雨期は車両の通行ができなかった
箇所の補修を行った。 

写真 5  クイネット プログレス ユース 

グループ 

 活動地：ウアシンギシュカウンティソ
イ選挙区 

 実施日：2 月 24-28 日（5 日間）  
 補修距離：68m 
 側溝整備：400ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*カウンティ議会議員が、グループの会
社登録等の協力を約束してくれるな
ど、地元の協力が得られた。 

写真 6  スポーディア ユース グループ 

 活動地：ウアシンギシュカウンティモ
イベン選挙区 

 実施日：3 月 3-7 日（5 日間）  
 補修距離：106 (44)m 
 側溝整備：300ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*轍が深いところは、土のうを４-５段
敷き詰め、路面が水に被らないようか
さ上げした。 
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活動２ 生産組合に対して行う「土のう工法」による道直しの推進 

 

キアンブカウンティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8  コマタイコーヒー生産組合
（カムチェゲ工場）  

 活動地：キアンブカウンティ、ギツゥ
ングリ選挙区 

 実施日：1 月 7-16 日（8 日間）  
 補修距離：120m 
 側溝整備：260ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*雨期に水が溜まり、コーヒー、紅茶、
牛乳の出荷用のトラックがスタックする
農道を整備した。 

写真 9   コマタイコーヒー生産組合
（カネケグループ） 

 活動地：キアンブカウンティ、ギツゥ
ングリ選挙区 

 実施日：1 月 7-16 日（8 日間）  
 補修距離：157.4m 
 側溝整備：276ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*昨年に続き、集荷場からメイン道路に
続く農道を整備した。 

写真 7  ユニバーサルエンパワーメントユー

スグループ 

 活動地：ウアシンギシュカウンティア
イナブコイ選挙区 

 実施日：3 月 24-28 日（5 日間）  
 補修距離： 114 (56)m 
 側溝整備： 340ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*雨期になると水が溜まり、車両が通行
できなくなる、植林地の中の道を補修
した。 
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写真 10 ギティツコーヒー生産組合 

 活動地：キアンブカウンティ、ギツゥ
ングリ選挙区 

 実施日：2 月 4-13 日（8 日間）  
 補修距離：96m 
 側溝整備：200ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*集荷場からメイン道路に続く農道を整
備した。森公使に視察いただき、意気の
上がる若者グループ。 

写真 11 キアンバーコーヒー生産組合
（ギチィイ ユース グループ） 

 活動地：キアンブカウンティ、キアン
バー選挙区 

 実施日：2 月 4-12 日（8 日間）  
 補修距離：136m 
 側溝整備：389ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*コーヒーの運搬に使われる、マーケッ
トに近い農道を整備した。 

写真 12 ガタマユ乳業組合 
 
 活動地：キアンブカウンティ、ラリ選
挙区 

 実施日：3 月 4-13 日（8 日間）  
 補修距離：141m 
 側溝整備：ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*標高が高く、降雨量が多いため、浸食
がすすんだ農道を整備。石を使って通水
路を設置した。 
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  写真 14 キノゲラマコーヒー生産組合
（ルウェゲザ グループ） 

 活動地：ムランガカウンティ、ガタン
ガ選挙区 

 実施日：3 月 25-4 月 6 日（8 日間） 
 補修距離：55m 
 側溝整備：100ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*コーヒー集荷場の入り口から倉庫に続
く道の補修を行った。 

写真 15 ティカゲティコーヒー生産組
合（ティカゲティ グループ） 

 活動地：ムランガカウンティ、ガタン
ガ選挙区 

 実施日：3 月 26-4 月 6 日（8 日間）補
修距離：100m 

 側溝整備：600ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*コーヒーの集荷場から町へ続く道を補
修した。 

写真 13 カグエティ紅茶会社（ニャン
デゥマ ユース グループ） 

 活動地：キアンブカウンティ、ラリ選
挙区 

 実施日：3 月 4-13 日（8 日間）  
 補修距離：149m 
 側溝整備：285.2ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*紅茶、牛乳の運搬に使われる山間地の
緩やかな傾斜の農道の整備した。 
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活動３ 若者グループに対して行う雇用創出と自立支援に向けた道直しの実施 
 
エルゲヨマラクエットカウンティ 
 
 
 

写真 18 チェバイキプケンゲ ユース 
グループ （施工前、施工後） 

 活動地：エルゲヨマラクエットカウン
ティ、マラクエットウエスト選挙区 

 実施日：2 月 11-19 日（8 日間）  
 補修距離：274.6m（土のう使用 107m） 
 側溝整備：550ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*グループが会社登録を行うための資金
7 万シルを、メンバーが積立てを実施。
カウンティ政府に対して、道路補修の要
請を行うなど、活発な活動を行ってい
る。 

写真 17  カセチェ ユース グループ 

 活動地：エルゲヨマラクエットカウン
ティ、マラクエットウエスト選挙区 

 実施日：1 月 14-22 日（8 日間）  
 補修距離：51m 
 側溝整備：120ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*「土のう」を使った簡易橋を設置。雨
期でも谷間の排水を確保し、道路の浸
食を防止した。 

写真 16 テンカ 3 ユース グループ  

 活動地：エルゲヨマラクエットカウン
ティ、マラクエットイースト選挙区 

 実施日：1 月 14-22 日（8 日間）  
 補修距離：87.5m（土のう使用 97m） 
 側溝整備：187.5ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*谷を中心に緩やかな傾斜の農道を補
修。雨期になると水が滞る谷底に地元で
調達した木材を使って、簡易な橋を設置
した。 
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メルーカウンティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 21 ミルンギキ Co. LTD  
活動地：メルーカウンティ、サウスイメ
リ選挙区 
 実施日：1 月 22-31 日（8 日間）  
 補修距離：160m 
 側溝整備：344ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*トレーニング開始時に、カウンティ代
表者が出席、ユースメンバーを激励。メ
ルーカウンティでは、トレーニングに必
要な土砂、全量を調達してくれるなど、
カウンティからの全面的な協力が得られ
た。 

写真 20 トラスティド ハンズ ユー
スグループ  

活動地：メルーカウンティ、ブーリ選挙
区 
 実施日：1 月 22-31 日（8 日間）  
 補修距離：204m 
 側溝整備：239ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*ケニア山の麓、マーケットから舗装道
路に続く道を補修。 

写真 19 キプソエニ ユース グルー
プ  

 活動地：エルゲヨマラクエットカウン
ティ、ケイヨノース選挙区 

 実施日：2 月 10-19 日（8 日間）  
 補修距離：210m（土のう使用 44m） 
 側溝整備：550ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*ダムの堤防上の道のため、雨期に池の
水がオーバーフローすると、通行が不能
になる。路面をかさ上げするとともに、
石を使った通水路を設置した。 
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バリンゴカウンティ 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真 22 カスタレヘ ユース グループ  
 活動地：メルーカウンティ、イゲムベ
選挙区 

 実施日：2 月 26-3 月 6 日（8 日間） 
 補修距離：90m 
 側溝整備：120ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*排水不良で、雨期に通行不可能になる
農道を整備。 

写真 23 テゥマウニ ヤング ブィジ
ョナーズ ユース グループ  

 活動地：メルーカウンティ、ティガニ
アイースト選挙区 

 実施日：1 月 19-28 日（8 日間）  
 補修距離：178m 
 側溝整備：210ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*排水不良で、雨期に通行不可能になる
農道を整備。 

写真 24 バリンゴノース ユース グ
ループ  

 活動地：バリンゴカウンティ、バリン
ゴノース選挙区 

 実施日：4 月 14-28 日（8 日間） 
 補修距離：168m 
 側溝整備：340ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*各ワード（村）から選ばれた、若者の
代表者 25 名に対しトレーニングを実
施。カウンティ知事が、トレーニング現
場を視察した。 
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活動５ 「土のう」ワークショップ（３月１７日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 25 バリンゴセントラル ユース 
グループ  

 活動地：バリンゴカウンティ、バリンセ
ントラル選挙区 

 実施日：4 月 23-5 月 5 日（8 日間） 
 補修距離：142m 
 側溝整備：245ｍ 
 トレーニング参加者 25 名 

*各ワード（村）から選ばれた、若者の代
表者 25 名に対しトレーニングを実施。 

写真 28 取材を受ける若者グループ。 

写真 26 会場に隣接する未舗装道路で行
われた「土のう工法」デモンストレーショ
ン。道普請人ケニアスタッフが、交通イン
フラ省、KeRRA, KURA,カウンティ高官に
「土のう工法」を紹介。 

写真 27 「土のう」の締固めに挑戦するカ
マウ交通インフラ省長官。この模様が、全国
区のテレビニュースの中で紹介された。 


