
 

評価調査結果要約表 

Ⅰ. 案件の概要 

国名: カリブ地域 案件名: カリブ災害管理プロジェクト 

分野: 防災 援助形態: 技術協力プロジェクト 

所管部署: 地球環境部 第二グループ 水資源・防災第二チーム 

 

協力期間:  

2002 年 7 月～2005 年 8 月 

先方関係機関: 

カリブ災害緊急対策機関（CDERA） 

カリブ気象水文研究所（CIMH） 

西インド諸島大学 モナ校（UWI/Jamaica） 

西インド諸島大学 セント・アウグスティン校（UWI/TT） 

日本側関係機関: 

国土交通省、総務省消防庁、北九州市 

 

1. 協力の背景と概要 

カリブ地域はその立地条件からハリケーン、洪水、地震、火山活動の自然災害を受けやすい。こうした自

然災害は、当地域において繰り返し人命やインフラ施設に損害を与え続けており、一国の経済的・社会的

生活に甚大な影響を及ぼしている。 

当地域には経済規模の小さな国が多いことから、各国が独力でこれらの災害に対処することが難しく、こ

のため域内諸国はカリブ共同体 CARICOM（Caribbean Community）の指導の下、1991 年に災害に関す

る地域調整機関としてカリブ災害緊急対策機関 CDERA を設立した。CDERA は、その技術力を高め地域

の防災対策の向上に資するべく、1998 年に加盟国の防災能力を高めることを目的とした洪水、土砂崩

れ、火山、地震のハザードマップ作成を含む災害管理分野でのプロジェクト方式技術協力（技術協力プロ

ジェクト）をわが国に要請した。本プロジェクトは、この要請を受け、2 度の事前評価調査及び実施協議調

査を経て 2002 年 8 月から 3 年間の予定で開始されたものである。 

CDERA 組織体制の確立、洪水ハザードマップ作成体制の確立・強化、加盟国における地域災害管理

計画策定能力の向上、情報発信基地機能の増強を目的とし、バルバドス、トリニダード・トバゴ、セント・ヴ

ィンセントの 3 カ国をパイロット国として活動を実施している。 

 

2. 協力内容 （今回の評価調査にて変更した PDM 内容による） 

(1) スーパーゴール 

CDERA 加盟国における災害被害が軽減される。 

 

(2) 上位目標 

CDERA 加盟国において同様のプロジェクトが実施される。 

 

- i - 



 

(3) プロジェクト目標 

CDERA を中心としたハザードマップとそれを用いたコミュニティ防災計画策定体制が確立される。 

 

(4) 成果 

1. 事業（ハザードマップ作成、地域防災計画策定）実施のための組織が確立される。 

2. パイロットサイトにおいて洪水ハザードマップとそれを用いたコミュニティ防災計画が策定される。 

3. Regional Team にハザードマップ作成体制および災害管理計画策定に関するノウハウが蓄積される。

4. CDERA の災害情報発信基地・防災調整機関としての役割が増大する。 

 

(5) 投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣 5 名 

短期専門家派遣 8 名(延べ人数) 

研修員受入 5 名 

機材供与 約 2,700 万円 

CDERA 側： 

カウンターパート配置 計 14 名（CDERA/CU（コーディネーションユニット）(6)、RT(5)、NT(3)） 

土地・施設提供 日本人専門家の執務スペースを提供 

ローカルコスト負担 資金による CDERA 側コスト負担は、これまでのところ無い。 

Ⅱ. 評価調査団の概要 

調査者 

串田 俊巳 （団長）       : 国際協力機構 社会開発協力部 調査役 

平尾 順平 （協力企画）    : 国際協力機構 社会開発協力部社会開発協力第 2 課 職員 

冨田ゆきし  （防災体制評価） : (株)地球システム科学 取締役 

渡辺亜矢子 （評価分析）    : (株)地域計画連合 国際部主任研究員 

調査期間: 2004 年 2 月 14 日～2 月 26 日 

（防災体制評価及び評価分析団員は 2 月 7 日～2 月 26 日）
評価種類: 中間評価 

Ⅲ. 調査結果の概要 

1. 調査結果の要約 

(1) 妥当性 

洪水に対する事前の対策と被害の軽減を図ることは、CDERA 加盟国に共通する危急のニーズであり、

CDERA の活動方針を示す｢包括的災害管理戦略（CDM）｣においても、重点が置かれている。本プロジェク

トのプロジェクト目標は、ハザードマップ作成及びコミュニティ防災計画策定の体制を確立することであり、同

方針に合致している。一方、日本の ODA 政策では、カリブ地域に対する支援の重点の一つとして「自然災

害及び環境保全」を挙げている。技術面においては、CDERA側にとって新規のものであり、かつ現地に適用

可能な形での導入が図られている。このように、本プロジェクトのプロジェクト目標は、CDERA の活動方針、

日本の援助政策、及び CDERA 加盟国のニーズのいずれとも整合しており、本プロジェクトの妥当性は高い

と判断された。 
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(2) 有効性 

本プロジェクトの前半期間における成果は、「プロジェクトの達成度」（付属資料 6）のとおりである。活動の

実施体制については、現在パイロット国及びRTメンバー機関との合意文書（Agreement）締結の最終段階

にあり、これまでのところ同実施体制は支障なく機能している。 

パイロット・プロジェクトについては、ハザードマップ作成及びコミュニティ防災計画策定に必要なデータを収

集し、同データの活用を開始した段階である。マニュアル作成については、必要な参考資料・文献をプロジェ

クト関係者で収集し、RT 機関がマニュアルの構成を選定し始めたところである。また、CDERA/CU 内に情

報技術（IT）ユニットが設立され、活動を開始している。このように、当初計画にある成果の達成に向けて活

動が進捗しており、プロジェクト終了時までには達成される見通しである。 

(3) 効率性 

日本側の投入については、コミュニティ防災専門家(長期)の任期が短く効率的でない点、及び短期専門

家の派遣タイミング及び活動内容について、改善の余地が見出された。機材は、調達・配置に遅れが出た

ものの活動に大きな支障はなく、質、量の面においては適切であった。研修員受入は、概ね適切に実施さ

れたと判断された。 

一方、CDERA 側の投入は、CDERA/CU、RT 及び NTｓへの人材の配置、日本人専門家の執務スペー

スの提供など、概ね適切に行われているが、CDERA/CU 内に本プロジェクト専任のスタッフが配置されること

が望ましいと判断された。NTｓについては、雨量計の設置費その他の活動に必要な経費を支出している。

他の協力・支援との連携にも留意されており、活動内容の重複などがないよう調整・協力がなされている。 

(4) インパクト 

本プロジェクトにおいては、プロジェクトの成果(アウトカム)を持続可能なものにするため、CDERA は

Sustainability Committee を立ち上げ、Sustainability Plan を作成することを決定している。このような委

員会の設置及び計画の作成は、CDERA にとって初めての経験であり、本プロジェクトの良いインパクトの一

つと考えられる。また、JICA の技術協力プロジェクトは、CDERA 側の技術レベルを向上し、その自立性を高

める支援形態である点が、関係者の高い評価を得ている。さらに、本プロジェクトは、CDERA/CU と、UWI

や CIMH といった教育・研究機関の間の協力関係を強化するよいきっかけとなった。 

(5) 自立発展性 

組織面においては、主要な関係機関（CIMH、UWI 等）が実施体制として組織されており、十分に機能す

るものとなっている。関係機関間のコミュニケーション促進を図ることにより、より効果的な協力が実施されて

いくと期待できる。CDERA/CU については、専任スタッフの配置が望ましい。財政的自立発展性は、本プロ

ジェクトにおける重要事項の１つであり、自立発展性を高めるため、Sustainability Plan の作成及び他ドナ

ーによる資金援助の活用などを検討している。 

技術面においては、個々の C/Ps はそれぞれある程度の技術力を有していることから、その内部技術移

転の枠組みづくりが自立発展性を確保する上で重要である。マニュアルがその一手段となると期待される。

移転技術のカリブ地域における適用可能性は高い。 

政策的には、「環境の保全と自然災害の事前軽減」に対する CARICOM の強いコミットメントがみられる

ことから、政策的自立発展性は高いと見込まれる。 
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2. 阻害・貢献要因の総合的検証  

(1) 効果発現に貢献した要因 

(ア) 計画内容に関すること 

- カウンターパート機関として、CDERA、RT 機関を選定したこと。カリブ地域における CDERA の調

整能力と、RT 機関の有する技術力の両方が計画段階で取り入れられたことは、活動の実施を

促進する要因となっている。 

(ｲ) 実施プロセスに関すること 

- RT 機関の選定が適切であったこと。潜在的技術能力の高さ、カリブ地域全体に貢献することを

使命とする機関の性質、人的ネットワークの広さなどは、いずれもプロジェクト活動の進捗に貢献

している。 

(2) 問題点および問題点を惹起した要因 

(ア) 計画内容に関すること 

- 特になし。 

(ｲ) 実施プロセスに関すること 

- 複数国を対象とした広域プロジェクトであるにもかかわらず、二国間協力のスキームで実施してい

ること。このため、C/Ps 研修、評価調査の実施(署名を含む)などさまざまな面において困難を生

じている。 

- 関係機関が多く手続きが複雑なこと。 

- CDERA は国際機関であり JICA の事業実施方法とは異なる独自の事業実施方式等を有して

いること。 

 

3. 結論 

上記の結果から、本プロジェクトは当初計画に照らすと進捗に遅れがみられるものの、適切な関係機関

の選定と組織化がなされてきており、プロジェクト後半期間において十分に機能するものと期待できる。当初

計画の成果は、プロジェクト終了時までに達成できる見込みである。 

 

4. 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

- CDERA の組織体制の強化： プロジェクト活動を効果的に実施し、プロジェクト目標を達成する

ためには、CDERA の組織体制を引き続き強化する必要がある。そのためには、実施体制内

（CDERA/CU、RT、NT 及び日本人専門家）のコミュニケーションをより一層促進する必要がある

ことから、プロジェクト後半期間においては月 1 回のペースで RT と日本人専門家が各パイロット国

を訪問し、NT と共同で活動の進捗確認を行うとともに、必要な議論を直接的に行うこととする。

さらに、CDERA と各 NT 及び RT 機関との間で取り交わされる予定の合意文書（Agreement）に

ついては、可能な限り早期に締結するよう努める。 

- 持続可能性の確保： 本プロジェクトは、CDERA 加盟国において洪水ハザードマップの作成及び

コミュニティ防災計画の策定を実施できる能力を、CDERA 内に確立することを目的とするもので

ある。したがって、プロジェクト期間中に実施する3つのパイロット・プロジェクトのみならず、その終了

後も継続して活動が実施される必要があることから、Sustainability Plan を作成しプロジェクト終
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了後の活動の持続可能性確保に努める。 

- プロジェクト実施体制の改善： 本プロジェクトのような多国間協力を実施するにあたっては、より

効率的に手続きを進められるよう実施体制の改善を検討していく必要がある。 

- 長期専門家の業務指示書について： プロジェクト・ドキュメントには長期専門家に関する詳細業

務指示書（TOR）を付属し、プロジェクトの実施に活用することが必要である。 

5. 教訓 

（当該プロジェクトから導く出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に参考となる事柄）

本プロジェクトは、他の多くの技術協力プロジェクトと異なり広域を対象としたプロジェクトである。CDERA

というカリブ地域の国際機関をカウンターパート機関とし、３つのパイロット国を選定して活動を実施している

が、長期的にはプロジェクトの成果をカリブ地域全体に普及していくことをめざしている。この点を考慮すると、

CDERA をカウンターパート機関に設定したことは適切であったといえる。また、技術力、地形等の面でそれぞ

れ異なる 3 カ国をパイロット国として選定したことも、将来、地域的な広がりを持って活動を継続していくには

必要なことであったと考えられる。 

しかしながら、日本側の援助スキームとして国連以外の国際機関をカウンターパートとした多国間協力ス

キームは整備されておらず、本プロジェクトに関しては CDERA 所在地であるバルバドス国政府を R/D の署

名者として協力を開始している。このことにより、実際のプロジェクト運営には少なからぬ問題を生じているの

は事実であり、結果として、活動実施の遅延を引き起こしている側面があることは否めない。今後、複数国

を対象としたプロジェクトを実施する際には、こうした制度面の未整備による効率性の減少を招かないよう十

分留意するとともに、早急な制度整備が望まれる。 
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