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中間評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：グアテマラ共和国 案件名：首都圏水環境保全能力強化プロジェクト 

分野：環境問題 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： JICA 地球環境部第三グループ

（水資源・防災）水資源第二チーム 

協力金額（評価時点）：216,112 千円 

協力期間 (R/D): 2006.3～2009.9 

(延長)：－ 

(F/U)：－ 

先方関係機関：グアテマラ国環境・天然資源省

（MARN）、保健省（MSPAS） 

日本側協力機関：愛知県環境部 

他の関連協力：なし 

１-１ 協力の背景と概要 

グアテマラ国の社会・経済の中心である首都圏（9 市、人口約 210 万人、面積約 1,100 km2）は、

グアテマラ市中心地区を通る分水嶺によって北部のモタグア川流域（カリブ海へ流下）と南部のマリ

ア・リンダ川流域（アマティトラン湖を経由して太平洋へ流下）に分かれている。首都圏からの排水

は生活排水・工業排水・農業排水のいずれもほぼ未処理で放流されており、いずれの水域も汚染が深

刻化している。また、首都圏居住者の保養観光地であるアマティトラン湖（湖水面積約 16 km2）も

南部汚水の流入により汚染が進んでおり、透明度の低下やホテイアオイの異常繁殖など既に深刻な富

栄養化現象を呈している。 

2000 年に設立された環境・天然資源省（以下、MARN）は、グアテマラ国の水環境管理に係わる

政策の立案、および執行を行う権限/権能を有しており、ベルジェ前政権（2004～2008 年）では①

アマティトラン湖の浄化、② 国レベルでの水環境保全・改善を優先課題に挙げていた（2008 年 1

月よりコロン新政権となっている）。グアテマラ首都圏の水質汚染を防止・改善するには、汚染原因

である生活排水、工場排水、農業関連排水等に対して適切な対策を講じるべく水環境を保全・改善

する包括的な行政機能が必要とされており、また、そのためには同国水環境管理の中心的政府機関

である MARN の能力・体制強化が求められている。これらの動きを支援するために、2006 年 3 月

から 3 年半の予定で、技術協力プロジェクト「グアテマラ首都圏水環境保全能力強化」が開始され

ている。協力開始から約 1 年半を迎え、2009 年 9 月の活動期間終了に向けて、これまでの活動実績

を評価するとともに、プロジェクト目標を達成するために必要な提言を抽出することを目的に中間

評価調査が実施された。 

１-２ 協力内容 

（１）上位目標：首都圏における水環境保全行政が強化される 
（２）プロジェクト目標：MARN の水環境保全の排水規制実施能力が強化される 
（３）アウトプット 

0) プロジェクトの実施体制が整う 
1) 排水規制の効果的施行のための戦略策定能力が強化される 
2) 排水規制のモニタリング、評価、フォローアップの体制が確立される 
3) 水環境情報の整備・管理のための持続的体制が確立される 
4) 自治体、AMSA、教育省、その他の政府、非政府関係機関などの関係機関との連携に基づき、

排水規制に係わる普及・啓発および水環境に関する環境教育が強化される 
（４）投入（評価時点） 
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日本側：専門家派遣 6 名、機材供与 5,902 千円、研修員受入 12 名、現地活動費 40,789 千円

グアテマラ国側：カウンターパート（C/P）配置 19 名、施設（専門家執務室）、 

プロジェクト実施経費 18,858 千円（1,380 千ケツァール） 

２. 評価調査団の概要 

調査者 総括 ：石川 剛生（JICA 地球環境部水資源第二チーム長） 

排水規制 ：大村 啓（愛知県環境部資源循環推進課 主任主査） 

協力企画 ：望戸 昌観（JICA 地球環境部水資源第二チーム） 

評価分析 ：間宮 志のぶ（グローバルリンク・マネージメント株式会社社会開発部研究員）

スペイン語通訳：樋口 安紀（財団法人 日本国際協力センター） 

調査期間 2008 年 2 月 17 日～2008 年 3 月 8 日 評価種類：中間評価 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認（成果の達成度） 

本プロジェクトでは、活動はそれぞれアウトプット別（課題別）に編成されたテクニカルワーキン

ググループ（TWG）よって展開されている。各アウトプットでは活動の成果品がほぼ完成しており、

達成状況は概ね良好である。プロジェクト後半では、これらの成果品を活用し、C/P 等の人材の能力

強化を確実にするとともに、排水規制にかかるステークホールダーとの連携協力を促進していくこと

が中心となっていく。 
 
（１）アウトプット 0：プロジェクトの実施体制が整う 

プロジェクト実施体制を確立するための準備期間として6ヶ月間が設定された。この期間に、ベー

スライン調査の実施および事前調査時に作成されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

/実行計画（PO）案の見直しが行われ、PDM/POの修正が完了した。尚、本調査において新規に指標

1-2「テクニカルワーキンググループ（TWG）体制が確立する」を追加し、達成度を把握した。その

結果、4つのTWGは、それぞれ定期的なミーティングを開催して、意見交換、活動の進捗管理を行っ

ている。今後はTWG間の連携協力体制を強化するために、各TWGの代表者が定期的に情報交換の会

議を開催することになった。 
 
（２）アウトプット 1：排水規制の効果的施行のための戦略策定能力が強化される 

排水規制の効果的施行のための戦略案が作成され、首都圏水環境分野の関係機関、関係者を対象に

した公聴会において発表された。また2008年1月中旬に、当該戦略案は環境大臣から承認されている。

作成された戦略案のうち少なくとも１つの戦略案について新環境大臣の承認を得て公式化するため

には、今後関係者間で事前に審議する必要がある。プロジェクト後半では、C/Pが排水規制施行にか

かる戦略策定の一連のプロセスを独自に実施できるように、彼らの能力強化に焦点がおかれることに

なる。さらにMARNが中心となって排水規制にかかる関係者間の連携協力をはかるための種々の活動

が展開される予定である。 
 
（３）アウトプット 2：排水規制のモニタリング、評価、フォローアップの体制が確立される 

水質分析のためのラボラトリのキャパシティを調査検討した結果、保健省のラボラトリを選定し、

協定が結ばれた。2007年7月より、保健省ラボラトリの担当者2名とプロジェクトで雇用した人員2

名によって水質分析が実施されている。排水モニタリングマニュアルは2008年1月までに第2版が完

成し省庁合意105-2008として正式に公表された。法的プロセスのガイドラインに関しては、2007年



 

vii 

10月に第2回ドラフトが作成された。新政権が現行の排水規制に対しての方針を確定した段階で法的

ガイドラインの最終版について検討がなされる予定である。対象地区の工場インベントリーは2007

年4月に完了している。排水モニタリングについては、2008年1月時点で120のサンプリングが達成さ

れている。プロジェクトの後半では、工場関係者の理解促進のための情報提供や排水規制遵守の奨励

策の検討などを活動として組み入れていく。またC/Pが排水規制実施のための一連の技術的なプロセ

スを独自に実施できるように排水サンプリング、水質分析等の技術面での能力の強化を確実にしてい

く。 

 

（４）アウトプット 3：水環境情報の整備・管理のための持続的体制が確立される 

2007年5月に農業・畜産・食糧省（MAGA）からデジタル地図が収集され、アマティトラン湖持続

的管理局（AMSA）から水質モニタリングデータが継続的に収集されている。水環境データベースの

構築は多少の遅れはあるものの、ほぼ最終段階になりつつある。今後は、データベースシステムの利

用を促進していくために、MARN内部および外部の関係者に対する研修を実施していく。また、水環

境情報のデータ公開、データ共有に関して関係者間で検討し合意を得るための活動を追加し、データ

の慎重な取り扱いを徹底していく。 
 
（５）アウトプット 4：自治体、AMSA、教育省、その他の政府、非政府関係機関などの関係機関と

の連携に基づき、排水規制に係わる普及啓発および水環境に関する環境教育が強化される 

教育省（MINEDUC）と連携して、教材や啓発活動用の資料の開発を行った。啓発・普及の教材と

してポスター、ステッカーを開発し関係者に配布した。また新聞・テレビを利用して排水規制に関

する喧伝活動をした。さらに中学校教師用のマニュアルおよびビデオを開発したが、それらの教材

は教育省や関係者からの高い評価を得ている。教材は今後種々の先住民言語（マヤ語等）に翻訳さ

れて広く活用されることになっている。プロジェクトでは、これらの教材が有効に活用されるよう

に中学校の教師を対象に研修を実施し、トレーナーを育成していく予定である。また TWG1や TWG2

（アウトプット 1 および 2）と連携して、自治体や工場に対する排水規制遵守の奨励策の検討をし、

水環境教育・普及啓発を促進していく。 

３-２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

本プロジェクトは、アプローチの適切性については課題を残したものの、妥当性は高いといえる。

水環境保全はグアテマラ国の優先的課題である。コロン新政権は就任直後に発表した 100 日計画

の中で、環境行政に関し、環境保護改善法施行のための規定を策定し、副大統領の傘下に水内閣を設

置するとしている。2000 年に発足した MARN は水環境管理にかかわる政策の立案、執行権限を有す

るものの、その行政機能は十分とはいえず、行政管理体制が弱体であることから、課題に十分対処で

きていない。このような状況において、MARN の水環境行政の能力強化を目指している本プロジェ

クトはグアテマラ国政府の政策およびターゲットグループのニーズに合致しているといえる。対グア

テマラ国 JICA 国別事業実施計画では、MARN の総合調整機能の強化と地方自治体に対する技術支援

体制の確立に協力する方針が掲げられており、本プロジェクトはわが国の援助政策との整合性を確保

しているといえる。 

さらに、グアテマラ首都圏の水環境の課題に対処するにあたって、水環境行政の主管機関である

MARN を拠点として排水規制実施のための実務能力を高める内容での技術協力のアプローチは有効

であったといえる。しかし、排水規制実施には、多くのステークホールダーが関係しており、彼らの
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理解を促進し協力体制を組みつつ活動を実施することが重要であることから、計画段階から彼らを巻

き込むことが重要であったといえる。 
 
（２）有効性 

中間評価時点まで、計画された活動は概ね予定通り実施され、プロジェクトは順調に展開されてい

る。一部のアウトプットは計画に先んじて達成が促進されており、プロジェクト目標が達成される見

込みは十分にあるといえる。アウトプット 1 では、MARN の法務関連の人員の能力強化を目指し、

排水規制にかかる戦略案を作成、改訂する。アウトプット 2 では水資源流域部の人員の能力強化を

目指し、排水規制遵守対象者である工場や自治体の協力を得ながら、排水モニタリングのデータを収

集し分析評価していく。アウトプット 3 では、情報システム部の人員の能力強化を目的に、排水規

制に関する情報システムを構築し、その後データの共有、公開への段取りをつけ、データの利用促進

を図る。そしてこれらの情報はアウトプット 1、2、4 の活動に効果的に活用されることになる。さ

らに、アウトプット 4 では、排水規制の必要性（規制遵守、規制促進）を関係者や受益者（地域の

住民）に広く理解してもらうためのソフトコンポーネントとして、啓発・普及を促進し、各アウトプ

ットの効果的な発現を助けるとともに、増幅させる役割をはたす。各アウトプットは相互に密接に関

連しながらプロジェクト目標達成に向けて貢献しており、排水規制の実施に関する MARN の組織能

力の強化が着実に達成されつつあるといえる。尚、産業界や自治体から必ずしも十分な理解が得られ

ない可能性があることがプロジェクト目標達成の阻害要因となりうるが、これに対してプロジェクト

では、排水規制の重要性に関する情報提供、連携促進のための会議の開催などを計画して対処する予

定である。 
 
（３）効率性 

本プロジェクトの効率性は大変高いといえる。専門家派遣、C/P 研修、機材供与、ローカルコスト

負担ともに概ね計画通りの投入が実施された。専門家不在期間は現地雇用の調整員が中心となってプ

ロジェクトの進捗把握、日本側とグアテマラ国側との連絡調整がなされ、投入が遅滞なく効果的に行

われる工夫がなされている。プロジェクト前半に実施された C/P 研修は言語や環境条件に配慮して

メキシコ、コロンビア等の近隣国で行われ、大変効果的であった。メキシコからの専門家を招聘して

実施されたセミナーには MARN 以外の関係機関の人員も多く参加することができ、排水規制にかか

る知識や技術の向上をはかる研修として大変効果的、効率的であった。これらの個別の研修をプロジ

ェクトの前半で実施できたことで、プロジェクトの後半ではそれらの知識・技術を現場で活かすこと

で移転された技術が確実に定着することが期待できる。TWG 体制による分野ごとの活動の展開、合

同調整委員会（JCC）の開催等、活動は計画通りに実施されているが、一部の C/P のプロジェクト

活動への参加が必ずしも十分ではなかった。今後、複数の TWG が協働で実施する活動項目もあるこ

とから、プロジェクト内の情報共有、意見交換およびチームワーク醸成をはかるために、各 TWG の

代表者による定期的なミーティングを開催し、プロジェクト運営管理体制の改善が図られることにな

った。 
 
（４）インパクト 

プロジェクト実施によるインパクトとしての上位目標の達成見込みを中間評価時点で測ることは

困難であるが、これまでのプロジェクト実施による波及効果として、次の点が確認された。 

 技術面：環境教育活動で開発した教材は関係者から高い評価を得ている。教育省では複数言語
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に翻訳しグアテマラ国の全自治体に配布することが予定されている。また DANIDA が実施して

いる環境案件においても当該教材が活用されることになっており、本プロジェクトの波及効果が

すでに発現していることが確認された。 

 経済面：現時点で本プロジェクトによる経済面へのインパクトの発現は認められない。 

 マイナスのインパクト：現時点で本プロジェクトによるマイナスのインパクトは確認されてい

ない。しかし、排水規制という課題を扱っていることから、一部の産業界、自治体等の理解を得

ることが困難な状況になることも想定される。これに対してプロジェクトでは彼らとのコミュニ

ケーションの機会を多くもち、理解促進と協力の取り付けの工夫をしていく予定である。 
 
（５）自立発展性 

本プロジェクトは以下の理由から、自立発展性については不確定要素が多く現時点では判断が困難

である。プロジェクト後半において自立発展性を確保するために、日本側・グアテマラ国側双方が一

層努力していく必要がある。 

 政策面：水環境保全はグアテマラ国の優先的課題である。2008 年 1 月に発足したコロン新政権

では 100 日計画を発表し、水資源の利用の有用性を協調し、水環境行政に関し、環境保護改善

法施行のための規定を策定するとしている。副大統領の傘下に水内閣を設置するなど、水環境重

視の方針を打ち出している。さらに、グアテマラ国の経済発展を促進する中米ドミニカ共和国自

由貿易協定（CAFTA-DR）においても、環境法令順守、環境監査、環境管理の振興等が謳われて

おり、政策面の自立発展性は高いといえる。 

 組織面：MARN の執行部が変わったため、組織編成、水環境行政の方針の見直しの可能性があ

る。人事異動も予想されており、変動要因が多く現時点では判断は困難な状況である。 

 財政面：新政権下において MARN の水環境保全行政の主軸機関としての位置づけは変わらない

ものの、環境全般に関して MARN の管轄責任範囲が広がる可能性があることが指摘されている。

現時点では、MARN の財政的自立発展性を判断するのは難しい状況である。 

 技術面：技術移転に関してグアテマラ国側の技術レベルに対応するよう細心の配慮がなされてい

る。一方で C/P の絶対人員が少ないだけでなく、C/P の入れ換えが頻繁におこることが技術面

での自立発展性を阻害する要因となっている。これに対して、プロジェクトではマニュアル作成

やデータシステムの構築を推進し Institutional memory の維持に努力を図ってきた。人員交代が

あってもこれらのツールがある程度は技術継続の手段として活用されるだろう。しかし、プロジ

ェクト後半にむけて技術面での自立発展性を確保していくためには C/P の定着が必須である。

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１） 計画内容に関すること 

C/P に対する研修をプロジェクトの前半でほぼ完了している。また各アウトプットの成果品もほぼ

完成した。プロジェクト後半では前半で習得された技術や成果品を活用し、実施で活かすことで、技

術・知識の定着をはかることができる。 

（２） 実施プロセスに関すること 

近隣のメキシコにおいて C/P 研修が実施されたことで、研修内容の理解が促進されている。同じ

言語、習慣を共有する近隣諸国での研修は、参加者の理解促進をはかることができる。 

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 

 計画時点から、産業界、自治体等の排水規制の遵守対象機関を含んでいなかったため、排水

規制の実施体制を確立する上で、彼らの協力を得ることが困難な状況になっている。 
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 本プロジェクト実施の中間時点で予定されていた大統領選挙の結果、グアテマラ国政府の方

針の変更がありうることが見込まれていた。このことが、プロジェクト後半において何らか

の影響を及ぼすことが考えられる。 

（２）実施プロセスに関すること 

 C/P の異動、離職等が多いため、技術移転対象者が変動する傾向にある。その結果として移

転された技術が人員を通して組織に定着されないことが発生している。 

３-５ 結論 

当初計画に比べて、活動の一部にやや遅れが見られるものがあるが、概ね PDM１、PO１に基づ

いて活動が進捗されていることが確認された。また、当初計画に先んじて進捗している活動も一部

あり、プロジェクト目標の達成見込みは十分にあると思われる。5 項目評価については、効率性は大

変高いといえる一方で、自立発展性の確保については一層の努力が必要である。 

３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

＜プロジェクト全体＞ 

 各 TWG は合同定期会議を通じて TWG 間の連携を強化することが必要である。 

 MARN はプロジェクト業務と省としての従来業務とのバランスをとることが必要である。その

ためには、アウトプットに応じて適切な計画を作成することが重要である。 

 排水規制の見直しについて、専門家チームは MARN が主体となって実施する排水規制行政に関

して、あくまでも技術的観点から助言を行うものである。 

 省の政策方針との整合性を常に確保するために、定期的に省幹部（プロジェクトダイレクター、

副ダイレクター等）との連絡会を開くことが必要である。また、新政権下で発足予定の水内閣お

よびその他のステークホールダーとの情報共有も重要である。 

 グアテマラ国側の実務能力向上を図るためには、CP の定着をはかり、同じ職位にあるようにす

ること、プロジェクトの継続性を確保するため必要な人材をアサインする必要がある。そのよう

なことによって MARN の実務能力が強化される。 

 MARN と他の中央行政機関（特に産業関連分野）並びに地方自治体との連携を図り、排水規制

を推進してきた日本の経験を学び、グアテマラ国の国情に合わせて適用することも有意義と思わ

れる。 

＜TWG 別＞ 

TWG2 

 水内閣の設立、行政機構の効率化の観点から、保健省ラボラトリの排水水質分析活用は行政府間

連携の良い例である。供与機材の有効活用の観点からも、2008 年 3 月中旬に終了する現行合意

書を継続することが必要である。 

 産業セクターを含む関係組織との密接な協力により、プロジェクトが排水規制を推進する必要が

ある（特に排水を出す事業所による技術調査）。 

 排水モニタリング強化は本プロジェクトの中核の１つであり、サンプリング調査結果の解析を進

めることが不可欠である。そのために衛生工学分野の担当者を最低１名雇用することが必要であ

る。 

 排水規制を実行ならしめるためには、MARN に法的な権限があるものについては、MARN が行

政措置を取れるようにすることが必要である、また、警察に権限があることに関しては、環境犯

罪告発をする必要がある。 
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TWG3 

AMSA から収集された水質データの MARN データベースへの取り込みが進んでいる。このデータ

の流れを定常化するためになんらかの文書による確認が必要である。 

３-７ 教訓（当該プロジェクトから導き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） 

 文化、言語の相違を乗り越え双方がコミュニケーションを図り協働を通じて技術移転を図るため

には、個々の専門家の派遣期間を考慮する必要がある。また、日本側業務調整員の役割も重要で

ある。 

 MARN は主管機関として、規制執行能力向上を図る本件のようなプロジェクトを設計する場合、

当初からステークホールダー（産業界）を巻き込む必要がある。 

 


