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案件名：バルバドス国「カリブ災害管理プロジェクト」 

 

 

地 図 

 
 

出所：「カリブ災害管理プロジェクト」中間評価調査報告書（平成 16 年 4 月） 
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写 真 

 

  
主なカウンターパートである 

CDERA の受付 

セント・ピーター地区ディストリクト緊急組織の定例会を

活用したフォーカスグループ・ディスカッション 

 

  
バルバドス政府が独自予算により洪水調整池に 

設置した水位観測機を取り出しているところ。 

 

左記水位観測機に記録された降雨時の水位を 

専用の機器で読み取っているところ。 

  
パイロット事業対象地であるセント・ピ－ター地区の 

ディストリクト緊急組織会長からの 

聞き取りの様子。 

プロジェクトで支援した降雨量観測機で 

記録された降雨量を読み出すところ。 

（この日は PC の不具合でうまく行かなかった。） 
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略語表 

 

CADM Caribbean Disaster Management Project カリブ災害管理プロジェクト 

CARICOM Caribbean Community カリブ共同体 

CERO Central Emergency Relief Organization 
(Barbados) 

中央緊急救援機関（バルバドスの

ナショナルチーム） 

CDEMA Caribbean Disaster Emergency Management 
Agency 

カリブ災害緊急管理機関（下の

CDERA の後継機関） 

CDERA Caribbean Disaster Emergency Response Agency カリブ災害緊急対策機関 

CHAMP Caribbean Hazard Mitigation Capacity Building 
Programme 

カリブ危機軽減能力向上プログ

ラム（カナダの実施するプログラ

ム） 

CIDA Canadian International Development Agency カナダ国際開発庁 

CIMH Caribbean Institute for Meteorology and 
Hydrology 

カリブ気象水文研究所 

DEM Department of Emergency Management 緊急管理庁（バルバドスのナショ

ナルチーム CERO が改組され本

組織となった） 

DEO District Emergency Organisation ディストリクト緊急組織（バルバ

ドスの NT メンバーでコミュニテ

ィ・レベルのボランティア組織）

NEMA National Emergency Management Agency 
(Trinidad and Tobago) 

国家緊急管理局（トリニダード・

トバゴのナショナルチーム） 

NEMO National Emergency Management Organization 
(St. Vincent and the Grenadines) 

国家緊急管理組織（セントビンセ

ント・グレナディーンズのナショ

ナルチーム） 

NT National Team ナショナルチーム（パイロット 3 
カ国における各国内災害管理機

関で構成するチーム） 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリ

ックス 

R/D Record of Discussions 会議録 

RT Regional Team 地域チーム（CDERA、CIMH、

UWI で構成する地域レベルの専

門家チーム） 

UWI University of West Indies 西インド諸島大学 

WRA Water Resource Agency 水資源庁 
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2-2 案件別評価調査の概要 

 
2-2.1 プロジェクトの背景 

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

易い。ところが、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)の指導のもと、1991 年に防災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(Caribbean Disaster Emergency Response Agency)を設立した。CDERA
は当初の目的であった災害被害に対する緊急対応の調整に加え、事前対策を含んだ総合的

な災害管理を行う機関へと移行しつつあった。しかしながら、そのための人的資源、機材

ならびに災害予防に関する技術力不足のため、総合的な災害管理を行う機関としての体制

が整っているとは言い難い現状を抱えていた。 

そのような状況のもと、1998 年、CDERA 加盟国の防災能力を高めることを目的として、

災害管理分野でのプロジェクト方式技術協力がバルバドス政府及び CDERA より我が国に

要請された。当初、プロジェクトは 2002 年 8 月 1 日から 2005 年 7 月 31 日までの 3 年間

と設定されていたが、プロジェクトの成果の一層の充実のため、2006 年 3 月 31 日まで延

長された。したがって、当事後評価は延長後のプロジェクト期間（3 年 8 ヵ月）を調査の対

象とした。 

 
2-2.2 プロジェクトの概要 

洪水の危険性の高いコミュニティでの被害を軽減するための方策として、本プロジェク

トはカリブ地域における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の

確立を目指した。バルバドス、トリニダード･トバゴ、セントビンセント・グレナディーン

ズの 3 ヵ国のコミュニティがパイロット事業（洪水ハザードマップ作成、コミュニティ防

災計画策定）の対象地として選定され、CDERA 並びにカリブ気象水文研究所（CIMH）や

西インド諸島大学（UWI）等を含む地域チーム（RT）、そして各国の防災対策担当機関で

あるナショナルチーム（NT）が事業に参加し、技術移転、機材供与が行われた。プロジェ

クト終了後に、確立された体制が活用され、自立的にカリブ地域内各国に同様な事業が展

開されることを目指したのである。 

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。 
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。 
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。 
アウトプット（成果） 1.  事業（ハザードマップ作成、コミュニティ防災計画策定）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。 
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 3. Regional Team にハザードマップ作成およびコミュニティ防災計画

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。 
 
2-2.3 事後評価調査の目的 

本評価調査の目的は次のとおりである。 

1） プロジェクトがもたらした便益によって、カリブ地域における CDERA 並びに各加盟国

の防災管理能力がどの程度向上したか（インパクト）、また移転された技術や機材等は

継続して活用され、今後も活用される見込みがあるか（自立発展性）を検証する。 

2） 終了時評価の中で、案件終了時までに達成されるべき課題として指摘されたことが、実

際にどの程度達成されたかを確認するとともに、案件終了時点における妥当性、有効性、

効率性を確認・検証する。 

3） 評価結果をもとに、主にインパクトの発現や自立発展性への、貢献要因・阻害要因を分

析し、今後のカリブ地域での防災管理事業に対する提言を行い、類似の防災支援プロジ

ェクト等に有益な教訓を導き出す。 

 
2-2.4 評価調査範囲 

「カリブ災害管理プロジェクト」によって生み出された成果、並びにそれがもたらした

影響を調査の対象とした。パイロット事業が行われたバルバドス、トリニダード・トバゴ、

セントビンセント・グレナディーンズの 3 ヵ国のうち、バルバドス以外の 2 ヵ国、及び技

術面での重要なカウンターパートであった西インド諸島大学（在トリニダード・トバゴ）

に対しては、資料レビュー、電話及び電子メール等を使った調査を試み、バルバドスのみ

で現地調査を行った。主な訪問先は CDERA、カリブ気象水文研究所（CIMH）、バルバド

スのナショナルチーム、中央緊急救援機関（CERO）の後継機関である緊急管理庁（DEM）、

パイロット事業を実施したスパイツタウンであった。 

 
2-2.5 評価調査の制約 

• 評価対象プロジェクトは 3 ヵ国でのパイロット事業を含む広域案件であるが、調査の時

間的・資源的制約から、3 ヵ国全てを訪問することは困難であったため、現地調査は、

バルバドス 1 ヵ国のみで行った。また、西インド諸島大学及びセントビンセント国から

は、直接及び CDERA を通じて再三にわたり質問への回答を求めたが、回答が得られ

なかったため、CDERA 及び CIMH からの二次情報による評価に留まった。 

• 防災事業の評価に共通の制約として、自然災害が起きて初めて実際の効果を測ることが

できるので、特にスーパーゴールに掲げられた「災害被害の軽減」については、その効

果を予測することしかできなかった。 

• 統計的手法を用いた大規模なインパクト調査を行うための資源が確保されておらず、入

手可能な個別の情報から全体を類推するという手法にならざるを得なかった。 
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2-2.6 評価調査団構成 

評価調査団の構成は次のとおり。 
 担 当 氏 名 所  属 

1 総括／評価設計監理 宮川 眞木 （株）コーエイ総合研究所 コンサルティング第 2 部 課長 

2 防災協力評価 奥川 浩士 （株）コーエイ総合研究所 コンサルティング第 2 部 主任研究員

 
2-2.7 評価調査日程 

主な調査内容 
月日 曜日 

宮川 奥川 

1 月 10 日 土 東京→ニューヨーク 

11 日 日 ニューヨーク→バルバドス 

12 日 月 CDERA へ調査目的及び計画の説明 

13 日 火 スパイツタウン・ディストリクト緊急機関でのインタビュー 

14 日 水 外務通商省表敬・関係部局からの聞き取り 

15 日 木 
CDERA でのインタビュー・バルバドス緊急管理庁（DEM）でのインタビュー 

スパイツタウン・ディストリクト緊急機関定例会議への参加 

16 日 金 
スパイツタウン水文データ収集設備等の視察 

環境水資源治水省治水室職員からの聞き取り 

17 日 土 

18 日 日 
団内打合せ・資料整理 

19 日 月 
トリニダード･トバゴ水資源機構（WRA）との電話インタビュー 

カリブ水文気象学研究所でのインタビュー 

20 日 火 バルバドス→コスタリカへ移動 

21 日 水 
資料整理・調査報告書作成 

22 日 木 西インド諸島大学（トリニダード）意見聴取 

23 日 金 CDERA へ事後評価要約表提示・意見交換 

24 日 土 調査報告書作成 

25 日 日 バルバドス→ニューヨーク 

26 日 月 ニューヨーク→（機中泊） 

27 日 火 

 

→東京 

 

2-3 評価方法 

 
2-3.1 評価設問と必要なデータ・評価指標 

評価の目的が達せられるよう、評価 5 項目の視点に立ち、評価設問を設定し、必要なデ

ータを収集した（添付資料 2-4「事後評価グリッド」参照）。また、指標目標値は、原則と

して 終の PDM（添付資料 2-5「PDM」参照）のものを使用した。 

しかし、スーパーゴールの指標については、抽象的で目標とする減少の程度が示されて

いないため、これらの指標を使って達成度を測ることは困難であった。PDM 上で「入手手

段」とされている「保険求償数」「被害額の対 GNP 割合」がむしろ指標に近いが、中間及

び終了時評価報告書でも述べられているとおり、災害が起こった後でなければその成果を

測ることは出来ず、また自然災害の規模の違いにより被害は大きく異なるため、プロジェ

クトがもたらした影響を測定することは極めて難しく、したがって、代替指標を設定し、「コ

ミュニティ防災計画によって当該地域で回避可能となった洪水被害が特定される」とした。 



26 

2-3.2 評価手法 

上述した各目標やゴールに設定された指標を考慮すると、定量的データよりむしろ定性

的データの方がその成果を評価するのにふさわしい。したがって、定性的データを収集す

るのに適した、インタビュー調査、フォーカスグループ・ディスカッションを評価手法の

中核とした。また、スーパーゴールである「災害被害の軽減」の達成度を評価するにあた

っては、ケーススタディ的な手法を用い、事例として回避可能となった洪水被害を特定す

ることにより評価を行った。 

 
2-3.3 評価のプロセス 

評価は、JICA 評価部「技術協力プロジェクト案件別事後評価実施要領（案）第 6 稿」（2008
年 10 月）に従い、以下の手順により実施した。 

1）第 1 次国内作業（国内事前準備） 
・ 既存の文献や報告書のレビューにより、対象案件の概要を整理した。 
・ PDM に基づいた評価可能性を検討した上で、評価の枠組みを策定した。 
・ JICA で行われる評価検討会での意見等を踏まえ、評価枠組みを修正した。 
・ 国内で収集可能な情報を整理分析した。 
・ 現地説明用資料作成等の現地調査に必要な準備を行った。 

 
2）現地調査 
・ 到着後速やかに、元カウンターパート機関であった CDERA を訪問して調査の趣旨及

び計画を説明した。 
・ 評価調査日程案で示した関係機関（CDERA、CIMH、DEM）の本件に関連する職員

らを中心にインタビュー調査を行った。 
・ バルバドス国でパイロット事業が行われたスパイツタウンを訪れて、地元の防災対策

組織であるセント・ピーター地区ディストリクト緊急組織（DEO）の委員らによるフ

ォーカルグループ・ディスカッション等により情報収集を行った。 
・ 現地調査中に事後評価結果要約表の素案を作成し、調査の 終時点で CDERA に提示

して意見を求め、収集データに関する評価者の理解について確認するとともに、より

実用性の高い提言・教訓を導き出すよう努めた。 
 
3）第 2 次国内作業（国内分析） 
・ 第 1 次国内作業並びに現地調査で収集したデータを詳細に分析し、評価 5 項目の視点

から評価を行うとともに、貢献要因・阻害要因を検討し、提言・教訓を抽出した。 
・ 「技術協力プロジェクト事後評価 評点付けガイドライン」に依拠し、プロジェクト

の評点案を作成した。 
・ JICA 内報告会、レーティング検討会等の結果を踏まえて、評価調査報告書・案件の

評点を 終化した。 
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2-4 プロジェクト実績の検証 

 
2-4.1 プロジェクト目標の達成状況 

「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」というプロジェクト目標は、PDM で設定された指標に基づき、組織体制の

機能、移転技術の定着、リソースの継続的提供という 3 つの視点から検証された。終了時

評価では、関係する各機関の役割が明確に規定され、それらが連携を保ちつつ十分に機能

し、Post CADM 対象国（第 2 フェーズの対象国）で同様の体制が適用可能であるため、終

了時評価時点（2005 年 2 月～3 月）で既に目標が「『達成された』と言ってよいであろう」

と述べている。一方で、ハザードマップに関しては精度の向上の必要性を説き、質的に満

足のいくコミュニティ防災計画ができるためには「まだ時間がかかる」と結論付けている。 

本事後評価の現地調査における CDERA 幹部のインタビューの中でも、プロジェクトに

よって確立された体制について、CDERA を含む RT と各国 NTs との組織的な関係性、そ

の技術的な役割分担の側面などが明確に述べられた。また、プロジェクト終了後も NTs が

RT から必要に応じて技術的支援を受けられる関係が継続しており、RT が率先して他の

CDERA 加盟国にプロジェクトの成果を広めようと働きかけた事実（米州開発銀行へのプロ

ポーザル提出等）がある。さらに、成果品である洪水ハザードマップ及びコミュニティ防

災計画は、日本人専門家の支援により RT が中心となって作られており、専門家の報告書か

らも、RT が移転された技術をプロジェクト終了時に十分保持していたことは証明される。

終了時評価報告書で指摘された、ハザードマップ作成に必要なリソースのひとつであるデ

ータの提供が、質・量ともに不足していたという点については、プロジェクト延長期間に

おいて洪水解析の専門家を派遣するなどして改善が見られたが、その性質上長期にわたる

計測が必要とされるなど、引き続き課題として残されている点もある。 

以上のような調査結果から総合的に判断すると、「本プロジェクトの目標は概ね達成され

た」という終了時評価の判断（有効性評価の中での表現）は妥当であると考える。 

また、2009 年 2 月より JICA 支援による本プロジェクトのフェーズ 2 が、フェーズ 1 と

同様の体制を用いて実施されることになっており、これにより同様のプロジェクトの実施

体制は、本事後評価調査時点においても維持されていると言うことができる。 

 
2-4.2 上位目標及びスーパーゴールの達成状況 

プロジェクトは、ハザードマップ及びコミュニティ防災計画の策定体制を確立させるこ

とで、「CDERA 加盟国において同様のプロジェクトが実施され」（上位目標）、それによっ

て、「CDERA 加盟国における災害被害が軽減される」（スーパーゴール）ことを目指した。 

JICA 技術協力プロジェクトの第 2 フェーズが実施される一方で、構築された体制が自立

発展的に機能するためには、JICA からのプロジェクト予算以外の恒常的な資金調達が必要

である。しかしながら、その目処はプロジェクト期間中に立てることはできなかった。米

州開発銀行やスペイン政府等からの支援の可能性を探っており、それらドナーからの関心
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は示されたものの、フェーズ 2 の実施が決定したため、CDERA のキャパシティの問題（同

様の案件を同時に多数は受け入れられない）もあり、現状においては「同様のプロジェク

ト」は他に行われていない。 

本プロジェクトのパイロット事業対象 3 ヵ国以外における、ハザードマップ作成状況に

ついては、本プロジェクトで技術移転を受けたトリニダード･トバゴの専門家がジャマイカ

での作成を支援したり、本プロジェクトと密接な協力関係にあった「カリブ地域危機軽減

能力向上プログラム（CHAMP）」（2002～2006 年カナダ国際開発庁の資金により実施）を

通じて、グレナダ、セントルシア、ベリーズでも作成されるなど、広がりを見せている。

コミュニティ防災計画の策定については、ハザードマップ作成よりも普及していない。パ

イロット対象 3 ヵ国以外に、コミュニティ防災計画が策定されている事例は、本事後評価

調査では確認できなかった。CDERA でのインタビューでも、この分野ではさらなる人材育

成が必要である旨が指摘された。 

現地調査を行ったバルバドスのスパイツタウンにおいては、コミュニティ防災計画の中

に、洪水ハザードマップを危険地域に在住の各家庭に配布する他、レストランやバス停、

銀行や郵便局など、人が多く集まる場所に掲示することが定められているが、配布や掲示

の事実はなく、地域の災害対策を担っているディストリクト緊急組織（DEO）のメンバー

の間でさえ、一部を除き、コミュニティ防災計画が共有されていなかった。コミュニティ

にただ一枚存在するハザードマップは、DEO の事務所で保管されており、防災活動に役立

てられているとは言えない状態だった。トリニダード･トバゴではコミュニティでの活用が

進んでいるとの証言を得たが、具体的な詳細については把握できなかった。 

以上のような調査結果から総合的に判断すると、上位目標並びにスーパーゴールの達成

状況は、現状では限定的なものに留まっていると言わざるを得ない。 

 
2-4.3 終了時評価における提言への対応状況 

提言 1：Sustainability Plan の完成 

Sustainability Plan はプロジェクト終了時までに完成した。終了時評価報告書には、2005
年 2 月までに作成されたドラフトは多くの見直しを必要とするものであるとの記述がある

が、どの部分が見直されたかはドラフトとの比較ができないため確認できなかった。しか

し、終了時評価で危惧が表明されている資金面での自立発展性に関する不確実性は、完成

版の Sustainability Plan でも解決できていないと考えられる。それは、計画実施に必要な

経費総額が 5,900 万ドルと見積もられていて、そのうちの約 44％をドナーからの支援に求

めている点からである。本事後評価調査の CDERA とのインタビューの中で、この計画が、

現実的に入手可能な資源を活用してプロジェクトの成果を持続的に発展させるという

CDERA のコミットメントというよりも、むしろ国際社会からの新たな支援を含む、新規事

業のプロポーザルであるという性質が確認された。したがって、計画の履行に関しては、

責任あるフォローアップがなされていない状況である。 
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提言 2：洪水ハザードマップの関連機関との共有 

ハザードマップはバルバドスにおいてもトリニダード・トバゴにおいても、開発計画関

係機関や保険会社からの照会、家屋の建築の際の確認など、災害管理部門以外の分野でも、

共有されていることが、NT 関係者のインタビューにより確認された。 

 
提言 3：短期計画における優先活動 

ハザードマップ及びコミュニティ防災計画の円滑かつ有効な普及のため、①CDERA の体

制強化、②RT メンバーの拡充、③水文観測データの収集及び解析体制強化、④技術研修（GIS、
洪水解析、ハザードマッピング、コミュニティ防災計画）、⑤早期警報システムの確立、⑥

今後の対象国でのワークショップ、⑦上記活動の評価、という 7 つの活動の継続が提言さ

れた。 

これらの提言に基づき、2005 年 8 月から 2006 年 3 月まで、プロジェクトが延長された。

延長期間の活動は次のとおりである。 

1） 洪水解析専門家（短期）の派遣 

2） パイロット事業対象の 3 ヵ国のコミュニティにおける、避難訓練や住民への周知活動、

及びコミュニティ活動推進のためのワークショップ 

3） カリブ地域の他の国々へのハザードマップ・コミュニティ防災計画普及のためのセミ

ナー、プロジェクト完了セミナー 

4） JICA 持続性評価ミッションの派遣 

早期警報システムに関しては、観測地点の情報が自動的かつ即時に防災管理機関に届く

ようにするなど、さらなる充実の必要性が認められた。 

 
 

2-5 評価結果 

 
2-5.1 評価 5 項目による分析 

 
2-5.1.1 妥当性 

以下のような理由により、本プロジェクトの妥当性は「やや高い」と評価する。 

・必要性 

本プロジェクト終了時評価報告書には、2004 年 9 月のハリケーン・アイバン、同 11 月

のバルバドス洪水被災、2005 年 1 月のガイアナ洪水被災が、カリブ地域に洪水被害対策の

必要性の認識を高めたとあり、『包括的災害管理（CDM）：2007～2012 年戦略及びプログ

ラム・フレームワーク』にも同様の認識が示されている。したがって、洪水被害の危険性

はプロジェクト終了時点においても、当該地域で引き続き高かったことが確認できる。 
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また、CDERA はプロジェクト実施当時、緊急対応調整機関から、総合的な災害管理機関

へと移行を始めたところであったことが、プロジェクトの各種評価調査報告書、本事後調

査中の CDERA 幹部へのインタビューの中でも言及され、プロジェクトが時宜を得たもの

であったことが確認された。技術面でも、例えばバルバドスの NT である DEM（旧 CERO）

へのインタビューで、非常に未熟であった技術者のレベルが、プロジェクトの技術移転に

より大きく向上したことが紹介され、援助の必要性が高かったことが窺えた。 

コミュニティ防災計画に関しては、本プロジェクト実施協議報告書（2002 年 4 月）に、

「国家防災計画がまだまとまっていない国もあり、地区レベルの防災計画をもつ国はまだ

少ないと考えられる」と記載されており、本事後評価調査の現地での聞き取りを通じても、

コミュニティ防災計画は本案件の実施を通じて初めて導入された手法であったことが確認

され、プロジェクトによるコミュニティ組織への技術移転の必要性は高かったと言える。 

・優先度 

2001 年に CARICOM が策定したカリブ地域の「包括的災害管理（CDM）」は、プロジェ

クトが終了した 2005 年 7 月時点でも有効であり、その施策に沿って計画された本プロジェ

クトは終了時点に至るまで引き続きカリブ諸国の災害対策に関する政策に合致していたと

言える。さらに、2005 年 1 月に神戸で開催された「国連防災世界会議」において、CARICOM
が表明した「2005～2015 年地域プログラム・フレームワーク」には、ハザードマップ作り

とコミュニティ防災計画への優先的な取り組みが明記され、本プロジェクトがカリブ地域

の防災政策に合致することが一層明確になった。 

終了時評価報告書にも見られるとおり、2004 年 1 月付けの JICA「CARICOM の概要及

び協力の重点」に、「自然災害・環境保全」が挙げられており、かつ 2005 年 1 月の「国連

防災世界会議」（神戸）で日本国政府が、地震や洪水など自然災害への対応に豊富なノウハ

ウを持つ日本の経験や技術を活用し、ODA を通じた各国の防災対策支援を実施することを

表明しているため、我が国の援助方針との整合性は高いと言える。 

・手段としての適切性 

本案件では、洪水ハザードマップの作成と、そこに記載された情報等をもとに、事前対

策、災害発生時の対処、事後の復旧作業等を定めたコミュニティ防災計画の策定を通じ、

被災の危険性がある地域の住民の災害被害の軽減をめざすというアプローチが採用された。

プロジェクト目標の「体制確立」、及び上位目標である、「地域内諸国での同様のプロジェ

クトの実施」は、内的整合性の観点から見て、計画通りに実施されれば、開発課題である

「災害被害の軽減」（スーパーゴール）に資するものであることは明らかである。こうした

アプローチは、中間評価時の PDM 見直しにより、一層明確なものとなった。 

終了時評価報告書には、CDERA を中心に災害管理が行われることは間違いないとの記述

が見られる。「包括的災害管理（CDM)」においても CDERA の調整機関としての役割が明

記されており、カリブ地域全体を対象とする広域案件を実施するためには、CDERA をカウ

ンターパートとすることが、大変妥当であったと言える。ただし、CDERA 職員が他ドナー

の案件等に時間を割かれ、本案件に係る業務に支障が生じたとの記載を考慮すれば、

CDERA が調整機関である点、ドナーからの資金により運営経費の大半を賄っている点等、
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特殊要因を十分に加味した上で、本案件におけるカウンターパートの位置づけを定義付け

る必要性があったと考えられる。また、技術活動のカウンターパートとして、UWI や CIMH
を加えたことは、合理的でありかつ必要性も高いものであったことが、終了時評価報告書

等からも明らかである。さらに、広域案件として、3 ヵ国をパイロット地域とし、将来的に

は他国への同様のプロジェクトの普及を目指したことを考慮すれば、各国の災害対策機関

（NTs）をプロジェクトの運営体制に組み入れたことも、合理的であったと言える。 

我が国には洪水ハザードマップ作成、これを活用した市町村レベルでの災害管理計画の

策定について、技術的な蓄積があり、その上、他ドナー（カナダ政府、オーストラリア政

府、EU 等）の災害対策プロジェクトには、洪水ハザードマップ作成とそれを用いたコミュ

ニティ防災計画策定に重点を置いたものは見られないことから、当該分野で技術的な優位

性が高い日本が本プロジェクトを行うことは、ODA 事業として意義が高かったと言える。 

しかしながら、プロジェクト目標の達成（すなわち「体制の確立」）が上位目標の実現に

つながるために必要な、JICA 以外からの継続的な資金調達という課題が未解決であること

は、プロジェクト実施期間中にも明白であった。その上で、この課題を克服できるめどが

立っていないところに、「体制確立」による「対象国以外での同様案件の実施」という本プ

ロジェクトが採用したアプローチの実現可能性に関する脆弱性が残されたままであった。 

さらに、コミュニティの一層の参画を求める記述は、終了時評価報告書にも見受けられ

るが、上述のとおり、事後評価調査において、洪水ハザードマップやコミュニティ防災計

画が十分に活用されていない状態が確認された。こうした事実に加え、PDM 等に見られる

プロジェクト計画を見る限り、プロジェクト設計および実施の段階において、コミュニテ

ィの住民がハザードマップや防災計画を活用するようになるための有効な方策が、十分に

考慮されていなかったのではないかと判断せざるを得ない。 

 
2-5.1.2 有効性 

以下のような理由により、本プロジェクトの有効性は「高い」と評価する。 

・プロジェクト目標の達成状況 

「2-4.1 プロジェクト目標の達成状況」で述べたとおり、本案件のプロジェクト目標は

概ね達成されたと判断される。 

・アウトプットとプロジェクト目標との因果関係（外部条件の検証を含む） 

本プロジェクトのPDMで示された4つのアウトプット、すなわち「事業実施組織の確立」、

「パイロット・サイトにおける洪水ハザードマップとコミュニティ防災計画の策定」、「RT
へのノウハウの蓄積」、「CDERA の災害情報発信基地・防災調整機関としての役割増大」が、

プロジェクト目標の達成をもたらしたことは、プロジェクト目標に係る指標が組織体制の

機能、移転技術の定着、リソースの継続的提供を用いていることから、論理的に整合性が

ある。また、本事後評価の現地調査における CDERA へのインタビューの中で、本プロジ

ェクトが実施されるまでは CDERA と UWI、CIMH との協力関係は、CDERA の責務とし

て期待されていたものの、実際は非常に名目的かつ希薄なものであったが、プロジェクト
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の実施が実質的な協力体制を構築する触媒の役割を果たしたとの指摘がなされた。 

PDM のアウトプットに関する外部条件として、「技術移転を受けた C/P が CDERA 及び

RT に留まる」と設定されている。この外部条件のプロジェクト目標達成度への影響につい

ては、終了時評価調査報告書の「投入の実績」に見られるカウンターパートの配置の記録

から、本プロジェクトで技術移転を受けた主なカウンターパートの全てが、実施期間中は

プロジェクトに関与し続けたことが確認されることから、人事異動の影響は受けなかった

ものと判断される。 

 
2-5.1.3 効率性 

以下のような理由により、本プロジェクトの効率性は「やや高い」と評価する。 

・アウトプットの産出状況 

事業実施のための組織はほぼ確立された。終了時評価実施時点で、事業完了までに締結

することが求められていたトリニダード･トバゴとのプロジェクト実施に係る Agreement
は、事業完了時に至るまで未締結であったが、チーフアドバイザーによれば、未締結が実

質的な事業執行を妨げる要因にはならなかった。JICA の二国間協力のスキームを用いて、

広域案件を実施することにより生ずる問題点が、当初より指摘されていたが、未解決のま

ま事業終了に至った。問題点の中には、提供機材の公式な所属先は R/D 締結相手であるバ

ルバドス政府になるが、国際機関である CDERA や他のパイロット事業実施国で管理され

ている等の問題も含まれた。 

プロジェクト期間内に、ハザードマップとコミュニティ防災計画、それぞれの策定マニ

ュアルが完成されたことを、成果品を見ることにより確認した。コミュニティ防災計画の

一部でもある警報システムのプロジェクト期間内の設置が、終了時評価報告書の中で期待

されており、現地調査を行ったバルバドス国においては、その設置が確認された。終了時

評価報告書はさらに、データ解析に関してさらなる助言が必要な点を指摘している。 

CDERA はプロジェクト実施期間中に組織改革が進められ、災害予防を重視し「総合防災」

「コミュニティ防災」といったアプローチを取るようになった。この方針により情報発信

機能の強化が重要視され、国際的な災害情報スタンダードによるデータベース化を計画す

るに至った。プロジェクトでは、そのための指導を行う短期専門家を派遣した。 

・投入及び活動とアウトプットの因果関係（外部条件の検証を含む） 

終了時評価報告書に示された投入及び活動実績と、生み出されたアウトプットとの間の

論理的な関連性は、PDM によって規定されたとおり明確であり、投入された資源及び活動

の結果によって、プロジェクトのアウトプットが生み出されたと言える。終了時評価報告

書によれば、全ての投入は十分に活用され成果の発現に貢献した。本事後評価調査におい

て、それを否定し得る事実は見受けられなかった。 

終了時評価報告書はまた、専門知識と経験を有した UWI 及び CIMH を技術活動のカウ

ンターパート（RT メンバー）として配置したことが、技術移転を容易にした要因として挙

げている。また外部要因として、2004 年 9 月のハリケーン・アイバン、11 月のバルバドス
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洪水被災、2005 年 1 月のガイアナ洪水被災が、結果的に災害対策の必要性の認識を高めた

ことも挙げられている。また、日本でのカウンターパート研修へ参加したことで、プロジ

ェクトへの参加意欲が飛躍的に向上したことが記載されているが、本事後調査でのインタ

ビューでも、そうした事実が確認され、参加意欲の高まりがプロジェクトの実施プロセス

の効率性を向上させるのに役立ったと考えられる。 

終了時評価報告書には、実施プロセスを阻害した要因として以下の 4 点が挙げられてい

る。すなわち、「広域案件を JICA の二国間協力の枠組みで実施したこと」「CDERA に専任

スタッフが配置されず業務が遅延しがちであったこと」「RT のメンバーが多忙で対応に遅

れがあったこと」「カリブ地域の特性、特に工程に対する認識の違いが十分考慮されなかっ

たこと」の 4 点である。本事後評価調査での CDERA へのインタビューでも、日本と

CARICOM との包括的な合意によって、各々のパイロット事業対象国との手続きを省略す

れば、効率性は高まったはずであるとの指摘があった。また、プロジェクト当初における

事業内容や方法論に関する相互理解が十分でなかったことも、阻害要因として指摘された。

CDERA の専任スタッフについては、プロジェクト予算の中からスタッフの雇用費を捻出す

る CDERA の組織的な性質上、カウンターパートの人件費を負担しない JICA の技術協力

プロジェクトの制約下では、配属は極めて困難であることも終了時評価報告書等で指摘さ

れている。終了時評価では「専任スタッフのアサインは必要不可欠」としているが、その

解決策は十分に示されていない。 

・タイミング 

本事後評価調査中にカウンターパート側から指摘された日本側専門家の投入に関する評

価は、終了時評価報告書に記載されたものとほぼ同様であった。すなわち、専門家の投入

を全体的に非常に高く評価しているが、地域（コミュニティ）防災計画専門家の任期が、

プロジェクトの中心的な活動の一つであったにもかかわらず、1 年交替で非効率的であった

点、一部の専門家の語学力が不十分で、せっかくの高い技術を十分に修得できなかった点

が、問題点として指摘された。なお、終了時評価報告書には、その他に短期専門家の任期

が短く十分な技術移転を受けられない場合があったことも指摘されている。 

終了時評価報告書には、提供機材は質･量ともに適切であり十分に活用され、各機関によ

り適切に維持管理されているが、JICA の調達手続きや相手国の通関手続きに起因する、投

入のタイミングに問題があり、プロジェクトの遅延を招いたと記載されている。本事後評

価調査においては、機材の投入に対する高い評価の声は聞かれたものの、特にタイミング

の遅れに関する言及はなかった。また、バルバドスのパイロット事業対象地に設置された

水文観測機器は、2004 年 11 月の洪水時に流失しており新規設置の必要性が終了時評価報

告書に見られるが、本事後評価調査では、流失した機器の変わりに簡易な水位計が、バル

バドス政府の独自予算で設置されたことが確認された。 

日本へのカウンターパート研修に対しては、終了時評価報告書に見られるとおり、参加

者から高い評価の声が、本事後評価調査においても聞かれた。タイミングについての記載

は報告書等には見られず、現地調査においても問題視する意見は聞かれなかった。 
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・コスト 

終了時評価報告書では、欧米のドナーが費用を負担してローカルコンサルタントに事業

実施を委託する場合と比較して、JICA の技術協力プロジェクトは、多額の費用がかかるも

のの、人材育成を主目的とした場合には、そうした手法が有効であると判断されたと記さ

れている。本事後評価調査における CDERA へのインタビューでも、「JICA の支援は魚を

与えるのではなく魚の釣り方を教えてくれた」との比喩により、人材育成を中核に据えた

JICA の手法を高く評価する意見が述べられた。単純な比較は決してできないが、2006～
2012 年の 6 年間で、本プロジェクトと同様にカリブ地域の 3 ヵ国にあるコミュニティをパ

イロットサイトとし、各国の総合水資源管理能力向上をめざして、カナダ国際開発庁

（CIDA）の支援により実施される「カリブ地域水イニシアティブ（CARIWIN）」というプ

ロジェクトの総予算額は$2,293,000 と公表されている（CARIWIN Annual Progress 
Report for the period September 19, 2006 to March 31, 2007, http://www.mcgill.ca/files/ 
cariwin/2006-07_CARIWIN_Annual_Progress_Report.pdf）。本プロジェクトの経費の合

計額は約 5.31 億円であった。 

その他、調査・研究に多くの費用を費やしたが、これは将来の洪水ハザードマップ作成

とコミュニティ防災計画策定のカリブ地域全体への拡大を狙って実施されたもので、自立

発展性の観点から非常に有効であったと記載されている。実施された調査・研究は次のと

おりであり、CDERA のドキュメンテーションの中に位置づけられていることが、本事後評

価調査でも明らかになった。 

1. Study on Flood Mitigation Works for the CADM Pilot Area of Speightstown: 
Non-Structural Measures 

2. Status of Hazard Maps, Vulnerability Assessments and Digital Maps in the 
Caribbean 

3. Study on Disaster Management Teaching and Research in Caribbean Tertiary 
Institutions 

4. Study on Relationship among Disaster, Development and Poverty in the Caribbean 
5. Study on Behaviour of Residents in Flood Prone Areas in relation to Emergency 

Situations 
6. Inventory of Disaster Early Warning Systems in the Caribbean 

これらの成果は、今年より予定されている本プロジェクト・フェーズ 2 でも有効に活用

される予定であることが、JICA の専門家及び担当者より表明されており、PDM 上に記載

された活動ではないものの、プロジェクト目標である「ハザードマップ及びコミュニティ

防災計画策定体制確立」の一部をなすものと判断できる。 

 
2-5.1.4 インパクト 

以下のような理由により、本プロジェクトのインパクトはいくつか見受けられるものの、

いまだ限定的であると評価される。 
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・上位目標及びスーパーゴールの達成度 

「2-4.2 上位目標及びスーパーゴールの達成状況」で述べたとおり、本プロジェクトの

上位目標及びスーパーゴールの達成度は、現状では限定的なものに留まっている。 

・プロジェクトとの因果関係（外部条件の検証を含む） 

本プロジェクトのフェーズ 2 は、フェーズ 1 の実績の上に積み上げる形でデザインされ

ているので、プロジェクトで確立された体制が、同様のプロジェクトの実施を可能にした

と言える。ただし、事後評価調査実施時点では、フェーズ 2 は開始されておらず、また他

のプロジェクトも行われていない。終了時評価時点でも、同様のプロジェクトを行う際に

は、資金面での手当てが障壁になることが認識されていたが、現在予定されているフェー

ズ 2 により、再度日本からの投入を行うこととなった。本プロジェクト・フェーズ 2 の JICA
担当者によれば、JICA の支援によるフェーズ 2 の必要性が認識されたのは、2004～2005
年に相次いでカリブ地域を襲った水害により、災害対策の危急性についての認識が高まり、

自立的に後継プロジェクトが生まれるのを待つことが適当でないと判断されたためだとの

ことである。 

PDM にはプロジェクト目標から上位目標へつながる際の外部条件として、「CDERA が

加盟国の災害管理機関として重要な役割を果たす」が設定されている。例えば、UWI がハ

ザードマップの普及を検討する際に、ドナーからの支援の可能性に関する助言を与えるな

ど、CDERA は「緊急時の対応」以上の機能を果たすようになってきていることは確かであ

る。しかしながら、プロジェクトそのものが CDERA の機能強化を支援したのであるから、

この条項が外部条件であるかは疑問である。 

・波及効果（上位目標以外の正負のインパクト） 

バルバドスでは、ホールタウンとコンスティテューション川流域の２ヵ所で、必要なデ

ータの収集や予算折衝等、ハザードマップ作成の準備が進められている。トリニダード･ト

バゴでは、セントジョゼフ川流域やカロニ州を含む 3～4 ヵ所でハザードマップ作成が行わ

れた。これらの財源はいずれも自国政府の予算による。また、トリニダード・トバゴでは

コミュニティ・レベルの関与も良好に進められているとのことである。また、ハザードマ

ップはバルバドス及びトリニダード・トバゴにおいて、開発計画づくりや保険会社からの

照会など、災害管理部門以外の分野でも、共有されていることが、NT 関係者のインタビュ

ーにより確認された。 

予期されなかったインパクトとして、CDERA が指摘したのは、プロジェクトに RT とし

て参加した各大学や研究機関において、災害管理に関するさまざまな講座の開講等が行わ

れたことである。それらは次のとおりである。 

UWI（ジャマイカ）： MSc. Disaster Management 
Online Diploma in Disaster Management 

 Disaster Management Course at Undergraduate level  
to include CDP 

CIMH： Short Course in Flood Analysis 
 Diploma in Hydrology 
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 Introduction to Flood Analysis in Technicians’ Course 
 UWI/CERMES Natural resources and Environmental 

Management - Flood Analysis in Meteorological Impact Course 
 高校生に対する災害管理の出張授業 
UWI（トリニダード）： Flood Hazard Mapping の Engineering Curriculum への組入れ 
 Graduate Research 
 Undergraduate Programme 
 教材作成・政府機関との協力 

その他のインパクトとして、カナダ国際開発庁（CIDA）の支援による「カリブ地域水イ

ニシアティブ（CARIWIN）」には、本プロジェクトが導入した「高度な科学技術とコミュ

ニティでの実践の連動」という考え方が生かされていると、CIMH の職員へのインタビュ

ーで述べられた。同様の内容のインパクトは、バルバドスやトリニダード･トバゴの NT の

職員も述べており、本プロジェクトの重要なインパクトのひとつであると位置づけられる。 

 
2-5.1.5 自立発展性 

以下のような理由により、本プロジェクトの自立発展性は、いくつかの課題が解決され

れば確保されるという「不確実性が高い」ものであると評価される。 

・政策／制度面 

CDERA は、2009 年 9 月までに CDEMA（Caribbean Disaster Emergency Management 
Agency）に改組され、総合災害管理機関としての役割が、一層明確になる。また、同時に

理事会には Technical Advisory Committee が付設され、UWI や CIMH など本プロジェク

トで RT と位置づけられた各研究・教育機関がその構成員となる予定である。したがって、

本プロジェクトによって確立された CDERA（新 CDEMA）、RT、NTs という体制は制度

的に恒久化されると言える。 

『包括的災害管理（CDM）：2007～2012 年戦略及びプログラム・フレームワーク』は、

2001 年作成の前版を、2006 年暮れから翌年にかけて改訂したもので、CDERA を含むカリ

ブ地域における防災政策として、現時点で 新かつ有効なものである。そこに示された「成

果指標 4：CDERA 加盟国・地域におけるコミュニティの抵抗力を高め、気候変動や災害に

よる負の影響を軽減し対処できるようにすること」を達成するために必要なアウトプット

として、ハザードマップの普及やコミュニティ・レベルでの防災対策の必要性が述べられ

ている。したがって、カリブ地域における災害管理をめぐる政策的な環境は、本プロジェ

クトの効果の自立発展性を高めるのに有益であると判断できる。 

・組織／財政面 

プロジェクトで確立された組織間の関係は、次のとおりいくつかの階層に分けて見る必

要がある。 

1） CDERA-RT：CDERA のスタッフが「本プロジェクトが触媒となって確立した」と述

べる CDERA と研究・教育機関（CIMH や UWI）との関係は、その後もさまざまな事
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業を通じて恒常化しており、上述の CDEMA への改組により、その協力関係は一層強

化されることが期待できる。 

2） RT-NTs：CDERA でのインタビューによれば、事業終了後 2 年間程は非常に緊密に連

絡を取り合っていたが、現在は「必要に応じて」というレベルになっている。NTs や

RT の証言からも同様な答えが返ってきており、RT が技術的支援の提供者という位置づ

けであるゆえ、NT が支援を必要とする際には、いつでも要請ができる良好な関係が維

持されていると言える。また、国によっても強弱があり、一般的な傾向としてバルバド

スの NT は同国内にある CIMH と、トリニダード・トバゴの NT は同国内にある UWI
との連携が密である。セントビンセントは NT のあらゆる面での資源不足により、RT
との関係も途切れがちだという。 

3） 3）CDERA－NTs：元々CDERA の理事会は各国の災害対策機関の代表者により理事会

が構成されているということもあり、CDERA と NT との関係は組織上恒久的なもので

ある。それに加えて、プロジェクトで形成された人間関係により、各国 NT の実務担当

者と CDERA の事務局職員との間のコミュニケーションは、非常にスムーズになった。 

・技術面 

CDERA も RT も、パイロット事業の行われたコミュニティに対する継続的なモニタリン

グは行っておらず、NT からの要請に応じて技術的・行政的助言を与えるというスタンスで

ある。水文学、洪水解析、GIS、ハザードマップ作成に係る RT の技術者らは、プロジェク

ト終了後も同じ機関において研究・教育活動を続けており、移転された技術は定着してい

る。また、それぞれが教育機関であるため、授業やその他の講座を通じて、移転された技

術が学生や公務員等に普及しつつある。ただし、各国の NT の技術レベルは大きく異なる。

バルバドスでは、NT がハザードマップを作成する場合には、簡便なものにならざるを得な

いと、NT の技術者が語っている。しかしながら、彼の認識によれば、必ずしも RT が作成

したような科学的分析に基づく精巧なものはなくても住民の被害軽減という目的は果たせ

るとのことであった。 

コミュニティ防災計画の技術的カウンターパートであった UWI（ジャマイカ）の RT メ

ンバーは、2008 年末にカナダの大学に異動してしまい、その後継者についてはまだ目処が

立っていない。コミュニティ・レベルでは、少なくとも実地調査を行ったバルバドスにお

いて、住民組織（ディストリクト緊急機関）がコミュニティ防災計画の策定に十分主体的

な参画をしておらず、また、2 年毎にディストリクト緊急機関の責任において計画を見直す

ことが定められているが、実行されていない。 

・社会／文化／環境面 

ハザードマップ及びコミュニティ防災計画の普及に際して考慮すべきこととして、他民

族・他宗教の混在しているコミュニティを対象とする際に、民族的・文化的配慮が必要で

あるという指摘が、CDERA、RT、NT のいずれに対するインタビューの中でも指摘された。

トリニダード・トバゴでは、住民間の文化的な相違がもとで、避難所（シェルター）や避

難経路が十分活用されなかったとの証言もあり、これらの設定などについて、文化的な違

いによる障害が発生しないような配慮が求められるということである。 
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2-5.2 貢献・阻害要因の分析 

 
2-5.2.1 プロジェクトの貢献要因 

・インパクト 

移転された技術がカリブ地域のニーズにふさわしいものであったことが、洪水ハザード

マップやコミュニティ防災計画のさらなる普及を可能にしつつある主要因である。また、

本事後評価調査における CDERA へのインタビューの中で、促進要因として次の点が指摘

された。すなわち「RT が NTs と協力する際に必要な資機材を提供した」「研究機関の知識

や技能を向上させた」「カリブ地域レベルの協力のみではなくそれを具体的なローカル・ニ

ーズに対応する実践活動に結びつけた」、という点である。 

・自立発展性 

CDERA へのインタビューの中で、「カリブ地域で CDERA と研究機関の協働の必要性が

認識されたところであり、時宜を得たものであった」と指摘された。そのために、上述の

とおり CDEMA の設立など、本プロジェクトを通じて確立した体制を継続的なものとする

方策が打ち出されている。また、自然災害が繰り返されることにより、人々が常に防災対

策の必要性を認識していることも促進要因のひとつであるという。技術援助の結果を受益

国（地域）の人々自身の手による実践に結びつけるという、人材育成を中核に据えた日本

の援助方針を、カウンターパートが理解し高く評価したことも、促進要因であったと考え

られる。  

2-5.2.2 プロジェクトの阻害要因 

・インパクト 

洪水ハザードマップとコミュニティ防災計画の大規模な普及を阻害する主な要因は、継

続的な資金の確保がなされていないことである。CDERA は資金供給団体ではなく、主にプ

ロジェクトの予算により支えられている調整機関であるため、外部の援助なしで CDERA
が自主財源を確保できると考えるのは現実的でない。パイロット事業対象 3 ヵ国以外への、

ハザードマップとコミュニティ防災計画の普及を可能にする適切な方法を追求する必要が

ある。 

また、ある意味では時間の制約のせいであるかもしれないが、プロジェクトの成果がコ

ミュニティにまで十分に及んでいないことが見受けられた。例えばバルバドスでは、コミ

ュニティ・レベルでハザードマップやコミュニティ防災計画は適切に使用されておらず、

これはプロジェクトの設計段階において、コミュニティを参画させる方策が十分に組み入

れられていなかったことが、その理由かと考えられる。加えて、コミュニティ防災計画に

関する日本人専門家が 1 年ごとに交代したことも、コミュニティ防災計画により本来期待

できる成果が十分に発揮されなかったことの一因であると、CDERA 幹部等から指摘された。 

・自立発展性 

本プロジェクトでは、確立された体制の自立的な発展が主要なインパクトとして期待さ

れていたため、自立発展性に関する阻害要因も上記と同様である。 
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・その他 

各国の NTs の間には、プロジェクト開始前及び完了時に至るまで、保有する技術力や資

源に大きな差があった。したがって、ハザードマップとコミュニティ防災計画策定体制の

確立というプロジェクト目標達成のためには、ぞれぞれの援助ニーズの差異に応じた技術

移転が行われるべきであったが、プロジェクト期間の制約並びに NTs への技術移転をアウ

トプットに含めていないというプロジェクト・デザインの制約等により、各国 NTs への技

術移転が十分行われるに至らなかった可能性がある。 

 
2-5.3 結論 

本案件はプロジェクト目標達成に向けて効果的に実施された。CDERA、RT、NTs とい

ったプロジェクト関係者の間に、洪水ハザードマップ及びコミュニティ防災計画の策定に

必要な、密接な協力関係が築かれるとともに、それぞれの機関が技術的・業務管理的な専

門性を獲得した。プロジェクトを通じて確立された体制により、洪水ハザードマップ及び

コミュニティ防災計画の普及に貢献することができ、その体制は運用可能なかたちで維持

されている。しかしながら、現時点ではプロジェクトがもたらしたインパクトはあまり大

きなものとは言えず、この体制が十分に機能するためには、コミュニティを参画させる方

策の確立や財政面での困難を解決することが不可欠である。体制が持続可能な形で発展し、

大きなインパクトをもたらすためには、さらなる支援を必要としていると考えられる。 

 
 

2-6 提言と教訓 

 
2-6.1 提言 

本事後評価調査の結果、以下のように提言する。 
1） CDERA は、本プロジェクトのアプローチが、総合災害管理（CDM）戦略の成果指標 4

（コミュニティの災害への抵抗力の向上）の達成に寄与する有効な手段であることを再

確認し、新たに設立される CDEMA の枠組みの下で、各国の成果指標達成状況を評価

しその促進を支援するために、適切なモニタリング・システムを構築すべきである。 

2） CDERA は、洪水ハザードマップとコミュニティ防災計画のカリブ地域全体への普及を

めざし、JICA からの資金援助以外にも、他ドナーの支援や加盟各国政府の予算配分な

ど、さらなる財源の獲得に向けた努力を継続すべきである。 

3） CDERA と JICA は、科学的な根拠に基づいて本プロジェクトのアプローチが持つ有効

性を示すことで、国際社会や CDERA 加盟各国が同様のアプローチを採用するよう促し

ていくべきである。 

4） RT と NT は、それぞれの機関の内外に渡り、移転された技術や知識をさらに多くの専

門家や技術者に伝え、関係者の人事異動によって洪水ハザードマップやコミュニティ防

災計画の普及が不可能になるようなことのないようにすべきである。 
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5） DEM を初めとするバルバドスの NT メンバーは、プロジェクトの成果が実際に災害の

軽減に役立つよう、住民に対する洪水ハザードマップ及びコミュニティ防災計画の広報、

それらの定期的見直し・印刷・配布、降雨量計測者の増加及び予行演習を通じた早期警

報システムの向上など、コミュニティ・レベルの活動に一層の力を注ぐべきである。 

6） RT と NT は、コミュニティ防災計画を策定する際には、地域住民だけでなく、自然災

害によって被害を受ける可能性のある、域内の学校へ通う児童生徒、域内の商工業に従

事する人々、旅行者など、非住民にも一層の配慮を行うべきである。 

 
2-6.2 教訓 

本事後評価調査の結果、本プロジェクトにより以下のような教訓が得られた。 

1） カリブ地域のように、小国が集まり同様の課題を共有している地域においては、広域協

力の手法を用いることにより、異なる国々に散在する資源を共有することができるため、

複数の国に少ない投資でより大きな成果を得ることができる。しかしながら、その枠組

みに参加する国々の間には、援助活動が拠って立つところの、技術面、業務管理面、財

務面での基盤に大きな差異のある場合がある。広域協力を行う際には、それぞれの参加

国が十分な成果を収めるために、そうした違いに細心の留意が必要である。実績の上が

らない国に、より集中的な支援を行うことで、そうした差異を縮小することができると

思われる。 

2） CDERA のような政府間機関をカウンターパートとして、広域協力プロジェクトを行う

際には、事業実施体制を構築して少数の国でパイロット事業を行うのみでは、地域内の

他の国々にまで無条件に技術移転が行われていくことにはならない。そのような意味か

ら、事業実施体制のみならず、域内各国への普及が実現するために必要な条件の整備を、

プロジェクト活動を通じて行う必要がある。そのためには、二国間協力の方法論に囚わ

れない、広域協力に適した新しい枠組みも必要である。既存の枠組みで考えれば、JICA
の「第三国研修」や「南南協力」のスキーム、外務省の「信託基金」の手法なども、技

術協力プロジェクトのフォローアップを行うために、有効な手段となり得る可能性があ

る。 

3） 本プロジェクトでは、バルバドスのスパイツタウンで、ハザードマップが住民に十分活

用されていなかった例が見られた。このような例を避け、プロジェクトの成果が 終受

益者にとって十分な便益を生み出すためには、プロジェクトを設計する段階から、どの

ようにしたら便益を 終受益者に届けることができるかという方策を計画に組入れ、そ

れを実際に実施しなければならない。さらに、パイロット事業対象地のみならず、国内

の他地域にも便益を普及する手段の構築も、考慮に入れた案件形成が求められる。特に、

本プロジェクトのように、地域レベル、国レベル、コミュニティ・レベルの関係者が段

階的に関与しているような、複数の階層に分かれた構造を持つ協力事業においては、上

位レベルから下位レベルへと支援の効果が伝わりかつ広がるよう、一層の配慮が必要で

ある。 

 




