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事後評価調査結果要約表 
 

外部評価者：（株）コーエイ総合研究所 宮川眞木・奥川浩士 
１. 案件の概要 
国名：バルバドス国（他に事業実施国としてト
リニダード・トバゴ国、セントビンセント・グ
レナディーンズ国） 

案件名：カリブ災害管理プロジェクト 

分野：河川・砂防 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：社会開発協力部社会開発協力第二課
（現：地球環境部水資源・防災グループ防災第
2 課） 

協力金額：5.31 億円 
 

先方関係機関：カリブ災害緊急対策機関
（CDERA）、西インド諸島大学（トリニダー
ド・トバゴ校及びジャマイカ校）、カリブ水文
気象研究所（CIMH）、中央緊急援助機関
（CERO：バルバドス）、国家緊急管理局
（NEMA：トリニダード・トバゴ）、国家緊急
管理組織（NEMO：セントビンセント・グレ
ナディーンズ） 

 
 
協力期間 

2002 年 8 月～2006 年 3 月 
（3 年 8 ヵ月間） 

日本側協力機関：国土交通省、総務省消防庁、
北九州市、アジア防災センター、台風委員会

他の関連協力：特になし 
 
１-１ 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易

い。このため域内諸国はカリブ共同体（CARICOM）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（Caribbean Disaster Emergency Response 
Agency：CDERA）を設立した。CDERA はカリブ地域の 16 ヵ国が加盟する政府間組織で、
理事会は各国の防災担当機関の代表者で構成され、事務局をバルバドス国内に置いている。
1990 年代後半、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が、そのための人的資源、
機材並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状況であった。 
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我が国に要請された。当初、プロジェクト期
間は 2002 年 8 月 1 日～2005 年 7 月 31 日であったが、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。よって、当事後評価は延長後のプロジェクト期間（3
年 8 ヵ月）を調査対象とした。 
 
１-２ 協力内容 
洪水の危険性の高いコミュニティでの被害軽減策として、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カリブ地域での確立を目指した。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
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）、そして各国の災害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、機材供与等が行われた。プロジェクト終了後に、確
立された体制が活用され、カリブ地域内各国において自立的に同様な事業が展開されること
を目指したのである。 
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（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。 
（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）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。 
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
４）が蓄積される。 
５）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（プロジェクト終了時） 
 日本側： 
  長期専門家派遣 6 名  機材供与 0.74 億円 
  短期専門家派遣 16 名  ローカルコスト負担 0.95 億円 
  研修員受入 19 名 0.17 億円 その他 0.00 億円 総額 5.31 億円

（ローカルコストについては、終了時評価報告書に記載された 84.5 万ドルにプロジェ

クト期間中の平均為替レートである 1 ドル＝112.9 円を乗じた金額を記載した。） 
 相手国側： 
  カウンターパート配置 CDERA 7 名、RT 5 名、その他ナショナルチーム 
  機材購入      なし  土地・施設提供 日本人専門家用事務所及び設備 
  ローカルコスト負担 なし  その他     なし 
２. 評価調査団の概要 
 調査者 （担当分野：氏名、所属先、職位） 

総括／評価設計監理：宮川眞木（コーエイ総合研究所 コンサルティング 
第 2 部課長） 
防災協力評価：奥川浩士（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） 

調査期間  2009 年 1 月 10 日〜2009 年 1 月 27 日 評価種類：事後評価 
３．実績の確認 
３-１ プロジェクト目標の状況 

CDERA、RT、NT による事業実施体制は確立され、その業務役割も明確に認識されており、
ハザードマップ及びコミュニティ防災計画は適切に策定可能であるため、プロジェクト目標
はほぼ達成されたと言える。RT のメンバーは必要なノウハウを身に付けており、NT からの
要求に応じ常に技術支援を行うことができる。必要なリソースのひとつである水文・気象デ
ータ提供の不足が終了時評価報告書で指摘されているが、洪水解析専門家の派遣などにより
プロジェクト延長期間において改善が見られたものの、引き続き長期にわたる計測が必要と
されるなど、課題として残されている点もある。 
 
３-２ 上位目標の達成状況 
プロジェクトは、3 つのパイロット対象国以外の国々で、同様のプロジェクトが実施され

ることを目指した。構築された体制が自立発展的に機能するためには、恒常的な資金調達が
必要であるが、そのめどをプロジェクト期間中に立てることはできなかった。ジャマイカ、
グレナダ、セントルシア、ベリーズでもハザードマップが作成されるなど、本プロジェクト
のアプローチは広がりを見せており、他の二国間及び多国間ドナーが関心を示しているもの
の、フェーズ 2 が 2009 年 2 月に開始されることとなった他は、現状において「同様のプロジ
ェクト」は他に行われていない。 

3.45 億円
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３-３ 終了時評価での提言の活用状況 
終了時評価（2005 年 2 月～3 月）では、①自立発展計画（Sustainability Plan）の完成、②洪

水ハザードマップの関連機関との共有、③ハザードマップとコミュニティ防災計画の円滑か
つ有効な普及のための継続活動、の 3 点が提言された。CDERA はプロジェクト終了時まで
に自立発展計画を完成させたが、その性質は、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 の確約というよりも、むしろ国際社会から
の新たな支援を含む、新規事業の提案書であった。ハザードマップは、開発計画づくりや保
険会社からの照会、家屋建築の際の確認など、災害管理部門以外でも共有されている。水文・
気象観測データの収集解析体制強化、技術研修（GIS、洪水解析、ハザードマップ、CDMP）
などは、終了時評価時からプロジェクト延長期間にかけて実施された。 

 
４. 評価結果の概要 
４-１ 評価結果の要約 
（１）妥当性 
「やや高い」。洪水の危険性はカリブ地域共通の課題であり、さらに 2004 年～2005 年の度

重なる洪水被害で、危険性軽減施策強化の必要性が強く認識された。日本は高度な技術と豊
富な経験を基に、災害管理に係る国際援助を行う政策を明示している。よって、地域のニー
ズ並びに日本国・カリブ諸国の優先政策との適合度は非常に高い。しかし、被害の軽減とい
う開発課題解決の手段としての適切性に関し、コミュニティの一層の参画や財政的制約の軽
減など、さらなる考慮が必要であると思われる。 
（２）有効性 
「高い」。上述のとおり、プロジェクト目標はほぼ達成された。プロジェクトのアウトプッ

トは目標の達成に効果的に貢献した。地域における組織体制の確立、技術的知識や技能の蓄
積、必要なリソースの継続的な提供は、すべてプロジェクトの実施によって実現し、洪水ハ
ザードマップとコミュニティ防災計画の策定体制の確立に貢献した。 
（３）効率性 

「やや高い」。プロジェクトに投入された人材及び資機材はすべて有効に活用され、実施さ
れた活動により成果は可能な限り高いものとなった。高い専門性を有した RT のメンバーが
加わったことにより、プロジェクトの効率性が非常に向上した。本邦研修がカリブ地域のカ
ウンターパートらの参加意識を大きく高めた。しかしながら、コミュニティ防災計画の日本
人専門家が毎年交替したり、CDERA に本案件の専任職員が任命されないなど、人事面での
課題が効率性を引き下げる要因となった。 
（４）インパクト 
「やや小さい」。他のいくつかの国における洪水ハザードマップ作成等が見受けられるもの

の、本案件のフェーズ 2 が、実質的には同様のプロジェクトを他の対象国で行う唯一の事例
である。洪水ハザードマップとコミュニティ防災計画の普及度合いについて、トリニダード・
トバゴで自主的な 3～4 ヵ所のマップが作成され、バルバドスの 2 ヵ所の新規対象地で、デー
タ収集等のマップ作成準備が進められている。想定外の効果として、西インド諸島大学や
CIMH で当該分野の講義が広がりを見せている。 
（５）自立発展性 
「不確実性が高い」。地域内の各機関の連携は保持されている。CDERA は「カリブ災害

緊急管理機関（Caribbean Disaster Emergency Management Agency：CDEMA）」へと移行中で、
地域的な災害管理戦略を公式に担うことになる。新 CDEMA には RT のメンバーを含む技
術諮問委員会（Technical Advisory Committee）が設置される。『包括的災害管理：2007～2012
年戦略とプログラム枠組み』には、「気象変化や災害の負の影響を軽減し、それらに対応す
るため、CDERA 加盟国または地域におけるコミュニティの耐性を高めること」（成果指標
4）を達成する方策として、本案件のアプローチが採用された。これらの状況すべてが、自
立発展性を支えるものであるが、構築された体制が自立的に発展するためには、財務的な
制約が大きな課題である。 
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４-２ プロジェクトの貢献要因 
（１）インパクト発現に貢献した要因 

移転技術のニーズに対する適切性が、ハザードマップやコミュニティ防災計画の普及を可
能にしつつある主要因である。また、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「RT と NTs が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」「地域レベルの協力のみではなく具体的なローカル・ニーズに対応する
実践活動に結びつけた」、という点が指摘された。 
（２）自立発展性に貢献した要因 
地域内で CDERA と研究機関の協力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。よって、CDEMA の設立など、プロジェクトで確立された体制を継続的なものと
する方策が打ち出されている。自然災害の繰り返しにより、常に防災対策の必要性が認識さ
れていることも促進要因のひとつである。自立発展性を重視し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。 
 
４-３ プロジェクトの阻害要因 
（１）インパクト発現を阻害した要因 
継続的な資金の確保がなされていないことが、主な阻害要因である。その背景には、上位

目標である「同様のプロジェクトの他国での実施」を実現するために必要不可欠な資金確保
の課題を、プロジェクト目標である「体制の確立」に含めず、プロジェクトの枠組みの中で
扱う課題としなかったことがあると考えられる。CDERA は資金供給団体ではなく、主にプ
ロジェクト予算により支えられている調整機関であるため、外部援助なしで自主財源を確保
できると考えるのは現実的でない。今後、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、時間の制約も影響していると思われるが、プロジェクトの効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。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入れられていなかったことが、その理由のひとつかと
考えられる。さらには、コミュニティ防災計画の日本人専門家が 1 年ごとに交代したことも、
成果が十分に発揮されなかったことの一因であると指摘された。 
（２）自立発展性を阻害した要因 
インパクト発言を阻害した要因と同様である。 

 
４-４ 結論 
本案件はプロジェクト目標達成に向けて有効に実施された。関係者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、財政面での困難の解決が不可欠である。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。 

 
４-５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
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。 
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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。 

５）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。 

 
４-６ 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） 
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。実績の挙がらない国に、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」のスキームや、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）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。 

 
 




