
評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：中米 6 カ国（コスタリカ、エル

サルバドル、グアテマラ、ホンジュラ

ス、ニカラグア、パナマ） 

案件名：中米広域防災能力向上プロジェクト”BOSAI” 

分野：防災 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部水資源・防災グ

ループ 

協力金額（中間レビュー時点）：約 2.6 億円 

先方関係機関： コスタリカ国家災害対策緊急委員会（CNE）、エ

ルサルバドル市民防災局（Civil Protection）、グアテマラ国家

防災調整局（CONRED）、ホンジュラス災害対策常設委員会

（COPECO）、ニカラグア国家防災機構（SINAPRED）、パナマ内務省

市民防災機構（SINAPROC）、中米防災センター（CEPREDENAC）調

整事務局 

日本側協力機関： 

 

協力期間 

(R/D)  

2007 年 5 月 30 日～ 

2012 年 5 月 29 日 

他の関連協力：課題別研修「中米防災対策」、メキシコ第三国研

修「市民安全と防災」、コスタリカ、エルサルバドル青年海外協

力隊員派遣（村落開発普及員）、「中米広域防災実施体制強化（広

域）」分野個別専門家派遣 

１－１ 協力の背景と概要 

 中米地域では、風水害、土砂災害、地震、火山災害など多様な自然災害のリスクを抱え、これら自然災

害による人的・経済的損失が同地域の開発にとって大きな阻害要因のひとつとなっている。 

かかる背景の下、中米各国は 2005 年に我が国に対し、コミュニティ、地方レベルの防災能力向上に重

点を置いた技術協力を要請してきた。要請を受け、JICA は 2006 年 9 月から 10 月にかけて事前調査を実施

して協力の基本計画づくりを行い、2007 年 4 月、5月に対象各国との討議議事録（R/D）の署名を経て 2007

年 5 月 30 日から 5年間の計画で中米広域防災能力向上プロジェクト”BOSAI”を開始した（開始当初は、

ニカラグアを除く 5カ国を対象とし、ニカラグアは 2008 年 12 月からプロジェクトに参加した）。 

 プロジェクトは、対象各国において、いくつかのコミュニティ及びコミュニティを管轄する地方自治体

（主として市レベル）を選定し、防災能力の向上を図るための様々なパイロット事業を中央レベルの国家

防災機関と協力して実施している。そしてこれらのパイロット事業の実施を通じて得られた知識・経験や、

パイロット事業のために導入・開発したコミュニティ防災の推進に役立つ技術、手法、教材等を、防災分

野の地域専門機関である CEPREDENAC の機構を通じて域内で交換・共有することにより、中米地域全体に

おけるコミュニティや地方自治体の防災力向上を目指している。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等が、中米域内の異なる地域間で共有され、活用される。

(2) プロジェクト目標 

対象コミュニティ及び対象自治体の防災能力が向上するとともに、各国防災関連機関、及びCEPREDENAC



調整事務局のコミュニティ防災を推進する能力が強化される。 

(3) 成果 

1 住民、住民組織及び自治体の協働により、対象コミュニティにおける防災体制が強化される。 

2 対象コミュニティにおける防災知識が向上する。 

3 防災の目標、施策、具体的活動などが対象自治体の計画に含まれるようになる。 

4 中米各国における国の防災関連機関および CEPREDENAC 調整事務局において、コミュニティ防災

を推進する能力が強化される。 

5 コミュニティ防災に係る情報、経験、手法を普及する体制が構築される。 

(4) 投入（中間レビュー時点） 

【日本側】総投入額：約 2.6 億円 

長期専門家 4 名  短期専門家 11 名  研修員受入 4 名 

機材供与 約 17 百万円   ローカルコスト負担他 約 1.2 億円（2009 年度の計画額含む） 

【中米側】 

カウンターパート配置 89 名  ローカルコスト負担（金額は特定できない） 

専門家事務所の提供（エルサルバドル） 

２．レビュー調査団の概要 

調査者 （担当分野：氏名 職位） 

【日本側】 

団長/総括：金子健二 JICA エルサルバドル事務所次長 

コミュニティ防災：小村隆史 富士常葉大学環境防災学部 准教授 

協力計画：佐藤一朗 JICA 地球環境部水資源・防災グループ防災第二課 

評価分析：西村善彦 ㈱シー・ディー・シー・インターナショナル 

通訳：前山真吾 ㈶日本国際協力センター（JICE） 

【中米側】 

団長／総括：Ivan Morales CEPREDENAC 調整事務局 事務局長 

評価分析： Vinicio Mendez  CEPREDENAC 調整事務局 土地利用管理コーディネーター 

調査期間 2010 年 2 月 15 日～2010 年 3 月 14 日 調査種類 中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標の達成度は中間点としては中程度であり、今後の活動により協力期間内の目標達成が

見込める。市レベル及びコミュニティレベルにおけるプロジェクト目標の達成度は比較的高いが、国レベ

ル及び中米地域レベルの達成度は高いとは言えない。従って、CEPREDENAC 調整事務局、及び各国の国家防

災機関の更なるコミュニティ防災推進能力の開発が求められる。 

（２）成果の達成状況 

・成果１の達成度は高い。対象コミュニティはコミュニティレベルでの防災対策のための基本的要件を概

ね満たしている。今後さらに、信頼できる災害警報をコミュニティがタイムリーに得ることができるよ

うにするための支援が求められる。 

・成果２の達成度は、現時点では高いと判断することはできない。対象コミュニティで防災意識向上・防

災教育活動が実施されているという記録は少ない。しかし、これは活動が実施されていないということ



を必ずしも意味しておらず、コミュニティレベルでの活動の文書化・報告が不足していることが原因で

ある可能性もある。 

・成果３の達成度は概ね高い。調査したほとんどの対象市において防災計画が備わっている。その多くは

市の計画の中に防災対策を組み込む仕組みを有しており、市から課題別研修「中米防災対策」に参加し

た職員（帰国研修員）がそのプロセスにおいて重要な役割を担っている場合が多い。 

・成果４の達成度は高い。防災に関する各種の手法、ツール、技術が開発され、中米地域内で共有されて

いる。対象国の国家防災機関におけるプロジェクト計画及び運営管理能力は、年間活動計画（APO）の策

定・実施を通して向上している。しかしながら年間活動計画の進捗をモニタリング、文書化、報告する

仕組みができておらず、今後この課題に取り組むために努力を要する。 

・成果５の達成度は概ね高い。情報や経験の交換を目的として JCC 会議、技術 W/S、地域防災フォーラム

等の活動が行われている。CEPREDENAC は地域内での情報の共有と発信のための仕組みを構築中である。

プロジェクトの残り期間で取り組む必要があるのは、情報の共有と発信のための帰国研修員のネットワ

ークを地域及び対象国の両方で活用できるようにすることである。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 

中米地域は自然災害に対して脆弱であり、プロジェクト開始から中間レビューまでの３年弱に限って

みても、多くの自然災害に見舞われている。中米地域、国、市及びコミュニティの各レベルにおけるプ

ロジェクト関係者は、このような高い災害脆弱性を認識しており、防災及びプロジェクトの活動に対し

て強い関心を持っている。従って、本プロジェクトは受益者のニーズに合致している。 

また、プロジェクトは、中米防災１０カ年計画（PRRD 2006-2015）、中米統合防災政策（PCGIR）と合

致しており、またこれらを踏まえて策定されている各国の防災政策・計画とも合致している。 

（２）有効性：中程度 

現時点でプロジェクトの有効性を十分に評価することは困難であるが、プロジェクトの有効性が十分

に高いとは言い難い。プロジェクト目標の指標３の達成度に見られるように、地域・国レベルの機関の

コミュニティ防災推進能力の開発が十分なレベルに達していないことが、主な原因である。しかしなが

ら、中米地域内各国間のコミュニティ防災に関する情報・経験の普及・共有体制が今後さらに強化され

れば、プロジェクト目標の達成度が向上し、それに応じて有効性が高まることが期待できる。 

（３）効率性：概ね高い 

部分的に達成が遅れている成果指標はあるものの、残りのプロジェクト期間の活動により達成可能と

考えられる。同様のプロジェクトを対象 6 カ国それぞれで実施する場合に比べ、コスト効率性は高いと

考えられる。今後プロジェクトの中で得られた技術、知識、経験等を各国間で共有する仕組みを強化す

れば、効率性はより高まるであろう。また、課題別研修や、第三国研修、JOCV との連携は、それぞれの

事業を単体で実施することで得られる効果以上の付加価値を生み出している。ただし、プロジェクトの

関係者・関係機関の数が極めて多く、調整・情報共有コストの大きさが効率性のマイナス要因として作

用する恐れがあり、その影響を緩和するためには、関係者・関係機関間の調整のための効率的なコミュ

ニケーションの仕組みの構築に取り組む必要がある。 

（４）インパクト：中程度 

中間レビュー調査時点でインパクトを測ることは困難であるが、プロジェクトの成果が直接の協力対

象コミュニティ以外にも波及している事例が確認されており、上位目標の達成に寄与し、インパクトを



生み出しつつあると考えられる。 

（５）自立発展性：やや高い 

自立発展性を確保できる見通しは概ね高いが、プロジェクトの残り期間の取り組みに依るところが大

きい。政策面では、「妥当性」の項で述べたとおり、中米地域及び各国の防災政策・計画と合致しており、

これらが維持されるため自立発展性は保たれると判断される。技術面では、対象地域の技術水準や費用

負担能力に合った適性技術の開発・普及に取り組んでいることから自立発展性に大きな問題は無いと考

える。組織・財政面での自立発展性が、プロジェクト全体の自立発展性を左右すると思われ、国家防災

機関の人員・予算の不足や、数年おきに起こる政権交替による人事異動が自立発展性の不安要因である。

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 該当なし。 

（２）実施プロセスに関すること 

・課題別研修「中米防災対策」コースの帰国研修員が、各国でのプロジェクト活動推進の大きな原動力と

なっている。 

・コスタリカ及びエルサルバドルでは、青年海外協力隊員との連携により、隊員がコミュニティレベルで

のプロジェクト活動の円滑な実施を支援していることに加え、プロジェクトの対象外のコミュニティへ

の成果普及にも貢献している。 

・2010 年 2月に実施した各国防災機関の長官、局長クラスの幹部を対象としたカウンターパート研修は、

日本の防災やコミュニティ防災の重要性等に関するこれら幹部の理解を深め、プロジェクトへの取組み

姿勢を大きく改善させた。 

 

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 

・該当なし 

（２）実施プロセスに関すること 

・国、自治体のいずれにおいても数年おきに政権交代による大幅な人事異動が発生し、業務の引継ぎも十

分に行われないため、プロジェクト活動や成果の継続性・持続性にマイナスの影響を与えている。 

・プロジェクトの関係機関が極めて多いため、関係機関間の調整・情報共有、プロジェクト全体の活動モ

ニタリングなどが難しい。 

 

３－５ 結論 

プロジェクトは、様々なプラスの効果を現し始めており、期待される各成果の達成度は概ね高いと言え

る。現時点でプロジェクト目標の達成度は中程度であるが、残りの協力期間で達成度が高まっていくこと

が期待される。 

 プロジェクトの妥当性は高く、効率性と自立発展性は概ね高い。有効性とインパクトについて現時点で

高いと判断することは困難であるが、残りの協力期間で大きく改善する見込みはある。本プロジェクトが

広域協力であることによる付加価値が、妥当性、効率性、インパクトの観点において見られた。 

 プロジェクトは、基本計画と実施体制に大幅な変更を加える必要はないと判断される。 

 



３－６ 提言 

（１）プロジェクトの持続可能性を確保するための方策 

1) CEPREDENAC 調整事務局は、中米地域の防災推進に寄与する手法、ツール、技術等を管理する情報デ

ータベースを整備中であるが、同データベースを中米各国にある既存の防災情報データベースとネッ

トワーク化し、ユーザーからアクセスしやすくするとともに、電子媒体になっていない資料や教材に

来訪者が直接触れて使ってみることができる閲覧・展示スペースを設置すべきである。 

2) 各国の国家防災機関は、プロジェクトの終了時を見据え、本プロジェクトの枠組みの中で実施される

様々な防災活動への投入予算とコミュニティ防災の推進に携わる人員の増強に努めるべきである。 

3) コミュニティ防災の推進活動は、学校教育、土地利用・都市開発計画、保健・衛生普及事業、マスメ

ディアの報道や大学の研究等、防災以外の他セクターの活動や事業の中に組み込んでいくべきであ

り、これら活動・事業の実施機関をプロジェクト活動に参画させるべく働きかけるべきである。 

（２）各国の国家防災機関におけるプロジェクトへの組織的な取組みの強化 

 各国の防災機関は、本プロジェクトへのオーナーシップを一層高め、本プロジェクトの理念や精神をそ

れぞれの組織文化に取り込んでいくよう努めるべきである。本プロジェクトの活動を、それぞれの機関の

通常業務の中に組み込み、組織内の様々な部署が共同しながら組織として一体的に取り組む体制を取るべ

きである。 

（３）対象コミュニティへの継続的な支援のための自治体の能力強化 

 コミュニティの能力開発には長い期間を要し、コミュニティが独力で防災活動を継続できるようになる

までは、コミュニティへの十分なフォローアップの支援が不可欠である。従って、各国の国家防災機関は、

これらのコミュニティを管轄する自治体の能力強化に努め、自治体がコミュニティに継続的な支援を提供

できるようにしなくてはならない。 

（４）プロジェクトの成果・効果の広報・普及の強化 

 プロジェクトは、目に見える成果や効果を生み出し始めていることから、プロジェクトの成果・効果を

積極的に広報し普及すべきであり、そのためにプロジェクトの進捗や成果を適切に記録・報告する体制を

整えることが不可欠である。また、日本の防止を理解し、様々な地域・分野で活躍している防災分野本邦

研修の帰国研修員を、プロジェクトの成果・効果の広報・普及エージェントとして活用すべきである。 

（５）プロジェクト管理面の効率化の改善 

プロジェクト活動の実施を加速し、プロジェクトの効果を高めるため、すべてのプロジェクト関係者は、

連携・調整や資金管理を含む運営管理体制の効率化に努めるべきである。 

 

３－７ 教訓 

広域協力には、既に延べたような利点があるが、他方で極めて多くの関係機関が参加することから、関

係機関間の調整と情報共有に多大な努力を必要とし、プロジェクトの予算執行管理も複雑となる。従って、

通常の二国間協力と比較して、プロジェクトチームの運営管理部門により多くのリソースを配分する必要

がある。 

他方で、広域協力を、関連する分野の地域国際機関と協力して実施することにより、地域国際機関が持

っている域内各国間の調整・情報共有の機能、ネットワーク、ノウハウを活用することができ、関係機関

間の調整・情報共有に係るプロジェクトの負担を軽減することができる。 

 

 


