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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：観光自治管理委員会強化プロジェクト 
分野：観光開発 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：産業開発部 協力金額（終了時評価時点）：2 億 5000 万円 
協力期間：(R/D) 2007 年 9 月 11 日～

2010 年 9 月 10 日 
先方関係機関：観光庁 1、国家計画省 2、職業訓練庁 3、

対象地域の観光自治管理委員会 4

他の関連協力：開発調査「全国観光開発調査」 
 

１－１ 協力の背景と概要 

グアテマラには自然、遺跡、先住民文化などのポテンシャルのある観光資源が豊富に存

在している。近年のグアテマラの産品別外貨獲得額は、伝統的輸出産品であるコーヒー、

砂糖、バナナ、カルダモンを抜いて観光が第一位となり、今後の更なる需要の伸びが見込

まれるセクターである。 
他方、グアテマラへの外国人観光客の多くが、ユネスコ世界遺産に指定されているティ

カルやアンティグア、優美な景色で有名なアティトゥラン湖などの名所を訪問するか、あ

るいはその前後で隣国であるメキシコの遺跡とビーチのあるカンクンやベリーズのビーチ

へ抜けており、グアテマラ国内各地に潜在する観光資源が地域開発に十分に活用されてい

ない。また、地方農村・山間部では森林伐採などの問題も深刻化しており、自然環境等の

観光資源の保護は危急の課題となっている。 

 2002 年 JICAは開発調査「全国観光開発調査」を実施し、「観光を通じた社会開発と自然・

文化の保全の推進」を目標とした全国観光マスタープランを策定した。「グ」国政府は 2000

年に地域観光委員会(Comité Local de Turismo)を導入して観光行政の分権化を進め、2004

年には「ビジネスとコーディネーションの場を提供し、また地域の観光対象の保全と保護

という枠組みの中で、観光ポテンシャルのある観光圏、県、市町村が、観光計画とプロモ

ーションを提案するための公的チャネルとなり、地域の観光開発の基礎となる(条令

301-2004D号)」ことを企図して、観光自治管理委員会(Comité de Autogestión Turística:

以下 CATs)と改称した。 

このような背景の下、グアテマラ国政府は CATsの組織内の機能強化と関係組織間の連携

を構築し、持続可能な地域型観光振興を図る本件について、我が国に技術協力を要請した。

本技術協力プロジェクトは、2006 年 11 月に事前評価調査が実施され、2007 年 2 月に R/D

                                                   
1 本プロジェクトのカウンターパート機関。 
2 「グ」国の援助窓口機関であり、本プロジェクトの JCC メンバー機関。 
3 本プロジェクトの JCC メンバー機関。プロジェクトと連携して CATs メンバーへの研修

の提供を行った。 
4 地域観光振興を担う官民連携組織。 
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署名、2007 年 9 月から 3 年間の計画で実施されている。 
今回の終了時評価では、2010 年 9 月のプロジェクト終了を控え、グアテマラ国側と合同

で、プロジェクトの実績、各アウトプットとプロジェクト目標の達成度を PDM に基づき確

認し、評価 5 項目の観点からプロジェクトの評価を行うとともに、今後のプロジェクト活

動に対する提言、今後の類似案件実施にあたっての教訓を導くことを目的に実施された。 
 
１－２ 協力内容 

「グ」国観光庁（Instituto Guatemalteco de Turismo：以下 INGUAT）は、ペテン県、

アルタベラパス県、バハベラパス県において、CATs の能力が強化と地域の資源を活用した

観光振興を目指して、(1) CATs の組織能力強化、(2 観光商品開発)、(3) 観光インフラとサ

ービス改善、(4) マーケティングおよびプロモーションの 4 分野の活動を行った。 
 
（１）上位目標 
持続可能な観光および自然・文化資源の保全が促進され、地域の経済開発と貧困削減に寄

与する。 
 
（２）プロジェクト目標 
ベラパス地域（アルタ・ベラパス県およびバハ・ベラパス県）およびペテン地域（ペテン

県）において、CATs の能力が強化され、地域の資源を活用した観光振興が図られる。 
 
（３）成果 
コンポーネント１：組織能力強化 
CATs の組織機能・能力が強化され、公共セクター、コミュニティ、観光零細企業の協同支

援メカニズムが整備、確立される。 
コンポーネント２：観光商品開発 
観光商品やパッケージが特定され、定義される。 
コンポーネント３：観光インフラとサービス 
観光資源の保護も含めて、観光客を受け入れるためのサービス・インフラが改善される。 
コンポーネント４：マーケティングおよびプロモーション 
定義された観光商品やパッケージが国内および国際的に認知される。 
 
（４）投入（評価時点） 
【日本側】 
長期専門家派遣：1 名、短期専門家派遣：5 名、研修員受入（本邦研修：6 名、第三国研修：

39 名）、機材供与：1,076 千円、ローカルコスト負担：2,615 千ケツァル 
【相手国側】 
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カウンターパート配置：6 名、施設提供：INGUAT 内プロジェクト事務所、ローカルコス

ト負担：イベント開催費用やその他必要経費（金額は不明） 
 
２．評価調査団の概要 
調査者（担当分野：氏名・職位）： 
（１）総括：西本光徳（JICA 産業開発部 参事役） 
（２）評価分析：長谷川さわ（株式会社日本開発サービス 調査部 研究員） 
（３）協力企画：石田美帆（JICA 産業開発部 民間セクターグループ 産業・貿易課） 
現地調査期間：2010 年 6 月 30 日～7 月 12 日（総括、協力企画） 

2010 年 6 月 20 日～7 月 12 日（評価分析） 
評価種類：終了時評価 
３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

投入実績は、日本側・グアテマラ側双方とも予定通り投入された。活動実績についても、

PDM で計画された活動は概ね予定通り実施された。残りの活動として、プロジェクト終了

までに各種マニュアルを作成する予定である。各アウトプット・目標の達成度は以下の通

り。 
各アウトプットの達成度 
コンポーネント１（組織能力強化）は、達成された CAT と達成されなかった CAT があ

り、CAT によって組織能力強化の度合いに差が見られた。コンポーネント２（観光商品開

発）は、プロジェクトによって観光商品が確実に開発され、達成度は高い。コンポーネン

ト３（観光インフラ＆サービス）は、コンポーネント自体の内容が曖昧であったため、プ

ロジェクトによる効果は弱く、達成度はやや低い。コンポーネント４（マーケティング＆

プロモーション）は、観光商品を紹介するパンフレットなどの観光プロモーション用資料

が開発され、達成された。 
プロジェクト目標の達成度 

PDM の指標である「CAT の年間予算額」「プロジェクト対象地域の各市の観光セクター

の企業数」「プロジェクト対象地域の各市の観光セクターの雇用者数」はいずれも伸びを示

しており、量的データからはプロジェクト目標の達成が確認された。しかし、指標は対象

地域全体の地域観光振興の度合いを示してはいるが、各 CAT の能力強化の質的度合いを図

るものとはなっておらず、ヒアリング等の質的データからは、CAT の組織能力強化の度合

いが一部の CAT では高いものの、一部の CAT では伸びが見られないなど、各 CAT によっ

て異なっていることが確認された。よって、各 CAT ではなくプロジェクト全体としての目

標の質的達成度を判断するのは難しかった。 
上位目標の達成見込み 

PDM 指標の「プロジェクト対象地域の各市の訪問者数」「プロジェクト対象地域の各市
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で認証取得した企業数」はいずれも大きな伸びを示していることが確認された。ただし、

指標値の伸びとプロジェクト活動との因果関係がはっきりしていないため、データが伸び

たのは必ずしもプロジェクトによる効果ではなく、他の要因（中米４カ国間の移動自由化

など）による影響もあると考えられる。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 
総合的に、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 
本プロジェクトの目標は、グアテマラの開発政策および観光政策、日本の対グアテマラ

援助政策、地元の開発ニーズに合致し、ジェンダーへの配慮もなされ、妥当性は高い。プ

ロジェクトのアプローチとしてターゲット・グループを CAT に選定した妥当性もある。た

だし、各 CAT によってメンバーの構成や職種・教育レベルがかなり異なるため、プロジェ

クト対象地域のすべての CAT を一律に同じ方法で強化するよりも、CAT によって能力強化

の手法を変えるような戦略が必要だったと言える。また、計画段階で観光資源のタイプを

厳密に限定しない方が、地域資源を活用した観光振興について柔軟に検討できた可能性が

ある。 
 
（２）有効性 
本プロジェクトを通じ、プロジェクト対象地域では、対象外地域に比べて多くの CAT が

設立され、一部の CAT では自主的なイベントが開催されるまでに能力強化が図られた。ま

た、他地域の CAT やメキシコとの交流が進み、観光分野の先進事例や参考情報の交換や、

今後の観光産業振興のためのネットワーク構築がなされた。さらに、本プロジェクトを通

じて、地域の資源を活かした新たな観光商品の開発や、地域の観光をプロモーションする

ためのプロモーション素材の作成がなされ、これらを活用したプロモーションイベントな

ども開催された。よって、本プロジェクトはグアテマラの観光開発に対する一アプローチ

として有効であったと評価される。一方で、CAT の組織能力強化についての基準が、プロ

ジェクト内で共有されていなかったため、組織能力強化についての客観的な評価に課題が

残った。 
 
（３）効率性 
本プロジェクトでは日本側・グアテマラ側双方から計画通りに投入が行われ、活動もほ

ぼ予定通りに実施された。実施プロセスは、プロジェクト１年目はやや問題があったもの

の、２年目以降、一部のアウトプットは順調に達成され始めた。また、日本側・グアテマ

ラ側の実施体制上の問題から、開始当初は効率の悪い状態が生じていたが、日本側・グア

テマラ側双方の努力によって徐々に改善されていった。PDM はプロジェクト期間中に２度

改定されたが、変更内容は指標項目の変更とグアテマラ側実施体制の変更のみで、現場の
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状況に合わせた活動内容の変更は行われなかった。 
実施においては、中間レビューや今回の終了時評価では、評価方針・デザインの決定な

どが JICA 側主導で行われたが、プロジェクト全体としては、グアテマラ側関係者からは、

日本人専門家とのコミュニケーションはよく取れており、満足のいくやり方で行われた、

との回答を得た。 
また、プロジェクト対象地域が３県（ペテン県、アルタ・ベラパス県、バハ・ベラパス

県）に渡っていたため、面積が広範囲になり過ぎてスムーズな実施が阻害された状況があ

った。短期専門家の人月数が一人当たり３ヶ月／年と比較的少なかったため、その人月数

でカバーするには対象範囲が広すぎた、という面があった。中間レビュー調査での指摘の

後、人月数が少し増やされたが、当初の人月数のままで行うのであれば、対象地域を１県

に絞って集中的に行うか、もしくは人月数を増やして当初の計画通り３県を対象にするな

どの配慮が必要であったと思われる。３県を対象とするなら一人当たり４～５ヶ月／年が

適当であったと思われる。 
 
（４）インパクト 
本プロジェクトのインパクトは、プラスの影響については今後出現することが見込め、

マイナスの影響が出現することは考えにくい。 
上位目標の達成見込みについては、PDM 指標である「プロジェクト対象地域の各市の訪

問者数」「プロジェクト対象地域の各市で認証取得した企業数」は伸びており、肯定的な結

果が出た。しかし、指標値の伸びとプロジェクト活動との因果関係がはっきりしておらず、

指標データが増えたのは必ずしもプロジェクトによる効果だとは断定できないため、他の

要因も考える必要がある。インタビュー等を通じて収集した質的データにおいても、上記

の因果関係や実際の状況についてはっきりとした結論が得られておらず、また、観光振興

分野は経済動向や政治状況等の外部条件による影響も大きいため、上位目標の達成見込み

については、現時点での判断は難しい。 
プロジェクトの計画時に予期していなかった正負の影響について、プラスのインパクト

としては、イベント開催における CAT の自力の資金調達や、地域内外での CAT メンバー

同士の活発な交流、「道の駅」のコンセプトの普及が挙げられる。 
今後のインパクトの出現については、各 CAT の状況によると言える。いくつかの CAT

においては、メンバーのモチベーションや意欲、組織能力とも高いため、今後更なるプラ

スのインパクトが出てくることが見込まれる。反対に、本プロジェクトの負の影響につい

ては実施中に報告がなく、今後もプロジェクトによるマイナスのインパクトが生じること

は考えにくい。 
 
（５）自立発展性 
政策・制度面：今後も観光セクターがグアテマラの中心産業として発展していく見込み
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は十分あり、観光を通じた地域の発展も目指されているので、今後も CAT を通じた地域レ

ベルの観光開発政策が継続される見込みである。 
体制面：INGUAT の体制について、CAT の直接の担当者が中央の CAT コーディネータ

ーと地方の観光プロモーターだけではまだ体制が弱いと言え、INGUAT 内に「CAT 課」の

ような部署を組織するなど、CAT の支援体制をより強化していくことが必要である。また、

有能な観光プロモーターを育成していくことが今後の CAT 発展のカギとなる。 
技術面：プロジェクト終了までに CAT マニュアルが完成する予定であり、他地域の CAT

にプロジェクトで実施された持続可能な地域型観光振興に関する知識・経験・ノウハウな

どの成果が移転される可能性は十分にあるため、CAT 全体として見れば、自立発展性が見

込まれる。なお、プロジェクトで作成したプロモーション素材の継続利用のためには、著

作権にかかる問題の整理が必要である。 
財務面：INGUAT から CAT への財務的支援は、職業訓練庁（Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad：以下 INTECAP）と連携した CATs への研修の費用負担継

続など、今後も支援が続く見込みである。CAT 自身の資金調達については、今後もイベン

ト開催等においてスポンサーを獲得していくなどの方策が定着していけば、INGUAT に大

きく頼らずとも自立した運営が可能になる。 
環境面：グアテマラでは治安の改善と観光インフラの整備が課題となっており、また観

光産業は経済動向等の外部条件の影響を受けやすいため留意する必要があるが、国におけ

る観光産業の重要性も配慮して、政府レベルでこれらの課題について対策が講じられてい

る。 
以上より、本プロジェクトの今後の自立発展性は、INGUAT における CAT 実施体制の

強化および観光プロモーターの育成がきちんとなされれば、良好であると言える。 
 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

本プロジェクトで計画された各活動を通じ、プロジェクト対象地域では、他地域と比較

して多くの CATs が設立され、また CATs 独自のイベントなどが開催されるようになるな

ど、目に見える成果が確認された。よって、本プロジェクトはグアテマラの観光開発に対

する一アプローチとして有効であったと評価できる。 
（２）実施プロセスに関すること 

他地域の CAT およびメキシコとの交流・ネットワークの構築、プロジェクトの活動への

女性の積極的な参加は、プロジェクトの効果発現に貢献した。また、観光プロモーターが

優秀で熱心であるところは、CAT の活動もより活発になるという傾向があった。 
 

３－４ 問題点および問題を惹起した要因 
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（１）計画内容に関すること 
成果３は観光インフラとサービスの改善を目指すものであり、案内板設置等の活動が行

われたが、グアテマラで「インフラ」と言うと道路など大規模インフラがイメージされる

ため、グアテマラ側関係者に本コンポーネントの意味が正確に伝わらず、本コンポーネン

トに対する意識も低くなった。よって成果３は、案内板設置や維持管理等で一定の成果を

挙げたものの、達成度はやや低いとの結果となった。 
（２）実施プロセスに関すること 

本プロジェクトの実施プロセスについて、日本人専門家の実施体制、グアテマラ側カウ

ンターパートの実施体制、県レベルの CAT への活動（観光戦略プランやオペレーション・

プランの策定）、モニタリングの活用法に関する問題点が指摘されたが、これらはプロジェ

クト実施中に改善された。 
 
３－５ 結論 

観光は総合的な要素から成るため、一つのアプローチでプロジェクト対象地域および国

全体の観光振興を望むのは難しいものの、本プロジェクトでは、グアテマラの観光振興・

開発のための一手段として CAT に焦点を絞り、その仕組み作り・発展に貢献したという点

において、効果を挙げたと言える。 
また、CAT という同じ名前が付いた団体であっても、各々でメンバーの構成や内容、教

育レベルがかなり異なり、日本の観光協会に近い形の CAT もあれば、農民グループのよう

な CAT もある。従って、全部の CAT を一律に同じやり方で支援していくのは戦略的でな

く、似た特徴の CAT ごとに分類し、それぞれで強化のやり方を変えて対応することが必要

と思われる。 
今後、グアテマラの観光ないしは地域開発の支援を考えるのならば、一案として、観光

協会的な CAT には新しい観光開発ツールを紹介していき、農民グループのような CAT に

は一村一品運動の活動を紹介したり、役所等への申請書の書き方を指導したりするなどの

支援方法で臨んでいくことが提案される。 
 
３－６ 提言 

（１）INGUAT への提言 
１）CAT の組織能力強化の度合いを適切に計るため、CAT の組織能力の基準の設定す

ること。 
２）優秀な観光プロモーターの配置が CAT 発展のカギとなるため、観光プロモーター

の選定基準を明確にし、また、観光プロモーター選定プロセスの透明性を確保すること。 
３）本プロジェクトで一部費用を負担して実施した、INTECAP による CAT への観光

研修提供を、プロジェクト終了後、INGUAT 資金を活用して継続すること。 
４）プロジェクトで作成したプロモーション素材を、プロジェクト終了後に CAT が自
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由に活用できるよう、プロモーション素材の著作権の問題を整理すること。 
５）プロジェクトの経験・ノウハウを他地域に広めるためのマニュアルを、プロジェク

ト終了までに完成させること。 
（２）CATs への提言 

１）各 CAT が自身の基盤強化のため、資金提供が可能な団体（市役所、NGO、企業）

等の外部組織とのネットワークを強化すること。 
 
３－７ 教訓 

以下の５つの教訓が提示された。 
（１）プロジェクト開始前に詳細な調査を行って妥当なプロジェクト設計を行い、また、

プロジェクト実施中に当初計画との齟齬が生じた場合には、柔軟な計画変更を行う必要が

ある。 
（２）JICA 直営専門家とコンサルタントチーム混合によるプロジェクト実施の際には、メ

リット（プロジェクト全体の費用削減）、デメリット（別々の予算を組むことによって生じ

る活動遅延）を認識の上、円滑なプロジェクト運営のための配慮が必要である。 
（３）観光を通じた地域開発を目的とした案件では、案件の計画段階で観光資源のタイプ

を限定しすぎないこと、プロジェクト対象地域での活動に加えてプロジェクト対象地域外

との交流を行うことが有効である。 
（４）評価グリッドの作成などの評価方針やデザイン等の議論に C/P の参加を促し、効果

的な合同評価を行う必要がある。 
（５）適切な指標の設定や、モニタリング担当者の明確化等を行い、プロジェクト・モニ

タリングの効果的な実施のための工夫をすることが望ましい。 
 

３－８ フォローアップ状況 

提言された事項はプロジェクト終了までに実施され、新たな投入を伴う協力活動は実施

されていない。 
 

 


