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１－１　協力の背景と概要

エルサルバドル共和国（以下、「エ」国と記す）は、2004 ～ 2009 年の行政計画に基づき、観

光開発を国家経済開発における重要な分野と位置づけ、経済活動の活性化と雇用拡大、首都と

地方の経済格差の是正、地場産業の振興・促進を推進するために、関係機関として観光公団

（CORSATUR）、エルサルバドル観光機関（ISTU）、エルサルバドル国家文化委員会（CONCULTURA）

に加えて、2004 年には観光省（MITUR）を設置し、2005 年には観光の基本法である ｢ 観光法 ｣

の制定、2006 年 2 月には具体的な目標を含む「国家観光計画 2014」を策定、各市に観光委員会（CDT）
を設置するなど、観光振興を推進している。その結果、「エ」国における観光産業は、1998 年に

は GDP の 1.1% を占めるにすぎなかったが、2004 年には 2.6%、2006 年には 4.5% にまで成長した。

その後の災害や経済危機などにより 2008 年には 3.3％に減少してしまったが、それでも依然とし

て観光産業による収入は 2001 年以来、海外からの送金に次いで第 2 位となっており、「エ」国にとっ

ては伝統的輸出品目であるコーヒーや砂糖とともに重要な外貨収入源となっている。

一方、「エ」国においては、開発された観光地の多くが西部地域に偏っており、東部地域におい

ては、潜在的観光資源がありながら観光地としての整備が遅れているため、民間投資を誘引する

ための魅力に欠けている。また、地元の CDT も観光開発には意欲的であるが、開発の実務経験や

資金手当てなどについての知識や経験が不足している。さらに CDT を統括する CORSATUR 及び

CORSATUR 出先機関（CAT）についても、地方主導による観光開発を推進するために設置された

CDT を効果的・効率的に支援するための方策が整っておらず、その支援能力の強化が求められて

いる。

このような背景から、日本の協力重点地域である「エ」国東部地域をモデル地域として位置づ

け、CORSATUR/CAT の CDT 支援の能力強化及び地域の CDT の運営能力強化を行い、地域の特

性や資源を活用したコミュニティ観光開発を推進するための技術協力プロジェクト「東部地域観

光開発能力強化プロジェクト」の実施がわが国に対し要請された。この要請に基づき機構は 2009
年 11 月に詳細計画策定調査団を派遣し、協力の枠組みについて合意がなされ、2010 年 7 月より

本プロジェクトが開始された。

１－２　協力内容

（１）上位目標

地域特有の資源を活かしたコミュニティ・ツーリズムが確立される。

１.　案件の概要

国名：エルサルバドル共和国 案件名：東部地域観光開発能力強化プロジェクト

分野：民間セクター開発 援助形態：円借款附帯技術協力プロジェクト

所轄部署：産業開発・公共政策部　産業・

貿易課　民間セクターグループ
協力金額（評価時点）：約 2.1 億円

協力期間

（R/D）：2010/07-2013/07
（延長）：

（F/U） ：

先方関係機関：観光省・観光公団

日本側協力機関：観光分野課題別支援委員会

他の関連協力：
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（２）プロジェクト目標

東部地域において地域コミュニティに裨益する官民連携による持続可能な観光開発の体制

を構築する。

（３）成果

成果１：東部地域の観光開発の方向性が導き出される。

成果２：CAT ラウニオンが管轄する 13 市において、地域独自の資源を活用した観光商品

の開発、改善、販促にかかるパイロット・プロジェクトが実施される。

成果３：地域の観光委員会の能力が向上する。

成果４：MITUR 及び CORSATUR における地域の観光委員会支援能力が向上する。

成果５：観光委員会の活動モデルが他地域に普及される。

（４）投入（評価時点）

日本側：総投入額　約 2.1　億円

長期専門家派遣　延べ 6 名　　　機材供与　3,092 千円

短期専門家派遣　　　 0 名　　　ローカルコスト負担　18,346,000 円

研修員受入　　　　　41 名 （本邦研修 1 名、第三国研修 40 名）

相手国側：

カウンターパート配置　　11 名

土地・施設提供　専門家執務室（CORSATUR 本部内、CAT ラウニオン内）

ローカルコスト負担　　　USD15,649

３－１　実績の確認

成果１～４に係る活動は、おおむね計画どおりに実施されている。本プロジェクトの達成状況

については、成果１は達成しており、成果２を除くすべての成果が達成される見込みがある。各

成果の達成度は以下のとおり。

（１）成果１：東部地域の観光開発の方向性が導き出される。

指標１：観光開発や観光機関にかかる現状報告書が作成される。

指標２：観光資源調査報告書が作成される。

指標３：住民参加型観光開発に関する指針案が作成される。

２.　評価調査団の概要

調査者

【日本側】

総括：上田隆文（JICA 国際協力専門員）

協力企画：松崎夏奈（JICA 産業開発・公共政策部　産業・貿易課　特別嘱託）

評価分析：福田由紀（ビンコーインターナショナル株式会社　コンサルタント）

通訳：三島玲子

【エルサルバドル側】

Ms. Eva Patricia Mejia Boloancos （CORSATUR 観光開発委員会担当）

Ms. Sandra Natzumi Fuentes Sanchez （CAT ラウニオン　地域開発部地域マネジメント）

調査期間 2012 年 6 月 10 日〜 2012 年 6 月 30 日 評価種類：中間レビュー調査

３．評価結果の概要
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成果１で設定された 3 つの指標データは確認されており、成果１は予定どおり達成している。

指標１と２の指標に関連する活動としては、フォンセカ湾岸地域行政協会（ASIGOLFO）1 地域

に焦点を絞った現状調査と観光のポテンシャルの分析がなされており、その結果「ASIGOLFO 地

域における観光現状調査報告書」が作成され、CORSATUR 本部と共有している。

指標３に関しては、これら指標１、２で確認されている報告書の結果を活用し、「東部地域にお

ける観光開発指針案（ガイドライン）」が作成され、2011 年 6 月 25 日に開催された第 2 回 JCC 会

議で承認されている。

（２）成果２：CAT ラウニオンが管轄する 13 市において、地域独自の資源を活用した観光商品

の開発、改善、販促にかかるパイロット・プロジェクトが実施される。

指標１：パイロット・プロジェクトの選定基準・指針が策定される。

指標２：プロジェクトサイトにおいてパイロット・プロジェクトが少なくとも 5 つ実施される。

指標３： プロジェクト活動のモニタリング・評価報告書が作成され、関係者間で共有し、理解

される。

成果２に係る 3 つの指標はほぼ確認されているが、本成果の達成見込みは極めて低い。

指標１に係る活動については、参加型ワークショップによる CDT の意見、CORSATUR との意

見調整により 3 つのパイロット・プロジェクトの選定基準（「整合性」「開発効果」「熟度」）が定

められ、プロジェクト実施委員会で承認された。

指標２に関連した活動として、これらの選定基準に基づいて 5 つのパイロット・プロジェクト

（観光地図、観光標識、マングローブツアー、観光環境教育、島巡りツアー）が選定され、現在、

6 市においてこれらのパイロット・プロジェクトが実施されている。指標３に関して、作成され

たプロジェクト活動のモニタリング・評価報告書については、中間レビュー時点では作成前の状

況であったが、プロジェクト活動の内容や成果の確認、今後のプロジェクト活動については CDT
との定期的な会合で共有されている。また、パイロット・プロジェクトの進捗状況や今後の予定

は月例報告書やプロジェクト事業進捗報告書としてまとめられ、C/P 機関に共有されている。

このように、成果２に係る 3 つの指標データはほぼ確認されている状況であるが、「CAT ラウ

ニオンが管轄する 13 市すべてにおいてパイロット・プロジェクトが実施される」という本成果達

成の見込みは、以下の 2 点の理由により低いと判断できる。

・プロジェクト開始時点で 13 市すべてに CDT が設立されておらず、プロジェクト計画当初の

目標設定が現状と合っていなかった。

・各 CDT の運営体制や活動実績の違いがあり、パイロット・プロジェクトを実施するため体制

が必ずしも十分に整っていない CDT があった。

なお、今後プロジェクト終了までに 13 市すべてにおいてパイロット・プロジェクトを実施する

ことは困難である点は MITUR/CORSATUR の理解も得られている。また、13 市すべてではなく、

モデルとなる市においてパイロット・プロジェクトの成果を上げ、他への参考としていくことで

期待されている成果が得られると認識されている。一方で、パイロット・プロジェクトを実施し

ていない他の市からの不満も懸念されている。したがって、CAT ラウニオンの管轄する 13 市す

べての CDT もしくは市がパイロット・プロジェクトに携われるように ASIGOLFO の観光地図を

作成予定で 13 市すべての参加を促すこととなっている。

1　ASIGOLFO は、本プロジェクト対象地域の 13 市が連合となった協会。
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（３）成果３：地域の観光委員会の能力が向上する。

指標１：観光委員会やその関係者のニーズに基づいた、X つの研修が実施される。

指標２： ステークホルダーおよび関係組織によって情報共有を行うための定期会議が年に最低

X 回開催される。

指標３：観光委員会相互が交流する定期会議が年に X 回開催される。

指標４：13 の観光委員会すべての観光開発にかかるコンセプトが策定される。

成果３に係る指標について、プロジェクト開始後しかるべきタイミングで具体的な数値が設定

されるべきであるが、本中間レビュー実施までに目標数値の検討と設定がされていない指標があっ

た。そのため、指標を基準として成果３の達成度を測ることは難しいが、指標に関する一部の

CDT の活動実績（研修や会議の実績）が確認されていることから成果３は達成される見込みがあ

ると判断した。

指標１に関しては、プロジェクト対象の各市においてニーズ把握のためのワークショップを実

施し、その結果を基に、接客サービス、手工芸・民芸品、企業セミナーに関する 10 の研修が実施

された。また、指標２と指標３に関連する活動としては、各 CDT は定期的に会議を行っており、

CDT 相互が交流する定期会議もこれまで 2 回実施されていていることが確認できている。指標４

に係るプロジェクト活動（活動 3-4「観光委員会ごとに観光開発に関するコンセプトを作成する」）

は当初の計画どおり、2012 年 7 月から実施される予定であるため、中間レビュー調査時点におい

て指標４のデータは確認されていない。

（４）成果４：MITUR 及び CORSATUR における地域の観光委員会支援能力が向上する。

指標１：CORSATUR と観光委員会により定期会議が少なくとも年に X 回開催される。

指標２：CORSATUR によって運営される研修が年に X 回開催される。

指標３：対象地域における全ての観光委員会が法人化される。

成果４に関しても、本レビュー実施までに具体的な数値が設定されていない指標があるため、

指標を基準として成果の達成度を測ることは難しいが、MITUR/CORSATUR の CDT に対する支援

が実施されていることが確認されており、成果４は達成される見込みがある。

指標１に関連して、CAT ラウニオンと地域 CDT が中心となり、2012 年 6 月 19 日に定期会議が

開催された。また、指標２について、CORSATUR 本部は、プロジェクト専門家と共に、2012 年 2
月に「エ」国西部地域へのスタディ・ツアー研修を実施している。

指標３に関しては、中間レビュー調査時点で、対象地域にある CDT のうち法人化されている

CDT は 6 つ（ラウニオン、コンチャグア、サンタロサデリマ、パサキナ、エルカルメンの 5 市

における CDT 及び地域 CDT）確認できている。その他 7 市に関しては、1 市は CDT 自体がま

だ設立されておらず、また、6 市の CDT は観光協会として法人化されていない状況であるが、

CORSATUR は中小企業委員会（CONAMYPE）と協力して、これらの CDT 法人化に向けた支援

を行っていることが確認されている。

（５）成果５：観光委員会の活動モデルが他地域に普及される。

指標１：上記指針が「エ」国全体の指針として CORSATUR に承認される。

指標２：観光委員会能力強化のための提言書が策定され、関係者、関係機関に共有される。

指標３：提言書普及のためのセミナーが少なくとも X 回開催される。
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成果５に係る活動は 2012 年 9 月より実施される予定であるため、成果５に係るすべての指標は

中間レビュー調査時点で確認されていない。

もし、計画どおり成果５に係る活動が実施されれば、観光委員会の活動モデルが他地域に普及

される見込みはある。

（６）プロジェクト目標の達成見込み

指標１：観光委員会の役割と位置づけを明文化する。

指標２：観光商品開発計画が策定される。

指標３：観光マーケティング計画が策定される。

プロジェクト目標の達成見込みは、プロジェクト目標の指標達成状況、プロジェクト活動実績

及び成果の達成度を基に検証した。中間レビュー調査時点でプロジェクト目標の指標となってい

る「観光委員会の役割が明文化された文書」（指標１）や「観光開発計画書」（指標２）、「観光マー

ケティング計画書」（指標３）については作成されていない。一方で、前述のとおり、プロジェク

トの活動実績はほぼ計画どおりに進んでおり、成果もおおむね順調に達成されていることが確認

されている。加えて、プロジェクト終了までに、プロジェクト目標である「官民連携による持続

可能な観光開発の体制が構築される」を達成する可能性を示す事例（地域 CDT と各市 CDT が自

主的に活発に活動を推進していること）は確認されている。しかしながら、そのような事例を確

認できたのは、CAT ラウニオンが管轄している 13 市においてであり、プロジェクト目標で対象

としている「東部地域」全域での観光開発の体制構築に資する活動の実施は確認できていないこ

とから、プロジェクト目標の達成見込みは限定的であると判断した。

今後、成果５に係る活動（東部地域の他地域に対する活動モデルの普及）が実施される予定で、

この活動を通じ、CORSATUR と CAT ラウニオンが CDT を支援する能力を身に付け、東部地域全

域における官民連携による観光開発の体制が構築されることが期待されている。よって、今後こ

の活動をどのように推進してパイロット・プロジェクトを実施していない東部地域における体制

構築を行っていくのかは大きな課題といえる。

なお、プロジェクト目標の指標にはプロジェクト目標の達成度を具体的に測ることのできる適

切な指標設定となっていないものがあり、指標データが収集できたとしてもその結果からプロジェ

クト目標の達成度を判断するのは困難であったといえる。

（７）上位目標の達成見込み

指標１：地域コミュニティが主体となって観光商品が開発される。

指標２：プロジェクトサイトにおいて観光産業にかかる新たな雇用と投資が増加する。

指標３：観光客の支出が増加する

中間レビュー調査時点で、上位目標の達成度を測る指標１と指標２に関連する事例（指標１に

関してはマングローブツアーなど観光商品の開発や水葦の民芸品の生産、指標２に関しては市役

所による桟橋（インフラ）整備や旧駅舎修復などへの投資）が確認された。プロジェクト目標と

同様、そのような事例を確認できたのは、CAT ラウニオンが管轄する 13 市においてであり、東

部地域全体における上位目標の達成見込みを検証するには十分な指標データは確認できていない。

「（６）プロジェクト目標の達成見込み」に記述したとおり、東部地域における体制の構築がプロジェ

クト終了までに達成するかどうかには課題があるが、少なくともパイロット・プロジェクト地域

においては上位目標の達成が見込まれ得る正の効果が発現していることを勘案すると、プロジェ
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クト目標が達成されればプロジェクト終了後に上位目標が達成される見込みはある。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性：以下の理由により「高い」と評価した。

・「エ」国の「開発 5 カ年計画（2010 ～ 2014）」で観光分野は貧困削減や移住者の減少など

に資する分野であり、マクロ経済と分野別公共政策の戦略と関連する優先プログラムと

して位置づけられている。

・MITUR/CORSATUR の観光戦略のひとつである「Pueblos Vivos（元気な街）」と本プロジェ

クトのめざす方向性が一致している。

・開発ニーズとの整合性の観点から、当該対象地域は豊富な自然資源、ラウニオン港の所

在、隣国と国境を接している地域であることなど、観光地としてのポテンシャルがあり、

観光開発のニーズが高い。

・近隣国であるグァテマラでの類似プロジェクト（「観光自治管理委員会強化プロジェク

ト」）の実績があり、日本国内においても、地方都市での観光による地域開発の経験も有

しており、日本の技術の優位性もある。

・日本の対「エ」国援助政策との整合性がある

（２）有効性：以下の理由により「中程度」と評価した。

・本プロジェクトの目標達成に向けて成果１～５はその達成に貢献すると見込まれる。特

に、成果２～４ではパイロット事業や研修の実施を行っており、それらのパイロット事

業対象地区である CAT ラウニオンが管轄する 13 市ではプロジェクト目標の達成が見込

まれる事例が確認されている。

・一方で、中間レビュー時において、前述のパイロット・プロジェクト対象となっていな

い東部地域のほとんどの県及び市においては、成果に係る活動は十分に実施されていな

いため、プロジェクト目標の達成は限定的となる可能性がある。今後、成果５の活動を

通じて CAT ラウニオンの管轄する 13 市以外の東部地域に対してどのように活動を実施

していくかが課題といえる。

（３）効率性：以下の理由により「やや高い」と評価した。

・プロジェクト活動はほぼ計画どおり実施されているが、一部の成果（成果２）は達成見

込みが低いことが確認された。しかし、これは適切な投入がなされていなかったことに

起因しているのではなく、成果の設定が現状に見合った設定ではなかったことが明確に

なった後、軌道修正がなされなかったことにより引き起こされたものである。

・プロジェクト専門家は計画どおり派遣され、「エ」国側 C/P も 11 名（CORSATUR 本部

から 9 名、CAT ラウニオンから 2 名）配置されている。CORSATUR 本部 7 名の C/P は、

それぞれの専門を生かしたパイロット・プロジェクトの C/P として配置されている。し

かし、パイロット・プロジェクトの現場に一度も訪問したことがない C/P がいるなど、

C/P の配置状況に課題がみられた。

・本邦研修 1 回、第三国（グァテマラ）における研修 1 回が実施され、参加者が研修後も

プロジェクト活動に貢献していることが確認されている。

・日本側及び「エ」国側の予算についても適切なタイミングで投入・活用されている。
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（４）インパクト：以下のとおり、主に「正のインパクト」が確認されている。

・上位目標の達成度を測る指標と関連する事例（開発中の観光商品や観光開発への公的投

資）が確認されたことから、プロジェクト目標がプロジェクト期間内に達成されれば、

プロジェクト終了後に上位目標が達成できる可能性はある。

・上位目標以外の波及効果として、エルカルメン市には観光地となり得る大きな湖がある

が、この湖に発生する大量の水葦が周辺地域の問題となっていた。本プロジェクトで実

施した民芸品の研修を通じて、水葦が利用価値のある資源であることが地域住民に理解

されただけでなく、これらの水葦を活用した地域特有の民芸品の作り方を学び、実際に

販売する行為にまで至っていることが確認された。

・なお、パイロット・プロジェクトの実施地域の理解（成果２に関連）に齟齬があり、パ

イロット・プロジェクト対象外の CDT に誤った期待を抱かせてしまった可能性がある。

この対応としては、CAT ラウニオンの管轄する 13 市すべての CDT もしくは市を対象と

した観光地図を作成する予定で、13 市すべての参加を促すこととなっている。

（５）持続性：以下の理由から「中程度」と評価した。

・「妥当性」の項目で示したように、観光開発は「エ」国の国家 5 カ年計画と合致しており、

プロジェクト終了後もこの 5 カ年計画は有効であることから政策面の持続性は高い。

・組織面としては、観光分野に対する政策的な優先度に大きな変更がない限り、観光関連

組織（MITUR、CORSATUR、CAT）は持続される見込みが高い。しかし、CAT ラウニオ

ンの技術支援スタッフのうち 1 名が他地域の CAT と兼任しており、プロジェクト終了後

も持続的な活動を継続していくためには人員の不足が懸念される。

・財政面では、MITUR と CORSATUR は安定した予算を確保しており、今後も継続的に予

算が配分されていく見込みは高い。一方で、各 CDT は年間の予算などを確保しておらず、

CDT が恒常的に活動費を得る方法は、NGO やドナー機関からの資金援助もしくは観光

商品販売などによる収入（観光商品をもっている CDT に限る）となっている。

・技術面について、C/P はパイロット・プロジェクトの活動を通じて、成果を維持する能

力や方法を身に付けていることが確認されている。また、CDT の技術面について、ほと

んどの CDT が定期会議を開催し、観光産業に対して多方面からの意見や知見を共有する

場ができているが、活発に活動している CDT とそうでない CDT とのギャップが大きく、

CDT によって持続性の可能性は異なるといえる。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

計画内容は、「エ」国の課題や戦略（「Pueblos Vivos」）と合致していることから、先方政府

の関心は高く概して良好な協力が得られたことが効果発現の促進に寄与しているといえる。

また、地域住民や地域の観光委員会をプロジェクトに参画させながら成果１の活動（住民参

加型の現状調査）、成果２の活動（パイロット・プロジェクトの実施）、成果３の活動（地域

の観光委員会への研修実施）を実施していくという計画内容は、CDT と CAT ラウニオンの

連携や強化に貢献しているだけでなく、地域住民に裨益するような土産物や観光商品の開発

を促したといえる。

（２）実施プロセスに関すること

プロジェクトの第 1 年次において、第三国研修として隣国グァテマラにおいて研修を実施
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し、MITRU、CORSATUR の職員だけでなく、CDT のメンバーなど民間の観光事業者が当該

研修を促したことは、地域住民レベルの関係者が観光開発に対する意識を高めモチベーショ

ンを上げるきっかけとなり、地域住民や民間セクターの関与を促進することに貢献した。

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

プロジェクト計画立案段階において、CAT ラウニオンが管轄する 13 市すべてに CDT が設

立されているとの認識の下に成果２が設定された。しかし、プロジェクト開始時に CDT が設

立されていたのは 10 市のみであった（中間レビュー調査時までにメアンゲーラデルゴルフォ

市とチリラグア市が新たに設立された）。この目標設定は成果２の達成を妨げる要因のひとつ

となっている。

（２）実施プロセスに関すること

これまでプロジェクト活動の進捗に大きな影響を与えていないものの、実施プロセスにお

いて、以下の課題が確認された。

・モニタリングの実施：　プロジェクト専門家によれば、PO を使用したモニタリングを

2011 年 9 月から 2 カ月ごとに実施しており、このモニタリング結果は C/P とも共有され

ている。これ以外にも、毎月プロジェクトの進捗に関するレポート（スペイン語版）を

作成し、C/P に提出している。しかしながら、PDM に具体的な指標がないままプロジェ

クト活動を 2 年近く実施していたことや、当初計画からの変更の必要性がプロジェクト

関係者で確認された（具体的には、成果２のパイロット・プロジェクトの対象市が 13 市

すべてを対象としないことが明らかになった）際に、計画の軌道修正がしかるべきタイ

ミングで適切に行われてこなかったことを考慮すると、PDM や PO に基づいたプロジェ

クトの運営管理・モニタリングが行われていたとは判断しにくい。

・コミュニケーション：　質問票調査やインタビュー結果から、C/P とプロジェクト専門

家は必要十分なコミュニケーションをとっていることは確認されている。しかし、プロ

ジェクト内容に関して十分な共通認識が醸成されていないかったこと（パイロット・プ

ロジェクト対象市の数）やプロジェクト専門家と C/P の間でコーディネーション不足（観

光地図の作成過程）があったことが確認された。パイロット・プロジェクトの対象市の

数に関する理解の齟齬は、C/P を巻き込んだモニタリングが実施されていれば回避でき

たものと考えられる。

また、プロジェクト開始当初、プロジェクト専門家と JICA（本部と在外事務所）の間には

コミュニケーション不足（専門家による活動進捗の報告が少ない、C/P とプロジェクト専門

家だけで PDM 改訂に係る合意を形成した 2、など）も生じていたが、現在は改善されつつある。

 
３－５　結論

本プロジェクトは計画どおり実施されているものの、プロジェクト目標達成に向けた課題が確

認された。それは、CAT ラウニオン管轄の 13 市以外の東部地域における観光開発の体制構築で

あり、今後実施される成果５「活動モデルの他地域への普及」に係る活動をどのように推進して

いくかが重要となってくる。実施プロセスにおいて確認された課題点（モニタリングの実施やコ

2   2011 年 12 月に PDM の改訂作業が行われているが、専門家チーム及び先方政府のみで改訂作業が進められた経緯があり、JICA
側への相談、報告はなかった。
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ミュニケーション）はプロジェクト目標達成に大きな影響は与えていないものの、プロジェクト

の有効性を高めるためにも更に改善していくことが望ましい。本プロジェクトは「エ」国の国家

観光政策、日本の ODA 政策、対象地域における開発のニーズとの整合性などの点で、妥当性は

高く、投入も適切に実施されている。しかし、プロジェクト目標達成への課題が確認されている

ことから有効性は「中程度」と評価した。また、体制面や財政面（特に CDT の財政面）の持続性

に課題があることから、持続性も「中程度」と評価した。

プロジェクト目標の達成への課題はあるが、C/P や CDT メンバーの本プロジェクトに対する高

いコミットメントが確認されているほか、CATラウニオンが管轄する13市についてはパイロット・

プロジェクトや研修の実施を通して半数以上の CDT が活発に活動を実施していることも確認でき

ているため、今後提案される提言を基に現状改善に努め、プロジェクト目標の達成をめざすこと

が望ましい。また、観光開発の体制構築とプロジェクト終了後の持続性には、C/P や CDT メンバー

が継続してプロジェクト活動へ積極的に参加することを期待する。

３－６　提言

中間レビューを通じて、以下の点が提言として挙げられた。 
①　現行 PDM の改定：　現行の PDM の改定を行い、プロジェクト関係者間で改めてプロジェク

トに対する共通認識をもち、プロジェクト活動の円滑化を図ることが必要である。残りのプロ

ジェクト期間では、改訂された PDM を活用しながら活動の進捗状況とそれに伴う成果の達成

度を確認していくことが望まれる。PDM 改訂における主な改訂ポイントは以下のとおり。

・プロジェクト目標レベルの指標変更：現行 PDM のプロジェクト目標の指標はプロジェクト

目標の達成度を測るうえで適切ではない指標が設定されているので、プロジェクト目標であ

る地域コミュニティへの裨益の度合いや観光開発の体制構築の度合いを測れる指標に変更。

・成果レベルの指標数値の設定：「X」のままで指標数値が設定されていない指標について、当

初計画と現状を勘案し指標数値を設定。 
②　モニタリング体制の改善・強化：　プロジェクトでは 2011 年 9 月から PDM、PO に基づく活

動のモニタリングが実施されそれらの結果は C/P にも共有されている。しかしながら、「３－４

（２）実施プロセスに関すること」で指摘したように、モニタリング結果に基づく計画の軌道修

正が的確に行われてきていない。よって、プロジェクトの進捗を適切に把握し効率性の高いプ

ロジェクトとするためにも、残りのプロジェクト期間において、プロジェクト専門家は C/P 機

関と共にモニタリング体制の改善及び強化を図ることが必要である。

③　地域 CDT の活性化の促進：　パイロット・プロジェクトを実施している市の CDT をはじめ

として、現在対象地域の多くの CDT が積極的に観光開発に係る活動を推進し始めている。しか

しながら、CDT の構成メンバーや CDT 設立経緯などに起因して、各 CDT 間で活動実施能力や

運営体制に差が生じており、十分な活動体制が構築されていない CDT も存在している現状であ

る。よって、プロジェクト目標である「官民連携による持続可能な観光開発の体制を構築」す

るためには、今後のプロジェクト終了までに当該対象地域 13 市における全 CDT を統括する地

域 CDT が中心的な役割を担い、CORSATUR、CAT ラウニオンと連携して各 CDT への支援を継

続していくことが重要であり、専門家チーム及び CORSATUR/CAT ラウニオンは、地域 CDT を

効果的にプロジェクトに取り込み活動を進めていく必要がある。

④　各 CDT における持続性の強化：　③に示したとおり、本プロジェクトの活動を通じて各市の

CDT は積極的に観光開発への取り組みを始めている。一方で、ほとんどの CDT において年間

の予算は確保されておらず、NGO やドナー機関からの資金援助に頼っている状況である。よっ

て、プロジェクトの持続性を高めるためには、専門家チーム及び MITUR/CORSATUR は CDT
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が恒常的に活動費を確保できるような技術的支援を成果４の活動を効果的に活用しながら実施

していく必要がある。

⑤　プロジェクト関係者間でのコミュケーションの改善：　今後プロジェクト終了までの残され

た 1 年間において、プロジェクト活動を円滑に進めプロジェクト目標を達成するためには、プ

ロジェクト関係者間（MITUR/CORSATUR、専門家チーム、JICA 本部並びに在外事務所）のコミュ

ニケーションを一層強化することが重要である。特に、サンサルバドルで本プロジェクトの調

整担当となっている CORSATUR 職員については、移動手段の制約や本部内での役割分担が原

因となり、現場に足を運ぶ機会が少ない現状であることから、今後は日常的に現場に足を運べ

るような環境を整備する（例：プロジェクト車両をより柔軟に使用できるように使用者のスケ

ジュール管理を改善するなど）努力が必要である。

⑥　東部地域へのモデル普及に向けた効率的な投入の必要性：　成果５において成果１～４から

得られた経験や教訓などが集約された観光委員会の活動モデルが構築され、東部地域 4 県に普

及されることとなる。現在、成果５に係る活動はまだ着手されていない状況であるが、残され

たプロジェクト期間が 1 年であることと普及対象地域が東部地域 4 県と広域にわたることを勘

案すると、効率的な投入を行いプロジェクト活動を推進していく必要性がある。上記③、④で

述べたように、地域 CDT や C/P である CORSATUR のプロジェクト活動に対する関与をより一

層深め、彼らを中心としてパイロット・プロジェクトの提言の取りまとめやモデルの普及といっ

た成果５に係る活動を推進していくことが望ましい。

３－７　教訓

以下の点が教訓として挙げられた。

①　観光マーケティング・プロモーション活動の積極的な導入：　観光開発プロジェクトを実施

する際には、マーケティング・プロモーションのコンポーネントを考慮して案件形成をするこ

とが望ましい。今回のプロジェクトのケースでは、ラウニオン港にアメリカ海事学校の生徒が

訪問しパイロット・プロジェクトで取り組んでいるマングローブツアーなどに参加したことで、

地域の人たちが観光産業のポテンシャルを実感するができたことに加え、生徒（観光客）との

交流を通じて観光地としてどのような改善が必要なのかを考えるきっかけとなった。このよう

に観光客が実際に訪問することで、その土地に経済的な便益をもたらすだけではなく、当事者

に対して観光振興を行っていくうえで良いインセンティブをもたらす。よって、観光開発案件

を実施する際には、関係者のインセンティブを促進するためにも、観光商品開発や観光基礎イ

ンフラ整備を行うだけでなく、対象地域に観光客が訪れるようなマーケティング・プロモーショ

ン活動を組み込むことが重要である。

②　第三国研修奨励：　自国と歴史、背景やさまざまな状況・環境が似ている近隣国において研

修を実施することは、研修員が自国の強みや弱み、課題などを近隣国のそれらと比較するきっ

かけを与え、それを通じて差異のある自国の特性を生かした観光開発を推進するインセンティ

ブも与える。また、第三国研修を通じて近隣国との連携やネットワークの構築にも寄与し、近

隣諸国と一体となった地域を挙げた観光振興を促すことが期待できるため、非常に有効である。

本プロジェクトにおいては、本プロジェクトと類似性の高い先行プロジェクトを行ったグァテ

マラでの研修を 1 年次に行った結果、刺激を受けた CDT メンバーが多くいるということが確認

できている。よって、他案件においても、本邦研修の実施だけでなく、近隣国での研修実施も

積極的に取り込み、効果の高い案件形成を行うことが重要である。

③　適切な時期における PDM 改定の重要性：　本プロジェクトは PDM 指標の具体的な数値が埋

まっていない PDM を 2 年近く使用してきた経緯がある。PDM はプロジェクトの運営管理をす
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るうえの参考となるものであるため、事業運営を的確に行ううえでも適切な時期における PDM
の改定が重要である。

④　多言語にわたる重要書類（PDM、M/M など）作成時における書類精査の重要性：　正式文書

が 1 言語のみでないような場合は、作成された書類の内容が使用言語によって異なった意味に

解釈できるようなことにならないように留意し、丁寧な精査を行いながら書類を作成すること

が重要である。


