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評価調査結果要約表 
 

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 億 1,000 万円 

協力期間 （R/D）： 2010/07-2013/07 先方関係機関：観光省・観光公団 

（延長）： 日本側協力機関：観光分野課題支援委員会 

（F/U） ： 他の関連協力： 

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 年～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、関係機関としてエルサルバドル

観光公団（Corporación Salvadoreña de Turismo：CORSATUR）、エルサルバドル観光機関（Instituto 

Salvadoreño de Turismo：ISTU）、エルサルバドル国家文化委員会（Consejo Nacional para la Cultura 

y el Arte：CONCULTURA）、現・文化庁（Secretaria de Cultura：SECULTURA）に加えて、2004 年

には当時のサカ政権発足に合わせて観光省（Ministerio de Turismo：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」を策定した。また、全国の各市に地域の観光活動の推進を目的とした官民からなる地域の

代表者グループ観光委員会（Comité de Desarrollo Turístico：CDT）を設置し、積極的な観光振興

を行っている。 

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、火山や湖、ラグーン、湿原、マングローブ林、ビーチなどの豊かな自然や、少数民族の

文化、遺跡などの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 や観光協会（Asociación de Desarrollo 

Turístico：ADT）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 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、地域の CDT 及び ADT の能力強化及び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、2010 年 7 月より 2013 年 7 月までの 3 年間の予定で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」が開始された。 

本プロジェクトは、MITUR、CORSATUR 及び CORSATUR の下部組織である観光公団出先機

関（Centro de Amigos del Turista：CAT）をカウンターパート機関として、「エ」国東部地域におい

て官民連携による地域コミュニティに裨益する持続可能な観光開発の体制を構築するための取

り組みを行ってきた。 

2012 年 6 月に実施された中間レビュー評価では、プロジェクト活動の進捗の確認とプロジェク

ト終了までの課題の整理が行われた。その結果、プロジェクトの活動はおおむね計画どおりに実



ii 

施されていることが確認できた。他方、プロジェクト目標達成に対するいくつかの課題が確認さ

れたため、有効性や持続性については中程度の評価がなされ、その後のプロジェクト活動に対す

る提言が示された。 

本終了時評価調査では、2013 年 7 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成

果の達成状況等を評価 5 項目に基づき評価、確認するとともに、プロジェクトの残りの期間の活

動及び終了後の運営に向けた提言、今後の類似事業を実施するうえでの教訓を導くことを目的と

した。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

東部地域において地域特有の資源を生かしたコミュニティ・ツーリズムが確立される。 

(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 

1. 東部地域の観光開発の方向性が導き出される。（ガイドライン）  

2. パイロットプロジェクト地域におけるパイロットプロジェクト実施を通じて地域独自の資

源を活用した観光開発に係る知識が向上する。 

3. パイロットプロジェクト地域の CDT/ADT の能力が向上する。（CDT と ADT の能力強化） 

4. MITUR 及び CORSATUR におけるパイロットプロジェクト地域の CDT/ADT 支援能力が向

上する。（MITUR/CORSATUR 能力強化） 

5. CDT/ADT の活動モデルが開発され、東部地域に普及される。（モデルの開発と普及） 

 

(4) 投入（評価時点） 

＜日本側＞総投入額 約 2 億 1,000 万円 

長期専門家派遣： 6 名 機材供与    約 309 万 2,000 円 

ローカルコスト負担： 約 3,288 万 2,000 円（2012 年 12 月末日時点） 

研修員受入れ： 6 名 

＜相手国側＞ 

カウンターパート配置： 12 名（中央レベル 10 名、プロジェクトサイトレベル 2 名） 

土地・施設提供： プロジェクトオフィス（中央レベル及びプロジェクトサイト

レベル） 

ローカルコスト負担： 39 万 5,608.65 米ドル 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

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 産業貿易第一課 

評価分析 小泉 香織 株式会社ティーエーネットワーキング 

通  訳 三島 玲子 JICA メキシコ事務所登録通訳 
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調査期間  2013 年 2 月 10 日～3 月 2 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

【プロジェクト目標の達成見込み】 

・プロジェクト終了時まで取り組まれる CDT/ADT の能力強化が十分に図られ（成果 3）、また、

他地域でも機能するモデルが構築される（成果 5）ことを条件に、プロジェクト目標が達成

される見込みは高いと判断される。これらの成果はプロジェクト終了時までに達成されるこ

とが見込まれている。 

【成果の達成状況】 

・成果 1 はプロジェクトによって東部地域の観光開発の方向性が導き出され、中間レビュー調

査時点で達成済みである。 

・成果 2 は、今後、パイロットプロジェクトに関するモニタリング・評価報告書が作成される

こととなっており（指標 2-3）、ほぼ達成される見込みである。 

・成果 3 は、6 つ以上の CDT/ADT における定款もしくは内規の作成（指標 3-2）、8 つ以上の

CDT/ADT における観光開発に関するコンセプト作成（指標 3-4）、8 つ以上の CDT/ADT にお

けるプロポーザル作成（指標 3-5）の 3 つの指標が満たされれば、成果 3 の達成は見込まれ

る。 

・成果 4 はおおむね達成されると見込まれる。本プロジェクトに配置されている CORSATUR

のカウンターパート全員がプロジェクト活動に十分に関与しているわけではない状況にか

んがみると、カウンターパートのプロジェクト実施体制に改善の余地はあるが、指標 4-1

（CDT とのネットワークを強化する）及び 4-2（CDT の、他ドナーや NGO からの資金提供

を受けるためのプロポーザル作成及びプロジェクトの企画・運営等の能力強化に係る支援を

実施する）は達成が見込まれる。成果 5 は、終了時評価調査時には本プロジェクトを通じて

得られた教訓を基に開発される予定のモデルの素案づくりに着手されたところである。係る

活動はカウンターパートと専門家チームがともに進めていくこととなっており、成果 5 の達

成は可能と見込まれる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

本プロジェクトは「エ」国側の国家政策「開発 5 カ年計画 2010～2014（Plan Quinquenal de 

Desarrollo 2010-2014）」及び「国家観光計画 2020（Plan Nacional de Turismo 2020）」と合致し

ている。また、MITUR/CORSATUR は CDT を全国に設けることにより、地域住民が観光開

発を通じた経済活動の担い手であるという“Pueblos Vivos”1の概念を推進している。 

日本の対「エ」国国別援助方針では「自律的かつ持続的な開発の促進」を基本方針として

いる。また、本プロジェクトは同援助方針における重点分野の 1 つ「経済の活性化と雇用拡

大」に対応する協力プログラム「東部地域開発プログラム」を構成しており、ラウニオン港

周辺地域の産業育成を実施していることからも、日本の ODA 政策とも整合しているといえ

る。 

                                                        
1 「元気な街（人々）」の意。地域の天然資源や文化資源を活用した観光開発の担い手は地域住民自身であるという考え方。 
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対象 13 市の CDT/ADT のメンバー及び地域住民が自らの市の観光開発のポテンシャルを

認識していることがインタビュー調査によって確認された。さらに、市レベルにおいては

CDT/ADT と市の連携を通じて、また地域（フォンセカ湾連合地域：ASIGOLFO）レベルに

おいては地域 ADT の主導のもとでの各市の連携を通じて観光開発のメカニズムを構築する

ニーズが存在している。 

 

(2) 有効性：やや高い 

プロジェクト終了時までに、CDT/ADT の能力強化が十分に図られ（成果 3）、本プロジェ

クトの実施から得られた教訓を基に他地域でも機能するモデルが開発され、対象 4 県に普及

される（成果 5）ことで、プロジェクト目標が達成されると見込まれる。 

プロジェクト目標の達成に係る外部条件に関しては、「エ」国政府が東部地域における観

光開発を重要視していることが確認された。 

本プロジェクトの背景には、ラウニオン港の建設、スペインの支援により CDT の仕組み

が導入されたこと、2009 年にフォンセカ湾を通過し中米を縦断するルートが新規に開通した

ことがあった。これらを背景に、首都のツアーオペレーターの数名が東部地域に目を向ける

ようになったこと、そして本プロジェクトの存在自体がプロジェクト目標達成への貢献要因

となったことが関係者へのインタビュー調査を通じて明らかになった。 

プロジェクト目標達成への留意事項としては、中間レビュー調査時までパイロットプロジ

ェクト対象地域である ASIGOLFO13 市をプロジェクトの主たる活動地域及び裨益対象地域

としていたことが考えられる。このようなプロジェクト対象地域の初期の活動・投入がプロ

ジェクトの一部の活動計画とその進捗に影響を及ぼしたと推測される。 

 

(3) 効率性：中程度 

プロジェクト終了時までにはすべての成果の達成が見込まれている。しかしながら、成果

3 の CDT/ADT の能力強化及び成果 5 のモデルの開発と普及に関連するプロジェクト活動に

ついては、活動計画表（以下、PO）と比べるとやや遅れがみられる。 

日本側の投入に関しては、専門家の派遣、資機材供与、本邦研修及び第三国研修の実施、

現地業務費の支出ともにおおむね適切に行われていることが確認された。 

「エ」国側の投入に関して、カウンターパートの配置については、中央レベルではプロジ

ェクト・コーディネーターと 5 つの各パイロットプロジェクトに責任者が置かれ、プロジェ

クトサイトレベルでは CAT ラウニオンにスタッフが配置された。しかしながら、パイロッ

トプロジェクトに関して各責任者の貢献度には差が出た。CORSATUR が、カウンターパー

トが東部地域に出張する際の日当及び宿泊費を予算化していないことも一因として挙げら

れる。 

専門家チームとカウンターパートともに一部の人員交替が複数回重なったために、必ずし

もコミュニケーションが円滑ではなく、ひいてはプロジェクト活動の進捗に一部影響を及ぼ

したことがあった。 

成果の達成に係る外部条件については、2012 年 3 月の市長選挙後に地域 ADT をはじめと

した複数の CDT/ADT においてメンバーが大きく交替したことがあったが、CORSATUR/CAT

ラウニオンは係る CDT/ADT の組織強化を目的に再編を支援し、終了時評価調査時点では立
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て直しが図られている組織もみられた。 

 

(4) インパクト：やや高い 

プロジェクト目標の達成を前提に、上位目標はプロジェクト終了 3 年から 5 年後に達成さ

れることが見込まれる。 

上位目標の達成に係る外部条件については、MITUR/CORSATUR は CDT/ADT の能力強化

を継続する意思を示している。一方で、終了時評価調査時点では特に外国人観光客にとって

「エ」国の治安が良好ではなく、また、本プロジェクトに参画したカウンターパートの勤続

については不確実性がある。 

また、正のインパクトは多数確認された。“Pueblos Vivos”のイベントを契機に住民の観光

資源への気づきが促されたこと、CDT/ADT メンバーが住民の観光開発への意識の高まりを

実感するようになったこと、エルカルメン市観光課の開設、女性の観光開発への参画、島巡

りツアーの販売が増加傾向にあり、またファムトリップが CORSATUR の年間計画に組み込

まれたことなどが挙げられる。 

 

(5) 持続性：やや高い 

【政策・制度面】 

MITUR/CORSATUR は CDT/ADT の能力強化を継続し、地域住民主導型の観光政策のコン

セプトである“Pueblos Vivos”を継続的に推進していく意向を示している。観光開発推進の体

制として MITUR/CORSATUR が CDT を支援することは法律に立脚したものである。 

CDT/ADT に関しては、リーダーが存在するところでは観光関連の活動が積極的に実施さ

れている一方で、財務管理やレポーティング力といった組織運営に必要な能力はどの

CDT/ADT でも共通してまだ限定的なものとなっている。 

【財政面】 

CORSATUR の CDT/ADT 支援にかかる予算は今後も確保される見通しで、年に 1 度の全国

CDT ミーティングや“Pueblos Vivos”のイベントに加え、起業ワークショップ等が引き続き実

施されることが見込まれている。 

CDT/ADT による財政面での持続性の確保は大きな課題として残る。観光関連の事業収入

を得る仕組みを構築することを第一に、中央政府や市の補助金や NGO 等のドナー機関から

の支援、また家族・親類からの仕送りを活用した資金確保などが想定される。加えて

CDT/ADT が投融資を受けられるようにするための技術支援を提供する外部機関との連携も

重要となる。 

【技術面】 

本プロジェクトの実施を通じて得られた教訓を基に構築されるモデルの普及に関しては、

CORSATUR の主導のもと、東部地域の全 4 県においてセミナーが開催されることとなって

いる。したがって、CORSATUR はプロジェクト終了後もモデルの普及を継続することが可

能と見込まれる。 

終了時評価調査時では、モデル開発については着手されたばかりであるため、モデルの他

地域への普及・適用性についての判断は現時点では困難である。しかしながら、モデルの開

発は専門家チームとカウンターパートがともに行うため、その質は担保されることが見込ま
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れる。 

【持続性に関するその他の貢献要因】 

プロジェクトがパイロット活動で対象とした CDT/ADT は本プロジェクトの終了後も観光

開発を推進し続けていくことに意欲を示している。 

なお、米国支援によるミレニアム・チャレンジ・アカウント（Fondo del Milenio：

FOMILENIO）第 2 フェーズが、沿岸海洋地域持続的総合開発戦略（The Strategy for Integral and 

Sustainable Development in the Marine Coastal Area in El Salvador 2012-2024）の実施支援という

位置づけでまもなく開始されることが終了時評価調査時点で見込まれている。この

FOMILENIO によって沿岸部のインフラ整備やそれに関連する人材開発が行われるとされて

おり、本プロジェクトの対象地域の一部へも裨益することが想定される。観光セクターでの

支援も含まれることにかんがみると、同地域における観光客の増加が期待される。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

・本プロジェクトの第 1 年次と第 3 年次に実施された第三国研修は、パイロット活動対象 13

市の CDT/ADT のメンバー、カウンターパート、協力者の間のネットワーク構築を促進し

たことが関係者へのインタビュー調査を通じて確認されている。 

(2) 実施プロセスに関すること 

・東部地域開発プログラムを構成する「高等職業技術機構（Modelo Educativo Gradual de 

Aprendizaje Técnico y Tecnológico：MEGATEC）ラウニオン校指導力向上プロジェクト

（2009-2012）」のターゲットグループであった MEGATEC は観光科を設置しており、本プ

ロジェクトに関しては観光環境教育のパイロットプロジェクト及び CDT/ADT による観光

開発コンセプト作成において同機構に技術支援を行っている。こうした活動は学生の社会

奉仕活動（servicio social）やボランティア活動として位置づけられているため、今後も継

続が見込まれる。パイロットプロジェクトや CDT/ADT の能力強化に係る活動の実施を通

じても、国家中小企業委員会（Comisión Nacional de la Micro y Pequeño Empresa：

CONAMYPE）、大学等とのネットワークが強化されている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

各パイロットプロジェクトやその他のプロジェクト活動を担当する専門家はそれぞれを担当

する CORSATUR 側のカウンターパートとペアになり、共同責任のもとでモニタリングを実施す

ることとされていたが、体系化されたモニタリングの仕組みは確認できなかった。また、この一

連のモニタリング活動に CAT ラウニオンが必ずしも十分に巻き込まれていなかったように見受

けられた。中間レビュー調査後、専門家チームは月に 1 度のペースで PDM に記された指標に沿

って活動の進捗確認を行うようにはなったが、モニタリング結果を基に、必要とされる活動の軌

道修正を適時に行っていないケースもあった。 

・MITUR/CORSATUR、専門家チーム、JICA 現地事務所の間のコミュニケーションに関しては、

中間レビュー調査後、四半期ごとにプロジェクト活動の進捗モニタリングを目的とした会合を

もつようになったことで一定の改善はみられている。しかしながら、関係者へのインタビュー

調査より、MITUR/CORSATUR と専門家チームの間でプロジェクト活動に関する情報共有が適
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時行われていないケースもあったことが確認されている。専門家チームによって作成されてい

るプロジェクトの月間報告書は MITUR/CORSATUR に共有されていたものの、内容に関しての

一層の議論も必要であったと思われる。 

 

３－５ 結論 

・プロジェクト目標はプロジェクト残余期間内で達成されると見込まれる。そのために、特に、

成果 3 の CDT/ADT の能力強化と成果 5 のモデルの開発と普及については活動計画を見直し、

効率性の高い投入を行うことで有効性を高めることが必要となる。 

・妥当性は、両国の政策との整合性、日本の技術の優位性、プロジェクト対象地のニーズとの一

致という観点から「高い」と判断された。 

・有効性は、プロジェクト目標の指標の達成度と今後の活動の進捗にかんがみた達成見込みより

「やや高い」と判断された。本プロジェクトの背景にはラウニオン港の建設、2009 年にフォン

セカ湾を通過し中米を縦断するルートが新規に開通したこと等があった。これらを背景に、東

部地域に注目するツアーオペレーターが出てきたこと、そして本プロジェクトの存在自体がプ

ロジェクト目標達成への貢献要因となったことが関係者へのインタビュー調査を通じて明ら

かになった。 

・効率性は、成果 3 の CDT/ADT の能力強化及び成果 5 のモデルの開発と普及に関連するプロジ

ェクト活動については PO と比べてやや遅れがみられること、「エ」国側の投入に関してカウ

ンターパートのプロジェクトへの貢献度に差が出たこと、専門家チーム・カウンターパートと

もに一部の人員交替が複数回重なったために、必ずしもコミュニケーションが円滑ではなくプ

ロジェクト活動の進捗に一部影響を及ぼしたことから「中程度」と判断された。 

・プロジェクト目標がプロジェクト期間内に達成されることを前提とすると、上位目標の達成見

込みは高いこと、また正のインパクトが多数確認されたことから、インパクトは「やや高い」

と判断された。 

・持続性は、その政策・制度面、技術面等から「やや高い」と判断された。ただし、CDT/ADT

の財務面での持続性の確保が重要となる。 

 以上より、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標の達成が見込まれると判断される。 

 

３－６ 提言 

(1) 短期（プロジェクト終了時までにプロジェクト側が実施すべき事項） 

1) 専門家チーム 

・カウンターパートとの連携強化 

プロジェクトの有効性を高めるために残りのプロジェクト期間においてカウンターパ

ートとの連携（特に相談）をより一層改善する必要がある。特にプロジェクト目標達成

にかかわる成果 5のモデル開発や普及に係る活動は早いタイミングでカウンターパート

とともに活動計画を見直し、モデル開発や普及について十分に相談し活動を続けること

が重要である。 

・適応可能なモデルの開発支援 

終了後の持続性を勘案し MITUR/CORSATUR が自立発展していくために、カウンターパ

ートのオーナーシップの醸成を図ることが重要である。そのためにも、成果 5 の普及活
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動はカウンターパート主導で活動を展開できるようなモデルとなるよう、開発支援を行

う必要がある。 

2) カウンターパート 

・専門家チームとの協働に基づく活動実施 

プロジェクトのインパクト及び持続性を高めるためにも、成果 5 のモデル開発・普及開

発の活動をカウンターパートが中心となって積極的に行うことが重要である。モデルの

普及だけではなくモデル開発についても、専門家チームとともに主体的に内容を検討す

ることが必要である。 

 

(2) 中・長期（プロジェクト終了後に「エ」国側が実施すべき事項） 

・地域の観光を包括的に推進する仕組みの構築 

東部地域における観光開発を地域が一体となって推進するためには、各市や各 CDT/ADT

をつなげる仕組みが必要である。例えば、各市に設立されることが推測される観光課が定

期的に情報共有を行うような観光課連合などの仕組みなども検討に値する。 

・CDT/ADT のインセンティブを助長させる活動の実施 

東部地域の観光開発を推進するために、本プロジェクトを通じて観光開発への取り組み意

識が向上した CDT/ADT を中心に、各 CDT/ADT がインセンティブを継続もしくは鼓舞さ

せるような仕組みづくりが重要である。例えば、東部地域に限定した“Pueblos Vivos”を行

うことなども一案。 

・観光商品のプロモーション促進 

東部地域の観光産業の活性化を図り、島巡りツアーやマングローブツアーなど本プロジェ

クトで開発された商品を含む当該地域の観光商品のプロモーションを促進することが望

まれる。 

・地域 ADT の能力強化 

東部地域における地域住民を主体とした観光開発を推進するためには当プロジェクトで

主たる対象とした 13 市の CDT/ADT の代表からなる地域 ADT が地域の観光を牽引するべ

く中心的役割を担うことが重要である。 

・CDT/ADT の相互訪問の実施 

地域の資源を生かした観光開発を行うには、地元同士の協力関係を強化することが重要で

ある。そのためには、CDT/ADT 間で互いに現地視察を行う機会を設け、相互の意識を高

めるような工夫をすることが望まれる。 

・インフラ整備、治安整備及び安全確保 

地域の観光基盤を強化し、観光を活性化するためには観光客の受入れに堪えうるインフラ

整備を行うことが重要。併せて、訪れた観光客が安全・安心に滞在できるように治安整備

を行うことが今後の同地における観光振興には重要である。少なくとも東部地域における

治安が終了時評価調査時以上に悪化しないように、地域住民に治安面の重要性を訴えるこ

とや、観光警察の充実化などを図ることが大切である。 

・観光関連統計データ収集システムの整備 

戦略的な観光開発を計画するうえで、市レベルで観光関連の統計データ収集システムを整

備することが重要。また、収集したデータを分析できるよう能力強化が必要。 
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３－７ 教訓 

・地域のリーダーの発見と参加促進 

本プロジェクトのように地域住民を参画させるようなプロジェクトを行う場合、地域住民や地

元組織の中でリーダー的存在の人物を見つけ出し、プロジェクトに積極的にかかわってもらう

よう促すことが重要である。 

・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設定されていない 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上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。 

・モニタリングシステムの導入 

プロジェクト活動の進捗状況に応じてプロジェクトを軌道修正するには、適切なモニタリング

システムを導入し確立することが重要である。 

・プロジェクト活動記録の蓄積 

類似のプロジェクトを立案するうえで、先例となるプロジェクトの教訓は貴重な参考資料とな

る。よって、実施したプロジェクトの活動に関する成功例や失敗例を記録し、取りまとめてお

くことが大切である。 

・地域の競争優位の増進 

地域の経済開発をめざすためには競争優位を構築することが重要であることから、国内外に対

して観光商品を宣伝し認知度を高めることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


