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事業事前評価表 

 

国際協力機構 産業開発・公共政策部  

行財政・金融課 

１．案件名                                                               

 国 名： グアテマラ共和国 

 案件名： 和名 グアテマラ国地方自治体能力強化プロジェクト 

 英名 The Project for the Capacity Development of Local Governance in Guatemala 

  

２．事業の背景と必要性                                                         

＇1（当該国における地域開発、地方行政の現状と課題 

グアテマラ国では、1996 年の内戦終結及び和平協定以降、歴代政権は貧困削減に取り組んで

きた。しかしながら、人口に占める貧困層の割合は 53.7％1と依然として高く、特に地方部に貧困

層が集中している。そのため、同国政府は貧困削減の取り組み強化及びそれを通じた国内格差

の是正を重要課題と位置付けている。 

 かかる背景の下、2002年、同国政府は「地方分権化法」を制定し、以来、地方分権を通じた地域

開発に取り組んでいる。さらに、同年、「都市農村開発審議会法」を制定し、それによって、参加型

手法の下で地域住民のニーズに沿った開発を行うための仕組みとして、国及び地域、県、市、コミ

ュニティの各レベルに開発審議会の設置を義務付けている。それら各レベルに設置する開発審議

会を通じて公共政策立案プロセスへの国民の参加を促し、より地域住民のニーズに沿った開発計

画が策定されることを目指している。 

2012年1月、同国ではオットー・ペレス・モリーナ＇愛国党（政権が発足し、「飢餓撲滅＇Hambre 

Cero（」及び「競争力＇経済活動（」、「治安対策」の3分野を政府の重点課題として位置付けている。

特にHambre Cero政策では、所管省庁として2012年1月に社会開発省を新設し、2015年までに慢

性的栄養不足を10％削減することを目標に掲げ、1662 の自治体を対象としたプログラムを実施

予定である。それにあたって、前政権に引き続き、地方分権化を通じた地域開発を重視するとして

いる。特に市3については、市が住民に最も近い存在であることから、新政権の重点政策を反映さ

せた市の開発計画として、「地方自治体計画＇Local Government Plan/Plan de Gobierno Local（」4

及び「年次計画」を策定することを促し、市にはそのための開発予算を割り当て、セクターに囚わ

                                                   
1 グアテマラ国統計局が実施している生活条件調査＇ENCOVI（の 2011 年の調査結果から引用。 
2 グアテマラ国には、334の自治体があり、Hambre Cero政策は国内の約 50％の市で展開される予定。 

3 地方方自治法の定める範囲で、教育、保健及び社会福祉、市民の安全確保、環境・自然資源、農業、通信・イ

ンフラ・住宅、経済、文化スポーツの各分野の開発事業を適切に実施する役割を負っている。 
4 現政権下にある 4年間の開発計画である。 

技プロ用 
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れない包括的な開発事業の実施を求めるなど、大きな期待を寄せている。 

しかしながら、現実には市は財政・組織・行政能力が依然として低く、分権化によって移譲され

た権限や配賦された開発資金を十分に活かしきれておらず、また、他組織との調整も十分に行え

ていない状況にある。 

 こうした状況に対し、2005年から2007年まで、JICAは貧困地域の若手市長及び地方自治体の

行政担当者、地元NGOや住民組織のリーダーを対象とした国別研修「公共政策の立案能力向

上」を実施し、地域社会発展のための政策決定や実施に資する能力強化に取り組んだ実績があ

る。また、2010年から2012年にかけて、個別専門家を派遣し、同国西部の3県8市に対し、当該地

域の地方公務員の能力強化を目的とした研修を実施し、各市の参加型開発計画の策定・実施・モ

ニタリング活動の実施に対する支援を行ってきた。グアテマラ国政府は、研修を受けた若手市長

及び地方自治体の行政担当官、地域住民リーダーが習得した知識や「生活改善アプローチ5」を

活かし、それぞれの現場で実践に取り組む状況を認知すると共に、JICA支援の成果を高く評価し、

今般、わが国に対し、農村地域の総合開発のための支援要請が行われた。これに応えるため、

生活改善アプローチを始めとする過去のJICA支援の成果を参照しつつ、市が実施する社会開発

事業の計画、実施、モニタリング評価に係る能力強化に対する支援を実施するものである。 

 

(2) 当該国における地域開発と地方行政に対する本事業の位置づけ 

オットー・ペレス・モリーナ政権は、前政権に引き続き、地方分権化を通じた地域開発を重点課

題として位置付けている。特に市に対しては、グアテマラ国における所管官庁である大統領府企

画庁＇SEGEPLAN（が市に対し、研修の実施やガイドラインの策定を通し、「地方自治体計画」及び

「年次計画」の策定作業を支援している。また、Hambre Cero政策下で実施される各施策が、地方

自治体の提供する公共サービスと関連付けられて実施されることを期待している。こうした背景の

下で、同政権は、住民に最も近く、かつセクターに囚われない包括的な開発事業を実施しうる行

政機関として、市に大きな期待を寄せている。本事業は、それに応え、市レベルの社会開発事業

の計画策定及び実施、モニタリング・評価能力の改善を図るものである。また、JICAがこれまで支

援してきた「生活改善アプローチ」は、グアテマラ国政府の住民の自発性の下での生活改善・生計

向上の実現を目指す路線と整合的である。 

 

＇3（地域開発及び地方行政に対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

本事業は、我が国の対グアテマラ援助の開発課題「地域間格差の是正」のための「北部地域

                                                   
5 戦後の日本の農村復興の一翼を担った「生活改良普及員」の経験を基にした農村開発、貧困削減のための手
法、考え方であり、本プロジェクトにおいては、市の派遣するファシリテーターと共にコミュニティの人々が、自ら”主

体(Agent)”となり、課題を見つけ問題解決のために活動を実施することを想定している。また当該手法においては

行政からの大きな支援や資金を必要とするものでなく、人材、資金を含めた地場リソースを最大限活用し、日常生

活における課題の対処、解決を図ることにより、ひいては、生産活動の向上にも繋がっていくという姿勢を特徴と

する。本プロジェクトにおいては、市において社会開発事業の計画、実施を担当している行政官の能力向上を図る

一方で、住民に対しても、一方的に行政に依存し過ぎない、双方による問題解決アプローチを市側及び住民側双

方に働きかけるべく、その一つの手法として「生活改善アプローチ」を取り入れることした。 
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貧困削減プログラム」に位置づけられる。本プログラムは、貧困指標の高い北部地域＇中心はウ

エウエテナンゴ県、キチェ県、アルタベラパス県、バハべラパス県（の地方行政の強化をベースと

した社会サービスの提供、経済成長を助長することを目的として、分野横断的な支援を行い、貧

困削減を図っている。 

我が国は、「北部地域貧困削減プログラム」の下で、既述のとおり、2005 年から 2007 年の 3 年

間にわたり、国別研修「公共政策の立案能力の向上」を実施すると共に、2010年から2012年にか

けて個別案件「貧困削減に向けた地方行政能力強化アドバイザー」で専門家を派遣した。 

 

＇4（他の援助機関の対応 

従来、世界銀行と IDB＇米州開発銀行（が共同で地方行政の能力強化を目的とする借款

「Project to Support a Rural Economic Development Program」を実施している。本プロジェクトとの

関係性においては、SEGEPLAN はその資金を活用し、SEGEPLAN の県事務所にコーディネータ

―を配置し、地方自治体による地方自治体計画の策定作業に対する支援を行っている。また当

該支援の一環として、SEGEPLANは各県のコーディネーターと共に、地方自治体計画の策定支援

のための教材の策定及び研修を実施している。2013 年 1 月末をもって本借款は終了予定である

ものの、上記支援で策定された研修教材については、社会開発事業の計画策定、予算化、実施、

モニタリングに係るガイドブック、教材を作成する際にレビューを行う等活用を予定している。 

  

３．事業概要                                                           

＇1（事業目的＇協力プログラムにおける位置づけを含む（ 

本事業は、パイロット市において、市による社会開発事業に係る計画及び予算化、実施、モニタ

リング・評価＇M＆E（の手法を体系化し、右事業の関係者に対し研修及び一部事業の実施を支援

することを通じて、パイロット市における社会開発事業の計画策定、予算化、実施、モニタリング・

評価能力の向上を図り、もってパイロット市における市民の生活状況の改善に寄与するものであ

る。 

 

＇2（プロジェクトサイト／対象地域名 

グアテマラシティ、同国北西部 3県6におけるパイロット市＇8市程度を予定している。（ 

 

＇3（本事業の受益者＇ターゲットグループ（  

同国北西部 3 県におけるパイロット市＇8 市程度を予定している。（：市長、市議会議員、開発審議

会委員、市役所関連部署行政官、セクター局行政官、地域住民リーダー 

中央政府：大統領府企画庁＇SEGEPLAN（ 

 

＇4（事業スケジュール＇協力期間（ 

                                                   
6 サンマルコス県、ウエウエテナンゴ県、キチェ県の 3 県 
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2012年 11月～2016年 5月を予定＇計 42か月（ 

※最初の専門家が派遣されてから 42か月＇3.5年（を予定している。 

＇5（総事業費＇日本側（ 

3.5億円 

 

＇6（相手国側実施機関 

大統領府企画庁＇SEGEPLAN（ 

 

(7)投入＇インプット（ 

1（日本側＇総額約 3.5億円程度（ 

・長期専門家(業務調整)：1名 ＇36MM程度を想定（ 

・短期専門家＇地方行政、参加型開発/生活改善（：2名(各々15～20ＭＭ程度を想定) 

・第三国専門家数名＇総括、文書管理、ファシリテーター、生活改善（ 

・機材供与 

・本邦研修 

・第三国研修 

・在外事業強化費 

 

2（グアテマラ国側 

・プロジェクトダイレクター：広域調整・企画副長官 

・プロジェクトマネージャー：広域戦略計画局長 

・副プロジェクトマネージャー：広域戦略計画局副局長 

・パイロット市のある各県コーディネータ―：SEGEPLAN県事務所職員 

・生活改善普及員＇各パイロット市（ 

・執務室、駐車場 

・国内集団研修参加旅費：ファシリテーター研修、PCM研修、文書管理研修等 

・社会開発事業実施経費：本プロジェクトのパイロット市で実施される社会開発事業の実施のため

の経費については、市独自の予算もしくは必要に応じて中央政府、関連ドナーから各パイロット市

が確保する予定であり、本プロジェクトでは負担しない。 

 

＇8（環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1（環境に対する影響/用地取得・住民移転 

  ①カテゴリ分類＇A,B,Cを記載（ C 

  ②カテゴリ分類の根拠 

   本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」＇2010 年（に掲げる、影響を及ぼしやす

いセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小
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限であると判断されるため。 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし。 

 

４．協力の枠組み                                                       

＇1（協力概要 

1（ 上位目標：パイロット市において市民の生活状況が改善する。 

指標：2020 年末までに、パイロット市の住民の生活状況の指標＇教育、保健、衛生、住居、食糧安

全保障等（がプラスに変化する。 

 

2（プロジェクト目標：パイロット市において社会開発事業の計画策定・予算化・実施・M＆E が改善

する。 

指標： 

1. プロジェクト内で作成したガイドブックに記載されたプロセスと手続に従って、各パイロット市に

おいて実施・運営される社会開発事業の数が、2015年末までに尐なくとも XX件となる。 

2. 2015年12月までにパイロット市における地域住民リーダーのXX％が市による社会開発事業が

プロジェクトサイクルマネジメント8の点で、改善したと答える。 

 

3（成果及び活動 

成果１：プロジェクトの実施体制が構築され、社会開発事業実施のためのマネジメントの枠組みが

整備される。 

指標： 

1.1 プロジェクト開始 6 ヶ月以内にプロジェクト関係機関9の責任、義務、役割を記載した文書が作

成される。 

1.2 プロジェクト期間中、1.1 で作成された合意文書に基づき、各レベルの調整会議が右合意文書

の規定に基づき開催される。 

1.3 市に対するプロジェクト関係機関からの技術支援が毎年増加する。 

成果１に関する主要活動＇活動の数が多いため要約して記述（： 

●プロジェクトの関係者の責任、義務、役割を明確にした上で SEGEPLANが中心となり JCCを立

ち上げる。 

                                                   
8 本プロジェクトにおけるマネジメントとは、社会開発事業の計画策定、予算化、実施、モニタリング・評価のプロ
セスを意味する。 
9 本プロジェクトについては、市に対する予算、研修、プロジェクト等に係る関係機関が複数あることから、JCC以

外に中央政府関係機関を集めた Partner Institution を設置する予定である。具体的な関係機関については、案件

開始後に SEGEPLANとの協議によって最終的に決定する予定であるが、候補としては、社会開発省＇MIDES（, 教

育省＇MINEDUC（,農業食糧省＇MAGA（, 保健社会保障省＇MSPAS（, 大統領府官房庁＇SCEP（, 食糧安全省

＇SESAN（等の中央省庁関連機関及び県、市における SEGEPLAN県事務所及び市役所、市議会、開発審議会等

が想定されている。 
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●パイロット市の市長と合意文書を締結し、パイロット市を決定し、SEGEPLANの県事務所及びパ

イロット市を中心として、県調整委員会及び市調整委員会を立ち上げる。 

●グアテマラ国における社会開発事業の実施体制につき、ガイドブックに取り纏め、プロジェクト

のエンドライン調査を実施する。 

 

成果 2：各パイロット市の能力評価結果に基づき、社会開発事業に係るプロジェクトサイクルマネ

ジメントの手法が体系化される。 

指標： 

2.1 2015 年までに次の項目の手法が確立され、ガイドブック及び教材として提供可能な状態にな

る。 

・住民ニーズに基づく社会開発事業候補案件の発掘 

・発掘した社会開発事業の審査 

・審査結果に基づく年間計画・予算計画の策定＇コスティング、予算リソースを含む（ 

・社会開発事業の実施に関する M＆E等 

・住民参加型手法＇社会開発事業における生活改善アプローチの導入、情報開示、住民を対象と

したファシリテーション（ 

・上記に関する文書管理 

成果 2に関する主要活動＇活動の数が多いため要約して記述（： 

●市が社会開発事業を実施するために必要な手続及び手続に関し SEGEPLAN 及び関連省庁に

より実施されている研修、関連するガイドライン、マニュアル、研修教材についての把握を行う。 

●社会開発事業のプロジェクトサイクルマネジメント手法に関する手続やフォーマットを補完する

ためのガイドブックや教材を作成する。 

●SEGEPLANはプロジェクトで作成したガイドブック、教材を承認し、関連機関と共有する。 

 

成果 3：パイロット市幹部、市職員、地域住民リーダーの社会開発事業に係るプロジェクトサイクル

マネジメントについての知識が向上する。 

指標： 

3.1 プロジェクト終了までにパイロット市において、計画された研修の XX%が実施される。 

3.2 研修対象者の XX%以上の市幹部、市職員、地域リーダーが研修に参加する。 

3.3 研修終了時の理解度テストの結果、受講者全体の XX%が合格している。 

成果 3に関する主要活動＇活動の数が多いため要約して記述（： 

●市の社会開発事業の関係者に対する研修計画＇モニタリング計画、文書管理基準、生活改善

グループの能力診断基準を含む（を作成する。 

●上記研修計画に基づき、研修＇社会開発事業に係るプロジェクトサイクルマネジメント、生活改

善アプローチ等（を実施する。 

●国内外の先進事例の研修を行い、研修のモニタリングを実施する。 
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成果 4：パイロット市の市幹部、市職員、地域住民リーダーの社会開発事業のプロジェクトサイク

ルマネジメントの実施能力が向上する。 

成果 4に関する指標： 

4.1 社会開発事業の計画策定、予算化、実施、M＆E手法の実践に関する指標 

・2014 年央以後、各パイロット市において、実施されているパイロット事業の XX%が成果 2 で

取り纏められた手順及びフォーマットに則って形成、実施され、モニタリング、評価が実施され

ている。 

4.2 生活改善アプローチの実践に関する指標 

・2015 年央までに、生活改善活動が実践される。＇各市における生活改善を実施するグルー

プの数と参加者の数（ 

4.3 文書管理に関する指標 

・2015 年央までに全てのパイロット市において、プロジェクトで作成する文書管理状況基準に

基づく診断結果が 1段階以上上がる。 

成果 4に関する主要活動＇活動の数が多いため要約して記述（： 

●パイロット市が地方自治体計画と年次計画に記載されたパイロットプロジェクトの整合性を確認

する。 

●パイロット市の優先されたコミュニティの住民10に対し、生活改善アプローチの啓発活動を行い、

問題の把握を行うと共に、パイロットプロジェクトを策定、実施を行う。 

●市の関連部署に対し、文書管理に関する技術的支援を行う。 

 

成果 5：パイロット市における社会開発事業のアプローチの理解が促進される。 

指標： 

プロジェクト終了時までに、各パイロット市において XX 名以上の地域のアクター＇地域住民リーダ

ーや地域住民（が、プロジェクトによる研修を受け、研修の内容が理解できたと回答する。 

成果 5に関する主要活動＇活動の数が多いため要約して記述（： 

●関係機関からの支援を受けつつ、パイロット市のコミュニティに対し、市の社会開発事業及び生

活改善アプローチに関する啓発活動を実施する。 

 

成果6：パイロット市から得られたグッドプラクティスと経験をパイロット市及びその他の市で共有す

るための仕組みが構築され、機能する。 

成果 6に関する指標： 

6.1 2014年末までに経験共有ワークショップ＇或いはコンテスト（の開催計画が作成される。 

                                                   
10 本プロジェクトにおいては、社会開発事業の計画のプロセスの一環として地域住民への働き掛けを行う予定と
しているが、パイロット市内においても複数のコミュニティがあるため、全てのコミュニティを対象にすることは困難

である。よってベースライン調査の結果に基づき市にとって優先度の高いコミュニティを選択市、そこに対しまずは

働き掛けを行っていく予定である。 
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6.2 プロジェクト終了時までにパイロット市間及びその他の市に対する先進事例や経験共有ワー

クショップ＇或いはコンテスト（が XX回開催される。 

6.3 プロジェクト終了時までにワークショップ招待者に対する出席者の率が、パイロット市で XX%、

その他の市で YY%となる。 

6.4 パイロット市での経験を踏まえて改善されたガイドブックや教材が、2016年の政権交代時にお

ける新市幹部や新市職員への研修で継続して活用される。 

6.5 2016 年政権交代時に的確に文書の引き続きがなされ、新しい市幹部、新しい市職員＇市開発

計画局、普及員、XX（の XX%以上が文書の引き継ぎが行われたと答える。 

成果 6に関する主要活動＇活動の数が多いため要約して記述（： 

●経験共有ワークショップ開催のための計画書を作成し、ワークショップを開催する。 

●各パイロット市での社会開発事業促進に係るプロジェクトサイクルマネジメントの改善促進のた

めの各市の成果を発表し合うコンテストを行う。 

●パイロット市で実施した社会開発事業のグッドプラクティスを取り纏め、SEGEPLAN の HP に掲

載すると共に、普及セミナーを実施する。 

 

4（プロジェクト実施上の留意点 

(a) パイロット市選定の手法 

前フェーズの個別専門家の支援経験から、本事業では、最初の支援対象市の数を 6～8市とす

る。候補市選定先は過去の国別研修者の活動地域である市や貧困状況を示す客観的な指数で

ある「周辺指数」及び本事業の将来の波及効果の発現のしやすさといった基準から、グアテマラ

国北西部のウエウエテナンゴ県、サンマルコス県、キチェ県を支援対象地域として選択し、その中

から更に他ドナーの支援対象地域となっている市を除き、市長や市当局の意欲や能力、住民との

関係性を調査し、右状況を総合的に判断し、最終的に、以下 8市を支援対象候補市とする。 

・サンマルコス県：シビナル市、イシュチグアン市 

・ウエウエテナンゴ県：サンミゲルアカタン市、テクティタン市、サンフアンイシコイ市 

・キチェ県：サンバルトロメホコテンアゴ市、カニジャ市、ウスタンパン市 

これらパイロット市は、候補市の選定終了後に選挙が実施され、市長等の変更が行われた市も

あることから、プロジェクト開始後、SEGEPLAN と共に、最終的なパイロット市決定することとする。 

 

(b) 指標の目標設定 

上位目標を除く、現時点で目標値が設定されていない指標については、プロジェクト開始後半

年を目途に JCC 会合で目標値を設定することとする。また、上位目標については、プロジェクト開

始後実施されるパイロット市におけるベースライン結果を基に、各市の課題にパイロット市側の関

係者及び SEGEPLAN と協議を行い、最終的に決定することとする。また、これら指標の設定及び
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見直しの際には、それぞれの指標が各成果を図るものとして十分なものであるのか JCC の場及

び調査団の派遣等を通じ適宜検討及び協議を行っていくこととする。 

 

(c) パイロット市の協力の確認 

本プロジェクトでは、パイロット候補地となっている 8 市のコミットメントを確保することが成果及

びプロジェクト目標の達成において重要な要素となっている。これらパイロット市の選定において

は、これらパイロット市からのコミットメントについては、パイロット市については、案件開始後に最

終決定を行う予定となっているが、本プロジェクトの開始に当たっての SEGEPLAN との合意文書

＇Minutes of Meeting（において、パイロット市選定の要件として、本プロジェクトにおいて市長及び

市関係者の主体的な協力及び活動が得られること、生活改善アプローチの係る活動に必要なフ

ァシリテーターを各パイロット市で任命すること＇兼務でも可（、社会開発事業の実施に当たっての

予算を市で負担すること＇必要に応じて中央政府やセクター省庁からの予算から獲得する。（、本

プロジェクトで得られた経験を他の市にも普及する際に協力すること、を選定基準として記載して

おり、これらクライテリアにつき慎重にパイロット市の選定を行うと共に、併せて本プロジェクト内に

おいても、成果 1の活動において、パイロット市の選定に当たり、市の役割及び義務を明記した上

での合意文書を締結する予定であり、将来におけるパイロット市のコミットメント図る予定である。

これら選定のクライテリア及び合意文書の締結により、パイロット市を選定し、リスクの内包化を図

るものとする。 

 

(d) 本プロジェクトの成果の持続性 

本プロジェクトにおいては、パイロット市の関係者に対する研修及びガイドブックの作成等を実

施する予定であるが、そのカリキュラム及び教材、ガイドブックが本プロジェクト終了後も継続的に

グアテマラ内で活用されていくのか、その継続性につき確認を行う必要がある。上記課題につい

ては、SEGEPLAN との合意文書(Minutes of Meeting)において「ガイドライン及び教材」の承認及び

活用方法につき、プロジェクト終了前までに普及のための活動計画を作成することを合意している。

また右活動に関連し、成果 1 において、プロジェクト関係者の責任、義務、役割を明確化し、JCC

を立ち上げるため、その中で、パイロット事業の実施にとどまらず、その成果の継承の観点から

SEGEPLAN の役割を明確化する。また、SEGEPLANの成果持続のための取り組みとして、成果２

において、本プロジェクト内で作成したガイドライン及び教材については、SEGEPLAN が自身の教

材として正式承認する、という活動を入れ込んでいる。加えて、SEGEPLAN だけでなく、本プロジェ

クト内においても、成果 6 においてワークショップ開催を行い、各パイロット市で実施した社会開発

事業のグッドプラクティスをパイロット市間及びパイロット以外の市との間で経験共有し、それらの

経験をグッドプラクティス集として取り纏める予定であり、上記持続性に係るリスクについても本プ

ロジェクト内で内包化することを計画している。 

 

(e) 4年に一度の選挙の影響 
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グアテマラ国においては、4年に一度実施される選挙により、市長が交替し、新しい市長が前任

者の政策を継承しないという前例が多々見られる。多くの場合、選挙により市長の交代があった

場合には、市職員も総入れ替えになる可能性が高く、本プロジェクトの成果が次期政権に引き継

がれない可能性もある。上記リスクに対応するために、本件においては、市の外部にも目を向け、

市行政側の人材育成だけでなく、地域開発における地域住民への働き掛けや能力強化を実施し、

将来的に、市の内部だけでなく外部に本事業と同じ問題意識を持った人材をローカルレベルで育

成していく＇成果 4及び成果 5 における活動を参照のこと（。その一環で、地方行政政策への提言

も行ったこともある現地大学の有識者を含むグアテマラ国関係者による国内支援委員会を設置す

ることによって、プロジェクトにおいて得られた知見及び教訓がローカルに蓄積されていく仕組み

を構築する。これらによって、市長及び市幹部が交代した場合でも、同様のアプローチが継承され

る状況になることを目指す。また、グアテマラ国においては、現状において次期選挙が 2015 年末

に予定されている。本プロジェクトは、2016年6月を案件終了時期と見込んでおり、2015年末の選

挙後、本件の終了時までの約半年間については、新政権下における社会開発事業の関係者に

対し、本プロジェクトで得られた成果を基に新政権下の関係者に研修を行い、知見の共有を行う

予定としている。また、市役所に対しては、文書管理の仕組みを導入し、その実施を徹底すること

により、本プロジェクトにおける成果を新政権へ引き継ぐことを目指す。 

 

(f) 本プロジェクト全体の設計 

本プロジェクトはプロジェクト目標である「パイロット市における社会開発事業の計画、予算化、

実施、モニタリング・評価」実施のための能力強化として、以下の成果に基づくそれぞれの活動を

実施予定である。 

成果１においては本プロジェクト実施のための実施体制を整えることとなっている。グアテマラ

国においては SEGEPLAN 以外にも各中央省庁が市に対し独自のプログラム予算を持っており、

また市に対する研修についても「地方自治体計画」を始めとする計画の策定については

SEGEPLAN が所管しているが、市長を含めた開発審議会の職員に対する研修は大統領調整庁

＇SCEP（が担当する一方で、公務員人材育成の主管は国家行政庁＇INAP（が行っている等、パイ

ロット市に対する社会開発事業に関連する支援を実施する上で、これら関係機関の調整が必要と

なる。よって、中央政府を含めたこれら関係機関を整理、役割を明確化させると共に、合意文書を

作成し、中央、県、市とパイロット市を含めた本プロジェクトの実施体制を整備する。 

成果 2 においては、社会開発事業の計画立案、予算化、実施、モニタリング・評価に必要な手

法を整理、不足分は補足し、成果３においては、それを基に市の社会開発事業関係者に研修を

実施する予定である。また成果 4 においては、これら研修を基に、実際にパイロット市においてパ

イロット事業を計画、予算化、実施、モニタリング・評価を実施する予定である。成果 5 においては、

本プロジェクトで社会開発事業を計画・実施する上での一つの手法である生活改善アプローチに

つき、地域住民の理解を促進すると共に、成果 4の実施におけるコミュニティ住民の参加を進めて

いく。 
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一方で、成果 6においては、これら本プロジェクトで実施した社会開発事業を実施する上での体

制作り及び研修、パイロット事業から得られたフッドプラクティスをパイロット市及びパイロット市以

外の市に対しても共有すると共に、選挙後の成果の継続性を見据えて、新政権に対しても可能な

限りで研修等を実施する。本プロジェクトにおいては、これら成果 1～成果 6 を達成することによっ

て、最終的には、パイロット市において市が実施する社会開発事業全体のプロジェクトマネジメン

トの向上を図るものである。 

尚、プロジェクト目標と上位目標との関係性については、社会開発事業の実施により牽いては、

パイロット市における市民生活の状況改善に繋がっていくという道筋を示しているものの、具体的

な内容については、本プロジェクトの開始後、パイロット市及び SEGEPLAN との協議を通し、パイ

ロット市の現状を踏まえた上で、どのような生活状況の改善を目指すものであるのか明確化して

いく予定である。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                                        

＇1（事業実施のための前提 

1) SEGEPLAN 以外の本プロジェクトの関連省庁＇例：社会開発省（が特定され、本プロジェクト

に協力することの同意が取り付けられる。 

＇2（成果達成のための外部条件 

1) パイロット市における治安が著しく悪化しない。 

2) パイロット市における普及員が継続的に雇用される。 

3) 自然災害＇洪水、地滑り（がプロジェクトに大きな影響を与えない。 

＇3（プロジェクト目標達成のための外部条件 

   1) パイロット市に対する交付金が著しく減額されない。 

＇4（上位目標達成のための外部条件 

 1) グアテマラ国における経済状況が著しく悪化しない。 

 

６．評価結果                                                           

本事業はグアテマラ国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助方針と十分に合致しており、また

計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                                     

「貧困削減に向けた地方行政能力強化」個別専門家＇2010年～2012年（ 

・上記個別専門家の活動において、C/P機関としての SEGEPLAN及び中央省庁の関与は皆無で

あった。そのため、活動から得られた成果、知見は研修を受けた市長及び市職員に残されたのみ

で、省庁レベルでの持続性の確保が課題として残った。同時に、支援対象外となった他の市への
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波及が課題であった。右教訓を踏まえ、本案件においては、専門家が定期的に中央省庁と情報

共有及び中央省庁の関与を強化する働き掛けを行うことにより、本事業の成果がパイロット市の

みならず中央省庁にも届くための体制の構築が重要である。具体的な活動としては、短期専門家

の中央省庁への配置、JCC 及び Partner Institution における中央省庁の位置づけ、役割の明確

化を行う。 

・グアテマラ国においては 4 年に一度の選挙により、中央から市職員まで総入れ替えになる傾向

がみられる。そのため、市職員に対する能力強化だけでなく、将来の市長及び市職員となり得る

地域や団体のリーダーに対し、研修を実施することにより、生活改善アプローチに基づく社会開発

計画の実施を含む、市の業務の継続性をリードする人材として育成していくことが重要である。本

プロジェクトにおいては、成果 4、成果 5 において、地域住民リーダー及び地域住民を対象にした

研修や啓発活動を行い、人材育成を図っていく予定である。右研修及び啓発活動実施の際には、

住民に対して市の取り組みに関する情報共有を広く行い、住民の理解や意識改革を支援すること

によって、次回選挙で住民の生活改善に資する開発の実現に強い関心をもつ有権者意識を涵養

することが重要であり、本件においても上記問題意識のもと取り組んでいく。 

 

８．今後の評価計画                                                       

＇1（今後の評価に用いる主な指標 

  4.(1) のとおり。 

＇2（今後の評価計画 

事業開始 6 ヶ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3年後 事後評価 

 

以 上 


