
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:技術協力プロジェクト
評価実施部署：グアテマラ国事務所（2014 年 12 月）

国名
観光自治管理委員会強化プロジェクト

グアテマラ

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背
景

グアテマラでは、自然、遺跡、先住民文化などの観光資源が豊富に存在している。他方、外国人観光客
の多くは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、景勝地のアティトゥラン湖等の名
所を中心に訪れており、同国の各地に潜在する観光資源が地域開発に十分に活用されるに至っていない。
また、地方山村・山間部では森林伐採などの問題も深刻化しており、観光資源としての自然環境の保護が
危急の課題となっている。そうした中、グアテマラ政府は、2000 年に地域観光委員会（Comité Local de 
Turismo）を導入し、観光行政の分権化を進め、2004 年には観光自治管理委員会（CAT）に改組された。JICA
は、2002 年に「全国観光開発調査」を実施し、全国観光マスタープランの策定を支援した。このような背
景の下、グアテマラ政府は、CATs の機能強化と関係組織間の連携を構築し、持続可能な地域の特性を活か
した観光振興を図るため、日本政府に技術協力を要請した。

プロジェクトの目
的

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：アルタ・べラパス県、バハ・ベラパス県およびペテン県において、CATs の能力が
強化され、地域の資源を活用した観光振興がはかられる。

実施内容

1. プロジェクトサイト：ペテン県、アルタ・べラパス県、バハ・べラパス県
2. 主な活動：CATsの観光戦略プランの策定、公共セクター・コミュニティ・観光零細企業の共同支援メ

カニズムの構築、観光資源の管理運営やマーケティング・プロモーションに係るマニュアル・教材の
作成と研修の実施、観光プロモーション・イベントの開催、等

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 6人
(2) 研修員受入 6人
(3) 機材供与 PC、プリンター、ビデオ

カメラ、GIS ソフト等
(4) 第三国研修（メキシコ、39 人）

相手国側
(1) カウンターパート配置 6人
(2) 土地・施設提供 プロジェクト事務室、電気・水道代
ローカルコスト負担、観光プロモーション・イベント兼セミナー
費用、等

事前評価年 2007 年 協力期間
2007 年 9 月～
2010 年 9月

協力金額 253 百万円

相手国実施機関
観光庁（INGUAT）、大統領府企画庁（SEGEPLAN）、職業訓練庁（INTECAP）、対象地域の観光自治管理委員会
（CATs）

日本側協力機関 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

Ⅱ 評価結果1

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに「国家観光戦略（2000年）」、「農業開発計画（2004年）」
「グアテマラ持続的観光開発のための国家政策2004－2014年」に重点分野として掲げられた「官民共同による観光振興」とい
うグアテマラの開発政策、「地域資源を活用した観光開発」という開発ニーズ及び事前評価時の日本とグアテマラの政策協議
において最重点分野とされた「持続的経済開発」と十分に合致している。したがって、妥当性は高い。
2 有効性・インパクト

本プロジェクトでは、対象地域であるペテン県、アルタ・べラパス県、バハ・ベラパス県のCATsの組織能力強化、観光商品
の特定・プロモーション、観光インフラ・サービスの改善に関する取組みを通じて、対象地域の地域資源を活用した観光振興
を図り、同地域の持続可能な観光および自然・文化資源の保全の促進、ひいては同地域の経済開発と貧困削減に寄与すること
が目指された。

プロジェクト目標である「対象3県における地域資源を活用した観光振興」は、プロジェクト完了時点で達成された。成果の
一部であった観光商品の特定・プロモーションについては、各CATの観光商品パンフレットが最大1万部配布されており、地域
を訪れる観光客への配布量としては十分であったといえる。また、プロジェクト対象地域の各市の観光商品は、2008年の66品
目から2010年6月時点で146品目に増加した。対象地域の各市の観光セクター企業数、被雇用者数は、2008年から2010年にかけ
て増加しており、2010年までのプロジェクト期間中に、4つのCATsにより、合計120回程度のプロモーション活動が実施された。
CATメンバー数は2008年の144名から2010年には300名に増加し、CATメンバーの職種数は、2008年の73から2010年には94に増加
した。また、対象地域の各観光地の訪問者数は、2008年から2010年にかけて増加している。なお、訪問者数が増加した要因と
しては、グアテマラ全体への観光客の増加に加え、対象地域において、舗装された「ケツァルの道」や「ムンドマヤ周遊ルー
ト」が維持されるようになり、山奥への観光地に雨季にもアクセスできるようになったことが挙げられる。

                                           
1当初 PDMの指標が項目数も多く、データの入手可能性の低いものが多かったため、2008 年 3 月に PDM Ver.2 に改訂された。しかし、PDMver2

の指標によっても達成度を測ることが困難な指標があることが終了時評価（2010 年）において指摘されていた。本事後評価では、終了時評

価時に収集できなかった指標は収集できないことに変わりがなかったため、効果を測るために必要な情報（以下、補完情報という）を収集

して達成度を検証することとした。



プロジェクト完了後については、活動を継続しているCATメンバーは83名、職種は78種であり、事後評価時点も活動に必要な
一定数のメンバーが残っている。完了時点からメンバーが減少している原因
として、CATの財政難のために、CAT予算及び現地でCATの技術面を支援するプ
ロモーターの数が減少したうえ、グアテマラ人対象の国内ツアーを促進する
観光庁観光プログラムが2012年になくなり、CATメンバーのインセンティブが
減りCATメンバーの数も減少したことが考えられる。プロジェクト完了後の各
市の観光商品数については、118個から61個に減少している。観光商品数は減
少しているが、メンバー数と同様、地域振興の維持に必要な観光商品数は継
続確保されていると考えられる。事業実施時に、公共セクター、コミュニテ
ィ、観光零細企業のネットワークが構築されたCATはプロジェクト完了後も維
持されており、4つのCATにおいてネットワークは維持されている。一部のCAT
においてはネットワークが機能していないが、その理由としてCATより、各団
体独自の活動に重点を置いていることが確認された。本プロジェクトのパイ
ロットプロジェクトとして整備された観光地の案内板と休憩施設については
一部維持管理がなされておらず、またマニュアルは紛失している。適切に維
持管理されていない理由として、維持管理予算の不足を挙げるCATが大半であ
った。また、プロジェクトで立ち上げたウェブサイトは、各CATの観光振興用
のポータルサイトとして運営が継続されていない。これは、プロジェクト実
施中に立ち上げ運営されたCATのウェブサイトに関する認識が現在のCATには
引き継がれていないため、管理担当者が不明であることが挙げられる。他方、プロジェクト完了後の各観光地の訪問者数は観
光庁やCATにより収集されていないものの、プロジェクト完了後の対象地域の各県の観光客宿泊数は、2010年と2012年を比較す
ると約18％（2010年198,967人から2012年234,032人）と増加が見られていることから、訪問者数も増加しているものと推定さ
れる。

上位目標の自然・文化資源の保全の促進による地域の経済開発と貧困削減への寄与については、プロジェクトで作成された
コミュニティマップを活用した3件の自然・観光資源の修復、3件の自然・観光資源の保護が行われた。観光セクターの被雇用
者数のデータは、観光庁や労働省によりセクター別の情報収集は行われていないが、対象各県のホテル件数が363件（2010年）
から403件（2012年）へと増加したことが確認された。本プロジェクトで実施したセミナー/研修に参加した観光事業者の売上・
収入にかかる定量データはこの調査では確認できなかったものの、対象地域における観光セクター企業数、被雇用者数が増加
するなど、地域経済振興への寄与が見られた。サラマCATでは、メキシコ第三国研修及びプロジェクト経験を活かし、伝統木琴
楽器マリンバとケッツアール（国鳥）を展示する博物館を建設し、毎年800～1000名の観光客が訪れるようになったり、観光学
を学ぶ青少年が定期的に訪れるようになったりという好事例がある。更に、本プロジェクトの実施により対象地域において、
CATの活動の一環として観光地へのごみ箱の設置が行われるようになり、自然環境保全も重視されるようになったと考えられ
る。

以上より、プロジェクト目標と成果はプロジェクト完了時までに達成され、さらに上位目標である観光および自然・文化資
源の保全や地域の経済開発に資する事例が見られているものの、事業の成果やプロジェクト目標の継続が十分でないこと、上
位目標の一部の指標についてはエビデンスとなるデータの確認が認められないことから、本プロジェクトの有効性/インパクト
は中程度といえる。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

プロジェクト目

標

（アルタ・べラパ

ス県、バハ・ベラ

パス県およびペ

テン県における、

地域資源を活用

した観光振興）

CATｓの年間予算額 （プロ目指標１） （プロジェクト完了時）予算額は増加している。

（事後評価時）CATへのプロジェクトや活動の予算は、

CAT局独自の予算だけではなく、大半は企画、商品開発

等関係各課の予算に影響されており、CATだけの予算額

を算出することは難しい状況である。

CATｓの年間予算額の費用項目

（プロ目指標２）

（プロジェクト完了時）情報なし

（事後評価時）情報なし

対象地域の各市の観光セクターの企業数

（プロ目指標 3）
（プロジェクト完了時）2008 年 2,208 社から 2010 年

2,907社に増加

 （事後評価時）上位目標の指標として確認

対象地域の各市の観光セクターの雇用者数

（プロ目指標 4）
（プロジェクト完了時）2008 年 5,724 人から 2010 年

9,363人に増加、

（事後評価時）上位目標の指標として確認

ホテルの客室数

（プロ目指標５）

（プロジェクト完了時）情報なし

（事後評価時）情報なし

プロジェクト完了時までに対象地域で実施

された CATsによるプロモーション活動（補

完情報）

（プロジェクト完了時）2010年までに 4つの CATsによ

り合計 120回程度実施された。

（事後評価時）活動を継続している CAT メンバーは 83
名。プロジェクト完了後の新規加入者は 16 人。CAT メ

ンバーの職種数は延べ 78種。

プロジェクト開始時点から完了時点までの

対象地域の各観光地の訪問者数（補完情報）

（プロジェクト完了時）2008年 83.04万人から 2010年
6月時点 100.8万人に増加

（事後評価時）各県の宿泊者数の推移は以下の通り。

 ペテン県：2010年 6.1万人→2012年 8.4万人

 アルタ・べラパス県：2010年 1.2万人→2012年 1.4

Eco quetzal にて、プロジェクト中に作成され

たマップを額に入れて展示。



万人

バハ・べラパス県：2010年 12.5 万人→2012年 13.5万

人

上位目標

（持続可能な観

光および自然・文

化資源の保全の

促進、それによる

地域の経済開発

と貧困削減への

寄与）

プロジェクト対象地域の各観光サイトの訪

問者数（上目指標１）

（事後評価時）プロ目の指標として確認

プロジェクト対象地域の各市で認証取得し

た企業数（上目指標２）

（事後評価時）情報なし

【持続可能な観光および自然・文化資源の

保全の促進】

プロジェクトで作成されたコミュニティマ

ップを活用して補修、保護された自然・観

光資源の件数（補完情報）

（事後評価時）プロジェクトで作成されたコミュニティ

マップを活用して補修された自然・観光資源は 3件、保

護された自然・観光資源の件数は 3件。

【地域の経済開発と貧困削減への寄与】

プロジェクト完了後のプロジェクト対象地

域の各市の観光セクターの企業の増加（プ

ロ目指標３）

（事後評価時）観光セクターの主な企業として、対象各

県のホテルが挙げられ、その数は 2010 年 363 件から

2013年 403件に増加している。

プロジェクト完了後のプロジェクト対象地

域の各市の観光セクターの企業に従事する

被雇用者数の増加（補完情報）

（事後評価時）観光セクター企業が存在する対象各県の
ホテル数は 2010年 363件から 2013年 403件に増加し
ていることから被雇用者数も増加していると考えられ
る。

プロジェクトで実施したセミナー/研修*に

参加した観光事業者の売上・収入の増加（プ

ロ目指標４）

（事後評価時）正確な売上・収入額は確認されていない
が、関係者への聞き取りの結果、プロジェクトで強化さ
れた観光事業者の売上・収入は増加傾向にある。

注：*観光商品開発、マーケティング、エコツーリズム、等

出所：終了時評価報告書、カウンターパートへの聞き取り調査、プロジェクト対象地域における関係者への聞き取り調査。

3 効率性
本プロジェクトは、協力期間は計画内に収まったが（計画比100％）、中間レビュー後、県レベルのCATへの活動やモニタリ

ング等にかかる追加的な活動の実施が必要となり、協力金額が計画を上回ったため（計画比112％）、効率性は中程度である。

4 持続性

本プロジェクトは、政策・制度面については、「グアテマラ観光持続可能な開発政策」（2012～2022年）および「持続可能
な観光マスタープラン」（2014～2024年）といった長期政策において観光振興が掲げられているが、政策で掲げられた方針を
実施するための具体的な道筋と活動内容は明記していない。実施機関の体制として、観光プロモーターの人数は、2010年の14
人から事後評価時点（2014年）で7人に減少しているが、観光庁の本プロジェクトのカウンターパート職員であるCATコーディ
ネーター（1名）は継続して勤務している。他方、観光庁は観光振興として幅広く観光セクターの企業等を招待し、研修、プロ
ジェクト形成、伝統保存、観光開発プロモーションを目指した支援を計画している。技術面では、本プロジェクトで整備した
CATマニュアルを活用した更なる技術移転は行われていないものの、継続して勤務している観光庁のCATコーディネーターによ
り、本プロジェクト実施中に行われた研修で得た知識・経験・ノウハウは引き継がれている。また、観光庁によるCATに対する
観光研修は継続されている。財務面については、CATへのプロジェクトや活動の予算は、CAT局独自の予算だけではなく、大半
は企画、商品開発等関係各課の予算に影響されており、CATだけの予算額を算出することは難しい状況である。観光庁全体の予
算にはほとんど変動はないものの、予算配分が変更となった。例えば、CAT局の予算は75％近く削減され、プロモーション用の
研修やイベント開催費は、事業内容に応じて企画部商品開発課等からの予算配分が行われるようになった。一部のCATでは、自
主財源をねん出するため会費を徴収しているが、研修等の事業費をカバーするには至っていない。

以上より、政策面、実施機関の体制面、財務面に一部に課題があると判断され、本プロジェクトによって発現した効果の持
続性は中程度といえる。

5 総合評価

本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指した対象 3 県における地域資源を活用した観光振興について、CAT による
プロモーション活動が実施・継続され、対象 3 県への訪問者数が増加しており、上位目標については、自然・文化資源の保全
の取組が行われ、対象地域における観光セクター企業数、被雇用者数が増加するなど、地域経済の振興に寄与している。持続
性については、観光振興の重要性は高いものの、政策実施の具体性が乏しく、観光庁の観光プロモーターの人数が削減され、
CAT への十分な支援が行われず、プロモーション用研修やイベント開催費など一部を除いては CAT 局及び CAT への十分な予算
が配分されていないことから、政策面、実施機関の体制面、財務面に問題が見受けられた。技術面においては、観光庁中央レ
ベルでは、本プロジェクトのカウンターパートが観光庁で CAT コーディネーターとして継続して勤務し、活動を継続している
ことから、本プロジェクトで獲得された知識・経験・ノウハウは引き継がれている。効率性については、協力金額が計画を上
回っている。

総合的に判断すると、本プロジェクトは一部課題があると評価される。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：【観光庁】・長期観光振興政策の実現をめざし、CAT 局及び CAT に対する予算配分や観光プロモーターの配

置等、CAT 支援を行うための、具体的な施策を立て、早急に実施することが求められる。

JICA への教訓：・本プロジェクトでは、プロジェクト目標および上位目標の達成度を測定するための指標や目標値が適切に設

定されず、また、指標のデータ収集方法が明確に設定されていなかったため、中間レビューおよび終了時評価実施時において、

データ収集および達成度の測定が困難となった。事後評価時点においては補完情報も収集したものの、十分なデータを得られ

ない状態での評価分析とならざるを得なかった。具体的には、グアテマラでは国勢調査が 2002 年以来実施されていない等、国

としての統計が十分ではない状況である。そのような状況の中、本プロジェクト実施にあたっては対象となる地域への観光者

数、観光関連企業数、観光業従事者数等を把握する必要があったが、政府が行う統計情報からはそれらの数値を十分把握でき

ない状況である。また、案件形成時、中間レビュー時、終了時評価時にどのようにデータ収集が行われたのかが不明であった



ため、事後評価時点で同じ方法によるデータ収集を行い、比較分析を行うことができなかった。したがって、案件形成の段階

から、適切な指標・目標値の設定について十分な検討を行い、明確化したうえで、ベースラインデータを収集し、実施中には

モニタリングを定期的に行うとともに、どのようにデータ収集を行ったのか、記録しておく必要がある。また、グアテマラ等

統計情報が整備されていない国での案件検討時には指標が長年にわたり測定可能なものであるかどうか留意し、プロジェクト

完了後にもプロジェクトの効果の継続状況や上位目標の達成状況の把握をカウンターパートができるよう、プロジェクトの計

画に指標の測定とその判断に関する活動項目を含める等の対応により、プロジェクト実施中から指標測定についての技術移転

を進めていく必要がある。


