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外部評価者：株式会社グローバル・グループ２１ジャパン

薗田 元

０. 要旨 

本事業は中米6カ国（エルサルバドル、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラ

グア、パナマ）で選ばれたコミュニティ（以下、「対象コミュニティ」という）において

コミュニティ防災活動を行うことにより、対象コミュニティとそれを管轄する自治体（以

下、「対象自治体」という）の防災能力の向上を図り、その過程で得られた経験・知見を

活用することにより各国防災機関および中米防災調整センター（CEPREDENAC）事務局が

コミュニティ防災を推進する能力を向上させることを目的に実施された。本事業は事業計

画・アプローチについて一部課題を指摘できるが、計画時、事後評価時ともに政策との整

合性、中米地域の開発政策、開発ニーズとの整合性が高く、中米地域における日本の援助

政策・援助計画との整合性があることから、妥当性は高い。防災能力の向上は対象自治体

では達成されたが、対象コミュニティでは部分的達成にとどまった。各国防災機関と

CEPREDENAC事務局のコミュニティ防災推進能力の向上も部分的達成にとどまり、国家防

災機関のカウンターパート育成が十分にできない国があったことから、プロジェクト目標

は一部達成されていない。コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等の国を超えた共

有と活用があまり進んでいないことも考慮し、有効性・インパクトは中程度である。本事

業の協力期間については計画内に収まったものの、協力金額が計画を上回ったため、効率

性は中程度である。政策・制度面の持続性は高いが、国・自治体・コミュニティはそれぞ

れ体制面・技術面・財政面の制約を抱えており、本事業により発現した効果の持続性は中

程度である。以上より、本事業は一部課題があると評価される。

１. 事業の概要

事業位置図 津波に対する避難路の表示（ニカラグア）
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１.１ 協力の背景 

 中米地域では風水害、土砂災害、地震、火山噴火など多様な自然災害が発生し、それに

よる人的・経済的被害は同地域の開発にとって大きな障害の一つとなっていた。このため、

中米 6 カ国は 1993 年に、災害に強い社会を共に築くことを目的として中米統合機構（SICA）

の下に CEPREDENAC を創設した 1。1998 年に中米地域に甚大な被害をもたらしたハリケー

ン「ミッチ」の後、中米 6 カ国の大統領は災害に強い社会づくりへの決意を新たにした「グ

アテマラ宣言（1999 年）」を発表し、CEPREDENAC が中心となり「中米防災５カ年計画（2000

～2004 年）」が策定された。続いて策定された「中米防災 10 カ年計画（2006～2015 年）」

では、重点課題としてコミュニティにおける防災能力強化、防災分野の人材育成の促進、

地方自治体の開発計画における防災への配慮等が挙げられた。 

 このような背景のもと、中米各国は 2005 年に日本に対し、コミュニティと地方レベルの

防災能力向上に重点を置いた技術協力を要請した。これを受けて JICA は 2006 年に事前調

査を実施し、対象各国の防災機関および CEPREDENAC 事務局と討議議事録の署名を経て、

2007 年 5 月から 5 年間の計画で「中米広域防災能力向上プロジェクト」（以下、「本事業」

という。）を開始した 2。 

 

１.２ 協力の概要 

上位目標 
コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等が、中米域内の異なる地

域間で共有され、活用される。 

プロジェクト目標 
対象コミュニティおよび対象自治体の防災能力が向上するとともに、各

国防災機関および CEPREDENAC 事務局のコミュニティ防災を推進する

能力が強化される。 

成果 

成果 1 
住民、住民組織および自治体の協同により、対象コミュニティにおける

防災体制が強化される。 

成果 2 対象コミュニティにおける防災知識が向上する。 

成果 3 
対象自治体において防災計画実施のためのアクションプランが策定さ

れ、それに含まれる防災の目標、施策、具体的活動などが対象自治体の

計画に含まれるようになる。 

成果 4 
中米各国における国の防災機関および CEPREDENAC 事務局において、

コミュニティ防災を推進する能力が強化される。 

成果 5 コミュニティ防災に係る情報、経験、手法を普及する体制が構築される。 

日本側の協力金額 495 百万円 

協力期間 2007 年 5 月 ～ 2012 年 5 月 

1  CEPREDENAC は SICA の下に設置された専門機関であり、中米各国の防災機関の長官で構成される代

表者協議会の指揮のもと、人的・経済的被害をもたらす災害のリスクを軽減するための各種活動・事業・

プログラムを推進する。メンバー国の拠出金およびドナーによる支援金で運営されている。 
2  本事業は中米 6 カ国を対象に計画されたが、ニカラグアとの討議議事録の署名が他国より遅くなったた

め、まず、2007 年 5 月にニカラグアを除く 5 カ国を対象に協力が開始された。その後、ニカラグアは

2008 年 12 月から本事業の対象国に加わった。 
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実施機関 

CEPREDENAC 事務局（SE-CEPREDENAC） 
各国防災機関： 

エルサルバドル市民防災局（Civil Protection） 
コスタリカ国家災害対策緊急委員会（CNE） 
グアテマラ国家防災調整局（CONRED） 
ホンジュラス災害対策常設委員会（COPECO） 
ニカラグア国家防災機構（SINAPRED） 
パナマ内務省市民防災機構（SNAPROC） 

その他相手国 

協力機関など 

エルサルバドル国家国土研究所（SNET） 
ニカラグア国土研究所（INETER） 

我が国協力機関 内閣府、国土交通省、アジア防災センター、人と防災未来センター 

関連事業 

本邦研修「中米防災対策」（2007 年～、北米・中南米地域）、メキシコ第

三国研修「市民安全と防災」（2007 年～2012 年、アルゼンチン、ベリー

ズ、ボリビア、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、エルサル

バドル、他）、青年海外協力隊（コスタリカ、エルサルバドル、パナマ、

ホンジュラス、ニカラグア） 
注） 事前評価時に作成されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）では成果及びプロジェクト

目標の指標・指標データ入手手段がさだめられていなかったため、中間評価時にこれらを定めた新た

な PDM が作成された。本事後評価では中間評価時に定められた指標に基づき評価を行う。 

 

１.３ 終了時評価の概要 

１.３.１ 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

プロジェクト目標「対象コミュニティおよび対象自治体の防災能力が向上するとともに、

各国防災機関及び CEPREDENAC 事務局のコミュニティ防災を推進する能力が強化される」

について、PDM ではコミュニティ、自治体、国・中米地域の 3 つのレベルについて評価シ

ートに基づく指標が設定された 3。コミュニティ・レベルでは計画 80％以上に対し 68％の

対象コミュニティが、自治体レベルでは計画 80％以上に対し 90％の対象自治体が目標水準

に達した。また、国・中米地域レベルでは各国防災機関 6 機関中 3 機関ならびに

CEPREDENAC 事務局が目標水準に達した。達成度の低いコミュニティ・レベルについて、

目標水準に達しなかったコミュニティでも、プロジェクトの残り期間（6 カ月間）で目標水

準に達する可能性があるとして、プロジェクト目標は「ほぼ達成された」と判断された。 

 

１.３.２ 終了時評価時の上位目標達成見込み（他のインパクト含む） 

上位目標「コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等が、中米域内の異なる地域間

で共有され、活用される」について、既にいくつかの波及事例があるものの、その達成に

3  本事業の自治体は、コミュニティを直接管轄する、日本の市町村レベルの自治体にあたる。中米地域で

は一般に「市（municipality）」と呼ばれるが、ここでは単に自治体と表記する。評価シートには、それ

ぞれのレベルについて本事業が目指す能力強化の内容に応じたチェック項目が設定され（国・

CEPREDENAC が 6 項目、自治体が 10 項目、コミュニティが 11 項目）、各項目の達成度を 3 段階（0 ポ

イント、0.5 ポイント、1 ポイント）で判断するようになっている。 
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向けた進捗は緩やかであるとされた。政権交代による人事異動が多いという中米地域の特

徴を踏まえ、行政組織内における業務の継続性が上位目標の達成に向けた大きな課題であ

ることが指摘された。

１.３.３ 終了時評価時の提言内容 

・ 各国防災機関及び CEPREDENAC 事務局はコミュニティ防災に関する活動目標を定

め、その達成に向けて進捗をモニタリングする。

・ 本邦研修「中米防災対策」コースは非常に有効なため継続する。

・ 第三国研修は各国防災機関と JICA も合わせて提案・調整・管理する。 

・ 本事業で作成された各種ツール・手法の資料は、ウェブサイト等を利用して、他機

関を対象に積極的な共有と配布を進める。

・ コミュニティで作成された防災地図 4と防災計画の定期的な更新に向け、国と地方自

治体の防災担当者は継続的に支援を行う 5。 

・ 防災に関する住民の意識と行動の変化を適切な手法によりモニタリングするととも

に、本事業の経験を踏まえて評価シートを改善する。

・ 本事業で JICA により配置されたコーディネーターに代わり、国家防災機関がコーデ

ィネーターを配置する。

２. 調査の概要

２.１ 外部評価者 

薗田 元（株式会社グローバル・グループ２１ジャパン）

２.２ 調査期間 

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。

調査期間：2014 年 11 月～2015 年 10 月 

現地調査：2015 年 1 月 25 日～3 月 5 日、2015 年 5 月 17 日～6 月 5 日 

２.３ 評価の制約 

本事業の実施機関は CEPREDENAC 事務局と中米地域の 6 カ国の防災機関の合計 7 組織

と多数に上るが、守秘性の高い情報であるため、一部の防災機関の予算の構成・推移等に

ついて十分な情報提供を受けることができず、財務面について詳細な分析を行うことが難

しかった。

4  終了時評価報告書には「災害リスクマップ」と記載されているが、本評価報告書では「防災地図」と記

載する。
5  防災地図とは対象地域における自然災害による被災リスク及び防災のための資源（通信施設、避難所・

避難路、救急施設など）を診断し、地図化したものを指す。
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３. 評価結果（レーティング：C6）

３.１ 妥当性（レーティング：③7） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

「１．１ 事業の背景」で述べたように、事前評価時、中米地域では「中米防災10カ年

計画（2006年～2015年）」が策定され、コミュニティ防災、すなわちコミュニティと市レベ

ルの自治体における防災は重要な課題であるとされていた。

2010年6月に中米統合機構は「中米総合防災政策（PCGIR）」を承認して上記計画を更新し

たが、そこでは政策優先分野の一つ「土地管理および統治」のための手段としてコミュニ

ティ防災を位置づけている。したがって、プロジェクト終了時、本事業は中米総合防災政

策の重要な構成要素の一つであった。また、エルサルバドル「市民防災国家計画（2009年）」、

パナマ「総合的災害危機管理国家政策」、コスタリカ「危機管理国家計画（2010～2015年）」

など、中米各国では統合的災害リスク管理の実施に向けた政策・制度の整備が進められ、

その中でコミュニティ防災の推進は継続した重要な政策課題であった。

したがって本事業は事前評価時、プロジェクト完了時ともに開発政策との整合性が高い。 

３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

 「１．１ 事業の背景」で述べたように、事前評価時、中米地域では様々な自然災害が

開発の大きな障害の一つとなっていた。中米地域では 2006～2012 年の 7 年間に災害による

死者数、被災者数、被害額に増加傾向が認められ 8、自然災害の被害は国により GDP の 22

～40％に達するとされる 9。また、ホンジュラス、ニカラグア、グアテマラは全世界で風水

害リスクの多い国の第 1 位、4 位、9 位に挙げられている 10。 

 このように、防災は中米地域の開発において重要な課題のひとつであり、本事業は事前

評価時、プロジェクト完了時ともに同地域の開発ニーズとの整合性が高い。

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

日本政府が ODA による防災分野の協力方針を示した「防災協力イニシアティブ（2005

年 1 月）」には、「防災への優先度の向上」、「ソフト面での支援の重要性」、「わが国の経験、

知識および技術の活用」などが記載されている。政策協議、セミナーの開催、啓発活動な

どを通じて、防災の重要性に関する開発途上国の意識向上を支援するとともに、防災の普

及・定着を図ること、防災の普及・定着、地方自治体における災害予防に関する計画の立

6  A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
7  ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
8  全世界の大規模災害を記録する CRED (Center for Research on the Epidemiology of Disasters) のデータベ

ースによると、この期間、中米地域では年間 526 名の死者、225 万人の被災者が発生した。なお、同デ

ータベースの 1970年以降の記録によると、中米地域の災害で最も多いのは風水害 70％、次に地震 10％、

噴火 5％である。その他、疫病・害虫などの生物災害 9％も発生している。
9  「中米地域の自然災害リスク・脆弱性についての報告書」（2014 年 2 月） 
10  Global Climate Risk Index 2015 (Germanwatch) 
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案、組織能力の強化などを図ることが記されている。また、各国の JICA 国別事業実施計画

（現 JICA 国別分析ペーパー）には、住民に対する防災意識の向上、地域での防災力強化、

政府や住民組織の防災体制の強化、防災の視点に基づく開発計画の強化などが記述されて

いる。以上より、本事業は日本の援助政策との整合性が高い。 

 

３.１.４ 事業計画やアプローチの適切さ 

本事業の基本的な構想は、パイロットサイト（対象自治体・コミュニティ）における防

災への取り組み経験を体系化するなかで、中米地域の模範（モデル）となるグッドプラク

ティスを見出して体系化し、各国防災機関と CEPREDENAC 事務局を中心に情報の蓄積と

共有を図ることであった。この構想を実現する上で、本事業のアプローチについて以下を

指摘できる。 

・ 対象自治体・コミュニティの選定基準が明示されていなかったため、一部の国で対象

地域や対象とする災害の種類が適切に絞り込まれず、明確な成果が得られにくかった。

また、国内他地域や中米他国への普及の可能性を考慮して極端な性格を持つ地域を避

けるなどの配慮は特に行われなかった。 

・ 各対象自治体・コミュニティにおける活動内容が適切に記録されなかった。また、得

られた結果の検証・評価のための活動が計画に含まれなかった。結果として、自治体

やコミュニティで得られた様々な経験と知見の体系化が不十分で、グッドプラクティ

スの普及が進まない原因の一つとなった。 

・ 以上は、パイロットサイトの活動を通して将来の普及を目指したモデル作りを目指し、

その普及を図るという本事業の基本構想が、PDM を初めとする計画文書に十分明確に

示されなかったことに起因すると考えられる。このため、選定基準やパイロットサイ

トであるかどうかの位置付けが曖昧なまま自治体・コミュニティが選ばれ、それらを

対象とした防災能力の強化のための活動に終始することになった。 

・ 各国防災機関がコミュニティ防災を推進する能力を高めるには、その核となる職員（カ

ウンターパート）を育成することが重要であったが、そのことが PDM に明示されてお

らず、そのための活動が十分行われなかった。 

 

以上は、後述するように、本事業の有効性・インパクト及び持続性に影響を与えている。

しかし、自治体やコミュニティにおける災害予防の必要性の認識の弱さ、自治体における

財政的制約と人員交代の多さなど、本事業に大きな影響を与えた要因は他にも存在するこ

とから、上述の課題が本事業の妥当性を大きく損なっているとまでは言えない。 

一方、本事業は中米 6 カ国を対象とした広域プロジェクトであり、各国防災機関と地域

専門機関である CEPREDENAC を実施機関に含んでいた。広域プロジェクトであったこと
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の利点として、同一専門家が複数国を巡回し、かつ、地域専門機関の積極的な関与があっ

たため、地域セミナー、スタディ・ツアーなどが頻繁に行われ、対象国間の情報共有が促

進されたことが挙げられる。また、専門家が複数国を同時に担当し、適切な時期に短期間

の訪問を繰り返すことで、専門家の投入を効率的に活用できる面があったと言える 11。また、

各国防災機関をメンバーとする CEPREDENAC が関与したことは、地域内の連絡調整の円

滑化とともに、プロジェクト完了後の持続性の確保にも有効であったと見られる。 

他方、広域プロジェクト特有の難しさもあった。まず、関係機関が多数のため、調整・

手続きに要する時間と費用が大きかった。また、本事業では全ての国で同一の PDM を用い

て事業管理を行ったが、実際には、プロジェクトが進むにつれて、活動および成果の具体

的な目標は各国の状況に合わせて修正されたため、国によって違いが生まれた。関係者は

このような修正について共通認識を持っていたが、採用された PDM は国別に異なる目標を

記述することを想定しておらず、修正は行われなかった。その結果、PDM の記述と実態と

の間で乖離が生じた 12。共通の PDM を採用したことは各国の状況の違いを捨象することに

つながり、各国の状況や目標の違いが適切に考慮された事業管理が難しかったと考えられ

る 13。 

 

以上より、本事業は事前評価時、事後評価時ともに政策との整合性、中米地域の開発政

策、開発ニーズとの整合性が高い。中米地域における日本の援助政策・援助計画との整合

性も認められる。事業計画・アプローチの適切さについていくつかの指摘ができるが、本

事業の有効性インパクト・持続性に影響を与えた大きな要因は他にもある。以上を総合し、

本事業の妥当性は高いと判断する。 

 

３.２ 有効性・インパクト 14（レーティング：②） 

３.２.１ 有効性 

本事業では、各国で選ばれた62カ所の対象コミュニティが自治体と協働してコミュニテ

ィ防災の仕組みを作りあげ（成果１、成果２）、その成果を利用して対象自治体が防災計

画・防災行動計画を策定するとともに、自治体の開発計画に防災への配慮を導入すること

11  スペイン語圏で防災分野の経験を持つ本邦専門家が少ないこともあり、専門家を 1 カ国にまとめて投入

し、１カ国ずつ本事業のようなプロジェクトを実施するのは難しかったと考えられる。 
12  各国で重視される災害種（地震・火山・津波・洪水・地滑り等）、防災に係る政策・計画、防災機関の

組織体制、地方行政制度などの違いが各国での活動に反映された。例えば、地方自治体の能力が限られ

たパナマでは国の防災機関の地方支所が直接コミュニティに介入し、同様に地方自治体の能力が限られ

たコスタリカでは国の防災機関が一部の地方自治体と密接に連携しつつコミュニティに介入した。エル

サルバドルでは本事業は自治体を中心に活動を開始し、コミュニティではなく学校を対象とした活動の

比重が大きくなった。ホンジュラスでは国家防災機関の関与が非常に少なかった。 
13  例えば、学校防災に力を入れたエルサルバドルや戸別訪問・学校防災などの手法を一部で取り入れたコ

スタリカなどでは、得られた重要な成果が PDM の指標だけでは適切に評価できなかった。現地調査で

は一部の防災機関から「各国事情もニーズも違うのに共通の PDM を使うことは理解できない」という

意見が出された。 
14 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 

7 

                                            



で（成果３）、プロジェクト目標の前半「対象コミュニティおよび対象自治体の防災能力

の向上」が達成される計画であった。さらに、各国防災機関およびCEPREDENACではこれ

らの経験に基づきコミュニティ防災推進の手法を整理して蓄積し（成果４）、それを共有

するための体制を整備することで（成果５）、プロジェクト目標の後半「コミュニティ防

災を推進する能力強化」が達成される計画であった。 

 防災のための活動は、その時期（災害発生前、発生時、発生後）と実施主体（国、地方

自治体、コミュニティ等）により分類できる15。本事業はコミュニティに焦点を当てたが、

コミュニティにおける防災では当該コミュニティを管轄する自治体との連携が重要である

ことから、本事業における「コミュニティ防災（local disaster management）」は「コミュニ

ティと市町村レベルの自治体による災害予防、応急対応、復旧への取組み」と定義される。

本事業において、各国防災機関とCEPREDENACはコミュニティ防災を推進する支援者の位

置付けにある。 

以下、コミュニティ、自治体、各国防災機関・CEPREDENAC事務局の各レベルにおける

活動と成果の達成状況を整理し、プロジェクト目標の達成度を分析したうえで、成果とプ

ロジェクト目標の達成を促進した要因を取りまとめる16。なお、プロジェクト完了時の指標

実績は不明のため、ここでは終了時評価時の指標実績に基づいて分析を行った17。 

 

３.２.１.１ 成果の達成状況 

（１） 対象コミュニティにおける成果 

 対象コミュニティでは、これを管轄する地方自治体と協働して防災組織・防災地図・予

警報体制・防災計画（応急対応計画）の整備等を進めることにより防災体制の強化を図る

とともに（成果 1）、防災啓発活動、避難訓練等を行うことにより防災知識の向上を図る（成

果 2）ことが計画された。 

 終了時評価までに、対象コミュニティのほぼ 9 割で防災組織、防災地図、予警報体制、

防災計画が整備・作成された。ただし、一部地域では自治体の人員体制や財務が弱い、首

長が関心を示さないなどの理由により、プロジェクトは自治体をあまり巻き込まず、直接

15  災害発生前の活動には災害リスクや防災のための資源の診断を踏まえた防災地図の作成、防災組織体制

の構築と能力強化（資機材・研修等）、緊急対応計画の作成と更新、予警報体制の整備、防災演習（避

難訓練・緊急対応訓練）の実施、避難所と避難路の整備、堤防・斜面保護など構造物による対策、防災

に配慮した土地利用規制等が含まれる。これらの災害発生前の活動を本事後評価では「災害予防(disaster 
prevention and mitigation)」と呼び、災害発生時の応急対応や災害発生後の救援・復旧などを含む「防災

(disaster management/disaster risk management)」とは区別して用いる。災害予防は災害に対する脆弱性を

低めて被害の防止あるいは軽減を図るが、災害発生時の応急対応や災害発生後の救援・復旧への備えを

充実させるための活動も含む。 
16  現地調査では CEPREDENAC 事務局、各国防災機関へのヒアリング、全対象自治体へのヒアリング（22

自治体）、約 6 割の対象コミュニティへのヒアリング（35 コミュニティ）を行った。また、受益者調査

として、対象 6 カ国の 22 コミュニティで 332 世帯を対象に質問票を用いたインタビュー調査を行った。

各国のサンプル世帯数は各国の対象コミュニティ数に応じて配分し、対象世帯は各コミュニティで無作

為に選んだ。 
17  終了時評価後の活動により達成度が向上した可能性があるが、事後評価では、それを確認できる具体的

な文書情報は得られなかった。 

8 

                                            



コミュニティへの働きかけを行った。また、各コミュニティでの活動プロセスの記録と文

書化は活動計画に含まれていたものの、ほとんど実施されなかった 18。 

 コミュニティでは主に防災組織のメンバーを対象としたワークショップやセミナーが行

われた。防災組織のメンバーは防災地図の作成等を通じた危険地域の確認、避難路・避難

先の確認を行った他、セミナー・研修を通じて自然災害・防災や救急措置についての知識

を得た。さらに、メンバー以外の住民も対象に、終了時評価までに対象コミュニティの 6

割で避難訓練が行われた。 

 受益者調査によると、住民の 4 割は本事業の存在を知り、3 割はその活動に参加した経験

がある。活動に参加した住民の 9 割は、災害発生にどう備えるか、発生時にどう対応する

かの知識を学んだことを主な理由に、その経験を非常に有用だと回答した。本事業を知る

住民の 85%は災害に対して以前に比べより良い準備ができていると回答したが、これは本

事業を知らない住民の 55%が同様の回答をしたことよりも多く、本事業の効果であると考

えられる。 

また、対象コミュニティの災害リスクおよび災害発生前の準備については、概ね 7 割の

住民が正しく理解していた（表 1）。残りの住民も多くは部分的に正しい理解があるが、避

難の方法については正しく答えられない住民が 15％いた。なお、防災住民組織のメンバー

は、いずれの質問についても正しく回答できた比率がメンバーでない住民よりも高く、20

ポイント前後の差がある。防災地図・防災計画が住民に広く周知されていないコミュニテ

ィも多く、防災組織から防災に関する情報を直接得る住民が過半数に達しないことから 19、

一般住民への情報提供の方法には改善の余地があると言える。 
 

表 1 コミュニティの災害と防災に関する知識 

（単位：%） 
 全体 組織メンバー 非メンバー 

A B C A B C A B C 
コミュニティにどのような災

害が起きるか 
72 24 4 83 15 2 66 28 6 

コミュニティのどこが最も危

険か 
71 24 5 86 12 2 66 27 7 

どうやって災害の接近を知

り、何を準備するか 
67 28 5 79 21 0 63 31 6 

いつどこに避難するか 64 22 14 82 17 1 60 26 14 

出典：受益者調査 
（注） 数字は、表記の質問に対して「正しく回答した(A)」、「一部正しく回答した(B)」、

「正しく回答できなかった(C)」住民の比率。回答の正しさは、予め正確な情報を持

つ調査員が判断した。 

18  JICA 専門家によると、プロジェクト終盤には期限までに各コミュニティでの活動を仕上げることに集

中したため、記録と文書化には十分手が回らなかった。 
19  受益者調査によると、住民組織やコミュニティのリーダーから防災に関する情報を得る住民は全体の

42％であった。その他の情報源にはマスメディア（テレビ、ラジオ、新聞：59％）、学校教師（17％、

うち 7％は学童・生徒による回答）、隣人（16％）などが挙げられた。 
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約 7 割の対象コミュニティでは学校を対象に、教師と生徒で構成する学校防災組織の強

化、校内防災地図・応急対応計画の作成、教師と児童・生徒による避難訓練の実施等への

支援が行われ、学校防災を強化した。エルサルバドルやコスタリカでは学校防災の顕著な

活性化が実現した事例もある。ただし、学校防災の対象はほぼ学校敷地内に限られるほか、

保護者の参加や防災組織の具体的な連携はほとんど見られず、コミュニティ防災への貢献

は限定的であったと考えられる。 

他方、受益者調査によると、住民の 85%は家庭内で防災について話をすると回答した 20。

このことから、学校における防災教育は、防災組織との連携のもとで対象を学校敷地の範

囲を超えて拡大し、家庭内の防災についてのコミュニケーションを促進するような工夫を

施せば、コミュニティ防災に関する知識を効果的に住民に広める手段として活用できる可

能性があると考えられる。 

一部の学校では低学年児童を対象とした防災ダック、児童・生徒を対象としたカエルキ

ャラバンを通じた防災教育が行われた。カエルキャラバンは主に地震や火災発生時に個人

ができる応急対応を学ぶものであるが、ゲームを通じて遊びながら学ぶという手法が子供

の興味を引くことから、多くの国で歓迎された（コラム参照）。 

以上をまとめると、コミュニティの防災体制強化と防災知識の向上はある程度実現した

が、一部コミュニティでは国・自治体の関与が少なかった。また、活動プロセスの記録と

文書化が十分に行われなかったほか、一般住民への情報普及、学校における防災教育との

連携には改善の余地があった。以上から、コミュニティを対象とした成果の達成は中程度

と判断される。 

 

（２） 対象自治体における成果 

各対象自治体では、上述のコミュニティを対象とした活動への関与に加え、防災担当者

が本邦研修「中米防災対策」に参加し、自治体職員へのセミナーなど帰国後の活動を通し

て防災の目標、施策、具体的活動などが対象自治体の開発計画に含まれるようになること

が計画されていた（成果３）。 

対象自治体では防災担当者および防災委員会メンバー等を対象にワークショップやセミ

ナーが行われた。本邦研修から帰国した研修参加者は各自治体でセミナーなどの普及活動

を実施した。帰国研修員の熱心な活動により自治体の防災組織作り、緊急計画作成、避難

訓練などの成果が上がった自治体が多い。原則として全ての対象自治体から本邦研修への

参加が予定されていたにもかかわらず、防災担当者が業務の都合等により自治体から参加

許可を得られないなどの理由により、実際に参加が実現し、帰国後の活動が行われたのは

23 自治体中、半数以下の 10 自治体にとどまった。 

終了時評価時には、約 9 割の対象自治体で防災の目標、施策、具体的活動が開発計画に

含められ、約 3 分の 2 の自治体でプロジェクト期間中に災害発生時の緊急対応計画が作成

20 52%は常日頃、33%は時々話すと回答した。 
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されていた。ただし、自治体からの本邦研修参加が計画の半分以下であったこと、また、

前述のように、一部地域ではコミュニティを対象とした活動に自治体があまり関与しなか

ったことから、この全てが本事業の結果であるとは言えない。以上から、自治体を対象と

した成果の達成は中程度と判断される。 

 

（３） 各国防災機関・CEPREDENAC 事務局における成果 

各国防災機関及び CEPREDENAC 事務局では、対象コミュニティの活動において得られ

る知見を蓄積・活用することにより、これらの機関においてコミュニティ防災に役立つ手

法、ツール、技術が体系化され、共有されることが計画された（成果４）21。さらに、プロ

ジェクト完了後の普及を念頭に、帰国研修員のネットワークや印刷物等を通じて本事業の

成果やコミュニティ防災に関する情報、経験、手法等を広く普及する体制が構築される計

画であった（成果 5）。 

プロジェクト期間を通じて CEPREDENAC 事務局から 3 人、カウンターパートのうち各

国防災機関から 54 人、が本邦研修または第三国研修に参加した。その全員が本事業に直接

関与したわけではないが、各国防災機関からは、これらの研修は有用で、各国防災機関の

コミュニティ防災に関する知識・意識の向上に貢献したとの意見が多く聞かれた。 

コミュニティ防災を推進するための教材は、各国での活動内容に沿って、教材・マニュ

アル等、合計 12 種類が作成された（コラム参照）。対象 6 カ国の代表者が参加するワーク

ショップを通して、これらの手法、ツール、技術の利用に関する情報が各国に紹介された。

ただし、これらの教材は主として対象コミュニティで活動を開始するために用意されたも

ので、各所の最終的な活動結果を検証したうえで得られた教訓を反映したものとはなって

いない。また、対象コミュニティや対象災害の特性、当該国の防災政策、防災計画、防災

行政制度や地方自治制度などに応じて、どの手法をどの順番で組み合わせて何に注意して

適応すると良いか等について判断するための実践的な指針が示されておらず、十分に体系

化されているとは言えない。このように、各種教材は共有されたものの、その内容には改

善の余地が残され、体系化は十分でなかったと考えられる。 

普及体制の構築については、帰国研修員の年次会合とネットワーク化、フィールド視察

を伴う情報共有のための中米地域防災会議、対象国間でプロジェクトの経験を共有するた

めの活動などが行われた。しかし、プロジェクト完了後、帰国研修員による組織的な交流

は何も行われていないことから、帰国研修員を通じた継続的な普及体制は構築できなかっ

たと判断される。専門家によると、帰国研修員ネットワークの運営に誰が責任を持つのか

が、明確にされていなかったためと考えられる。優良事例のパンフレットを作成し、近隣

21  PDM 上の成果 4「中米各国における国の防災機関および CEPREDENAC 事務局において、コミュニテ

ィ防災を推進する能力が強化される」はプロジェクト目標の後半「各国防災機関および CEPREDENAC
事務局のコミュニティ防災を推進する能力が強化される」と重複するが、設定された指標からは、成果

4 の実質的な内容は「コミュニティ防災に役立つ手法、ツール、技術が体系化され、共有される」こと

であったと考えられる。 
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の自治体・コミュニティに配布する計画であったが、コスタリカでパンフレットが作成さ

れた例があるものの、その他の国では確認できなかった。近隣自治体・コミュニティへの

配布も確認できなかった。よって、普及体制は十分に構築できなかったと考えられる。 

以上から、国・CEPREDNAC 事務局を対象とした成果の達成は中程度と判断される。 

 

コラム：プロジェクトが導入したコミュニティ防災の手法 

DIG（Disaster Imagination Game） 

住民の参加により防災地図を作成しながら

コミュニティの災害リスク、防災のための

資源を分析し、コミュニティの自助努力を

前提にした防災組織の設立、緊急対応計画

の作成等を行うとともに、必要な外部から

の支援についても検討する。（写真：防災

地図。ホンジュラス） 

カエルキャラバン 

地震や火災に被災した「カエル」を救出するという想定で、

各種のゲームを通じて消火・救出・救急措置・備蓄など防

災のための活動をこども等に経験させ、遊びながら防災に

ついて学ぶ方法。（阪神淡路大震災の経験に基づき日本で

考案された）（写真：消火ゲームに使われるカエル。炎に

水があたるとカエルが起き上がる。エルサルバドル） 

 

防災ダック 

アヒルを主人公にした大型の絵カードを使って

子どもに自然災害・防災について教える。 

古タイヤを活用した堤防・斜面保護工 

古タイヤとセメントを使い住民が労働力を提供

して防災に役立つ構造物を作る。（写真：古タイ

ヤを活用した堤防。コスタリカ） 

予警報のための簡易な観測手段 

簡易雨量計、簡易水位計、簡易な手段による崖崩れリスクの

モニタリング。（写真：簡易雨量計。パナマ） 

その他・教材等 

土嚢の作成方法、避難訓練の実施マニュアル、「防災学校」

実施マニュアル、津波・火山災害学習教材。 

出典：JICA 提供資料により評価者が作成 
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３.２.１.２ プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標についてはコミュニティ、自治体、各国防災機関・CEPREDENAC 事務

局の 3 つのレベルについてそれぞれ達成度を測るための評価シートが、それぞれ、評価シ

ート１、評価シート２、評価シート３として用意され、その結果に基づく指標が設定され

た 22。表 2 に示すように、終了時評価時の指標の達成状況は、「対象自治体の災害管理能力

の向上（指標②）」が達成されたものの、「対象コミュニティの自然災害に対する脆弱性

の減少（指標①）」ならびに「各国防災機関および CEPREDENAC 事務局のコミュニティ

防災に関する意識・知識の向上（指標③）」が部分的な達成にとどまった 23。表 3 に国別の

評価シート平均点（終了時評価時）、対象自治体・コミュニティ数及び活動と成果の特徴を

取りまとめた。 

 

表 2 プロジェクト目標の達成度 
 

プロジェクト目標 
対象コミュニティおよび対象自治体の防災能力が向上するとともに、各
国防災機関および CEPREDENAC 事務局のコミュニティ防災を推進す
る能力が強化される。 

指標 実績 

① 対象コミュニティの自然災害に対する脆弱性の
減少（目標値：全対象コミュニティのうち 80％
以上のコミュニティが評価シート 1 の評価項目
の 11 項目中 6 項目以上を達成） 

（部分的に達成）全対象コミュニティの
うち 68％のコミュニティが評価シート 1
の評価項目の 11 項目中 6 項目以上を達
成。 

② 対象自治体の災害管理能力の向上（目標値：全
対象自治体のうち 80％以上の自治体が評価シー
ト 2 の評価項目の 10 項目中 6 項目以上を達成） 

（達成）全対象自治体のうち 90％の自治
体が評価シート 2の評価項目の 10項目中
6 項目以上を達成。 

③ 各国防災機関および CEPREDENAC 事務局のコ
ミュニティ防災に関する意識・知識の向上（目
標値：評価シート 3 の評価項目の 6 項目中 4 項
目以上を達成） 

（部分的に達成）6 国家防災機関中 3 機
関および CEPREDENAC 事務局で評価シ
ート 3 の 6 項目中 4 項目以上を達成。 

出典：JICA 提供資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  評価シートについては脚注 3 を参照。 
23  プロジェクト完了時には評価シートを用いた指標の実績調査は行われなかったため、ここでは終了時評

価時の実績を用いて判断する。なお、終了時評価では対象コミュニティのうち指標①の基準（6 ポイン

ト）を達成できなかったコミュニティでもプロジェクトの残り期間（6 か月間）で目標水準に達する可

能性があるとされたが、実際に残り期間で目標水準に達したコミュニティは確認できなかった。 
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表 3 国別の評価シート平均点、対象自治体・コミュニティ数及び活動と成果の特徴 

国名 
評価シート平均点 

対象自治体・村落数、活動とその結果の特徴 国 
(6 点中) 

自治体 
(10 点中) 

ｺﾐｭﾆﾃｨ 
(11 点中) 

エルサルバドル 3.0 9.5 5.7 
5 自治体 17 コミュニティ、対象地域は分散、複数種の災害が

対象。自治体を中心に活動し、コミュニティでの活動が遅れ

た。防災機関は全国に職員を派遣して自治体を支援している。 

ニカラグア 6.0 9.5 8.8 
1 自治体でベースライン調査により選定された 3 コミュニテ

ィで津波災害に絞った活動を行った。比較的新しい被災経験

の存在と集中・継続的で的を絞った活動が成果を上げた。 

グアテマラ 5.5 8.9 7.3 

ある火山周辺の 4 自治体 20 コミュニティで火山災害が対象。

自治体の関心が低く、国が直接村に介入する中で自治体を巻

き込んだ。小規模な噴火が頻繁に起きるため、火山近くの村

の関心は高い。 

コスタリカ 5.5 8.6 6.0 
4 自治体 7 コミュニティ、対象地域は分散し、複数種の災害

が対象。自治体や住民組織では想定した組織化が進まず、学

校教育や戸別訪問による普及など、独特な手法も採用された。 

ホンジュラス 3.0 8.0 7.9 
5 自治体 9 コミュニティ。風水害と土砂災害が対象。防災機

関の関与が少なく、自治体も弱小だが、JICA が雇用したコー

ディネーターの努力で成果の上がったコミュニティが多い。 

パナマ 3.5 4.7 6.0 

3 自治体 6 コミュニティ、対象地域は分散、風水害と土砂災

害が対象。自治体の関与が非常に弱く、国が直接村に介入し

た。対象に遠隔地の自治体・コミュニティが含まれ効率的に

活動できなかった。 

出典：JICA 提供資料と現地調査で得られた情報により評価者が作成。 

 

対象自治体・対象コミュニティ、各国防災機関、CEPREDENAC 事務所へのヒアリングな

どから総合すると、成果とプロジェクト目標の達成を促進した要因として以下が挙げられ

る。 

 対象自治体・対象コミュニティの選定 

 対象地域・対象災害種が適切に絞り込まれること。（グアテマラ、ニカラグアなど）

効率的な投入と明確な活動対象があることにより、具体的な成果が出やすい。 

 最近の大きな被災経験がある自治体・コミュニティを対象とすること。被災経験が

あるほど防災の優先順位が高くなり、自治体や住民の積極的な関与が得られやすい。 

 自治体の人材・財務能力、既存住民組織・住民リーダーの能力が高いこと。 

 自治体首長が災害予防に関心を持つこと。政治的パフォーマンスを重んじて緊急対

応のみを重視するような首長の場合は、本事業への積極的に関与は望みにくい。 

国の防災政策・防災体制 

 国が自治体とコミュニティを支援する明確な政策を持ち、国家防災機関が具体的な

支援体制を持つこと。（エルサルバドル、ニカラグアなど） 
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カウンターパート・帰国研修生の活動 

 カウンターパートおよび帰国研修生の定着と積極的・直接的な関与があること。 

コミュニティ参加による施設建設 

 堤防・斜面保護・避難所・避難ルートなどの施設建設に、住民が労働力を提供する

などして積極的に参加すること。自分たちの努力により目に見える成果が得られ、

住民の意欲が高まる。 

 

プロジェクト目標の達成には、各国防災機関でコミュニティ防災を推進する核となるカ

ウンターパートの育成が不可欠であったが、各国防災機関の能力を判定する評価シート 3

にはそれを直接評価する項目が含まれなかった 24。 

エルサルバドルとグアテマラでは多数のカウンターパートが本事業の経験を生かして今

も活動を継続しており、まとまった技術移転があり育成が進んだと考えられる。他方、国

家防災機関のプロジェクトへの関与が希薄だったホンジュラスではカウンターパートの育

成はほとんど進まなかった。その他の国では、配置されたカウンターパート数が少ない（コ

スタリカ、ニカラグア）、あるいはプロジェクト期間中のカウンターパート交代が多い（パ

ナマ）などの事情により、その育成はあまり進まなかったと考えられる。このように、全

体としてカウンターパートの育成は十分とは言えない 25。 

以上のように、本事業では対象自治体の災害管理能力の向上は指標を達成したが、対象

コミュニティの自然災害に対する脆弱性の減少ならびに各国防災機関および

CEPREDENAC 事務局のコミュニティ防災に関する意識・知識の向上については指標の達成

は部分的で、国家防災機関のカウンターパートの育成が十分でなかったことから、プロジ

ェクト目標は一部達成されていない。 

 

３.２.２ インパクト 

３.２.２.１ 上位目標達成度 

本事業の上位目標は、プロジェクト完了後に各国防災機関と CEPREDENAC 事務局が中

心となり、本事業を通じて得られたコミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等が対象

国内あるいは中米地域内で国を超えて共有・活用されることであった。このような普及は

プロジェクト実施中から始まっていたが、表 4 に示すように、プロジェクト完了後は主に

各国内での普及にとどまり、国を超えた普及はほとんど見られない。 

ニカラグアとグアテマラでは本事業で導入された DIG やカエルキャラバンなどの手法、

24 帰国研修員の定着は評価されるが、帰国研修員の全員が核になるわけではなく、その能力についての評

価も含まれていない。また、カウンターパート全員が研修を受けたわけでもない。 
25  専門家によると、本事業は完了までに対象コミュニティでの活動を仕上げることに集中したため、総じ

て国や自治体への投入が後回しになり、カウンターパートの育成にも十分取り組めなかった。 
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あるいはその一部を組織として取り上げ、全国展開する動きがある。他方、エルサルバド

ルとコスタリカでは国家防災機関によりコミュニティ防災についての新たな教材が作成さ

れたが、カウンターパートの関与が限られ、同様の機会を活かせなかった。また、このよ

うな普及に他ドナーの資金が活用された例、プロジェクト完了後も継続されている本邦研

修の参加者が帰国後に普及を進めた例もある。 

他方、中米地域内の国を超えた普及については、CEPREDENAC 事務局が関与する中米地

域内の交流活動が活発に行われているものの、本事業で導入された手法が他国で活用され

た事例は少ない。その理由は、帰国研修員による普及体制が構築できなかったこともある

が、CEPREDENAC 事務局と各国防災機関へのヒアリングでは以下が指摘された。 

 各種教材・マニュアル類は共有されたものの、成功事例の詳細な記録及び成功要因

の分析、状況に応じて手法を取捨選択し、効果的に組み合わせて活動を進めるため

の指針など、コミュニティ防災の方法論を整理し、導入を図るうえで具体的に役に

立つ資料が少ない。 導入すべき手法は対象コミュニティの条件に応じて選び、順

序良く組み合わせて活用する必要があり、全コミュニティ一律に使えるわけではな

い。どの状況でどの手法を組み合わせるのか、などの方法論の検討と整理が十分に

行われなかったと考えられる。 

 ある国で成功した手法を、条件の違う他国に導入するには情報共有だけでは不十分

で、実際に現場で適用し、試行を重ねて調整をする必要がある。経験を重ねた他国

の防災担当者から現場で指導を受けることも重要である。このように、他国で開発

されたノウハウを国を超えて導入するには、導入する国の側で試行と調査のための

時間と資金が必要であり、本事業の範囲では難しかった。 

 

以上のように、コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等の共有と活用は国内では

実現しているが、国を超えた活用については、帰国研修員による普及体制ができなかった

こと、導入を図るうえで具体的に役に立つ資料が少ないこと、他国で開発されたノウハウ

の導入には時間と資金が必要なことなどから、あまり進んでいない。以上より、上位目標

は一部達成されていない 26。 

 

 

 

 

 

26  各国防災機関によると、継続的な本邦研修と全 6 ヶ国を対象とした 5 年間のプロジェクト実施により、

「中米地域において防災の社会的アプローチについては一定のインパクトがあった」という意見が聞か

れた。本事業は災害予防の概念の浸透に貢献したと考えられる。また、「緊急対応だけでなく、自治体・

コミュニティ・国が一緒に災害予防を進めることの重要性を学んだ」との意見も聞かれた。 
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表 4 上位目標の達成度 

上位目標 
コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等が、中米域内の異な

る地域間で共有され、活用される。 

指標 実績（プロジェクト完了後の事例のみ記載した） 

中米域内のコミュ
ニティおよび自治
体における、本事
業の成果を活用し
た防災への取り組
み事例。（目標値
なし） 

＜地域内での共有・活用事例＞ 
グアテマラ防災機関の協力を得て、カエルキャラバンをパナマで活
用する活動、中米地域のためのマニュアル作りが、他ドナーの資金
を利用して行われた。 

＜各国内での共有・活用事例＞ 
エルサルバドル：対象 5 自治体のうち 4 自治体でプロジェクト終了後、

カエルキャラバン、防災ダックが新たな学校で行われた。 
ニカラグア：プロジェクト実施中にコスタリカから学んだ DIG は、防

災機関が独自に作成しているコミュニティ防災に関する指針・教
材に活用された。全国の学校を対象にカエルキャラバンが実施さ
れている。また、国内他地域で津波へのコミュニティ防災を進め
る中で本事業の経験が活用されている。ある自治体は本事業で作
成された地震防災啓蒙のパンフレットを増刷し、配布している。 

グアテマラ：学校を対象としたカエルキャラバンと防災ダック、DIG
で採用されたコミュニティ防災強化へのアプローチは、防災機関
が正式に採用して全国を対象に展開される予定。カエルキャラバ
ンは、教育省と協議し、グアテマラ独自の工夫も加えて学校での
正式な活動となる予定。 

コスタリカ：（なし） 
ホンジュラス：帰国研修員の企画によりカエルキャラバンはプロジェ

クト終了後も各地で実施されている。別の帰国研修員は古タイヤ
による斜面保護工を積極的に紹介し、他の自治体・学校で採用さ
れた例がある。 

パナマ：帰国研修員の企画により、カエルキャラバンがパナマ市で実
施された。 

出典：CEPREDENAC 事務局・各国防災機関へのヒアリングにより評価者が作成 

 

３.２.２.２ その他のインパクト 

 対象自治体・コミュニティでは本事業が支援したコミュニティ防災が継続されることに

より被害が軽減されることが期待されていた。ここではコミュニティ防災の活動継続状況

を整理したうえで、コミュニティにおける具体的な被害軽減の事例を紹介する。最後に環

境社会へのインパクト・その他の社会経済へのインパクトについて言及する。 

 

（１）対象自治体における活動継続状況 

上述の評価シートにより事後評価時点の災害管理能力を再評価したところ、表 5

に示すように、4 分の 1 の自治体は低下していた。また、3 分の 1 の自治体でコミュ

ニティ防災の活動がほとんど継続されていない。 
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表 5 対象自治体の活動継続状況 
災害管理能力（評価シートによる終了時評価→事後評価の変化） 

改善した 変わらない 低下した 合計* 
3 (15%) 2 (10%) 15 (75%) 20 (100%) 

活動の継続状況（22 自治体中） 
（継続）帰国研修員・防災機関職員とともにコミュニティと学校への

支援を継続・拡大。 
2 (9%) 

（一部継続）国内研修を受けた自治体職員あるいは学校職員が残

り、活動の一部を継続。 
12 (55%) 

（継続せず）プロジェクトに自治体の関与なし、または関与した首

長・自治体職員が全員交代して誰もプロジェクトを知らない。 
8 (36%) 

    （出典）各自治体へのヒアリングに基づく評価者の分析 
  （注）  * 情報を入手できた自治体のみを対象にした分析 
 

プロジェクト終了後に防災地図を更新したのは 6 自治体、防災計画を更新したの

は 11 自治体、防災演習を実施したのは 11 自治体であった。自治体の防災組織がよ

く機能しているところではこのような活動が行わる一方、22 自治体中少なくとも 7

自治体の現首長は災害予防に消極的で、災害発生時の緊急対応だけに関心を持つよ

うであった 27。 
 

（２）対象コミュニティにおける活動継続状況 

評価シートにより事後評価時点の対象コミュニティの自然災害に対する脆弱性の

減少を再評価したところ、表 6 に示すように、約 7 割のコミュニティで脆弱性が増

加していた。コミュニティにおける活動継続の程度は以下のように判断された。国

あるいは自治体の継続的な働きかけがあったことで活動を継続できたコミュニティ

が多く、自立できたと考えられるコミュニティは少ない。40 中 15 のコミュニティ

（38％）でほとんど活動が継続されていない。 

いずれの対象コミュニティでもプロジェクト終了後、防災地図、防災計画の更新

は行われていない。また、自治体や国が行う避難訓練に参加した例はあるが、コミ

ュニティ独自の避難訓練は行われていない。予警報とその伝達手段が導入されたコ

ミュニティでは、住民組織はそれを概ね維持できているが、観測機器・無線機・拡

声器などの施設はあまり維持できていない 28。孤立したコミュニティでは被災時の

みならず事故などによる負傷者に対する救急措置のニーズが高いが、救急キットの

27 災害予防の成果はすぐには見えないが、応急対応や救援で被災者に直接物質的な支援をする姿は誰の目

にもはっきり見えるため、良い政治的宣伝になると考える首長が見受けられた。 
28 次のような例が見られた。上流の河川水位を観測、自動通報して下流の避難準備に役立てる、ただし観

測機器の機能の一部が使えない（コスタリカ）。簡易雨量計のデータをもとに土砂崩れの危険を住民に

知らせる（エルサルバドル、パナマ）。簡易水位計（岩や棒を色で塗り分けたもの）による観測をもと

に洪水の危険を住民に知らせる（ホンジュラス）。津波警報をサイレンにより住民に知らせる。ただし

本事業のサイレンは維持できておらず、政府はロシアの援助で新たなサイレンを設置した（ニカラグア）。

火山近くの住民が火山の様子を防災機関に通報し、警報に役立てる。コミュニティは情報提供する側に

もなる（グアテマラ）。簡易な方法により土砂崩れの前兆を察知し住民に知らせる（パナマ）。 
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資材はほとんど使い果たされ補充はできていない。多くの住民組織でメンバーが交

代するため、同様の研修の繰り返しを望む声が聞かれた。 

 

表 6 対象コミュニティの活動継続状況 
自然災害に対する脆弱性（評価シートによる終了時評価→事後評価の変化） 

減少した 変わらない 増加した 合計* 
5 (16%) 5 (16%) 22 (69%) 32 (100%) 

活動の継続状況（40 コミュニティ中*） 
（継続）住民組織の結束が強く、場合によっては自治体や国の支

援を受けながら、活動が概ね継続あるいは発展している。 
15 (38%) 

（一部継続）メンバーの一部により、場合によっては自治体や国の

支援を受けながら、活動の一部が継続されている。 
10 (25%) 

（継続せず）住民組織のメンバーの減少・交代、組織の瓦解などに

より、活動がほとんど継続していない。 
15 (38%) 

    （出典）各コミュニティへのヒアリングに基づく評価者の分析 
  （注）  * 情報を入手できたコミュニティのみを対象にした分析 

 

（２）対象コミュニティにおける被害軽減事例 

プロジェクト完了後、対象自治体・コミュニティにおいて実際に適切な避難が行

われたり自然災害被害の軽減に結び付いたりした事例として、以下が確認された。 

 コスタリカのエル・オテル村は数年おきに洪水に見舞われてきた。死者も出た

ことがある。上流の水位変化を同村に伝え、洪水の到来を予め知らせる仕組み

ができたことにより、住民は洪水が来る 2 時間前には家財道具を高い場所に上

げ、安全な場所に避難することができる。洪水による経済被害が減少した。ま

た同村では住民が労働力を提供して古タイヤを使った導流堤が建設され、プロ

ジェクト終了後も市の協力を得てその延長工事が行われた。導流堤は洪水の侵

入を完全に防ぐことはできないが、流速を低め、到達を遅らせることができた

との報告があった。 

 グアテマラのフエゴ火山周辺の数村では、2013 年 9 月の噴火時、本事業の経験

を生かして安全に避難することができた。弱者を守りながら組織的に避難でき

た。村外にいた住民組織リーダーの母親に代わり、研修に連れて来られていた

13 歳の娘が自宅から組織メンバーに電話連絡した。 

 

（３）環境社会インパクト・その他の社会経済インパクト 

ある対象コミュニティでは古タイヤを用いた斜面保護工などが建設された。さら

に、数カ所のコミュニティで、本事業が支援した住民組織が植林等による土壌保全、

水路の定期的な清掃などに取り組んでいる。以上は環境保全にプラスのインパクト

があったと考えられる。本事業では住民移転・用地取得は発生しなかった。 
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以上をまとめると、本事業の実施により、プロジェクト目標「対象コミュニティおよび対

象自治体の防災能力が向上するとともに、各国防災機関および CEPREDENAC 事務局のコミュ

ニティ防災を推進する能力が強化される」は一部達成されなかった。さらに、上位目標につ

いてもコミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等の共有と活用が国を超えた範囲にま

であまり進んでいないことから、有効性・インパクトは中程度である。 

 

３.３ 効率性（レーティング：②） 

３.３.１ 投入 

 本事業への投入の事前評価時の計画および実績は表 7 のとおりである。 

 

表 7 投入の計画と実績 
投入要素 計画 実績（終了時評価による） 

（1）専門家派遣 
長期専門家 2 人 
短期専門家 15 人 
（180 百万円） 

長期専門家 3 人 
短期専門家 17 人 
（199 百万円） 

（2）研修員受入 
本邦研修、第三国研修 
（事前評価時には「プロジ
ェクト外」の扱い） 

CP 研修 4 人（9 百万円） 
本邦研修「中米防災対策コース」56 人 
ﾒｷｼｺ第三国研修「市民安全と防災」30 人 

（3）機材供与 
通信機器、計測機器など 
（6 百万円） 

早期警戒システム・車両・事務機器 
（25 百万円） 

（4）在外事業強化費 （110 百万円） （213 百万円） 

（5）その他 （79 百万円） （20 百万円） 

日本側協力金額（注） 合計 375 百万円 合計 466 百万円 

相手国政府投入 
カウンターパート配置 
執務室・施設設備の提供 
運営・経常費用 

カウンターパート配置 106 名 
執務室・施設設備の提供 
車両燃料費、事務用品、旅費、ワークショ
ップ開催費などの一部を負担 

出典：JICA 提供資料により評価者が作成 

（注）日本側協力金額には本邦研修、第三国研修の協力金額は含まない。 

 

３.３.１.１ 投入要素 

専門家はエルサルバドルに拠点を置いて各国を巡回したが、各国防災機関はその能力を

全般に高く評価している。専門家の不在を補うコーディネーターが CEPREDENAC 事務局

および一部の国に配置されたが、専門家がいない間は物事が決められず、進捗が遅くなる

との声が聞かれた。また、終了時評価で指摘された「多数の関係者間の連絡調整について

の困難、役割分担の不明確さ」「短期専門家の帰国時の報告が各国防災機関と共有されな

い」「専門家から防災機関への直接の技術移転が少ない」などの課題は、事後評価時の現
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地調査でも各国防災機関から言及があり、確認された。 

一部コミュニティでは古タイヤの堤防・斜面保護工、排水路、避難路の舗装、新たな避

難施設の建設など土木建設工事が行われた。これらの建設には住民が労力を提供するが、

そのような工事に住民組織が参加し、誰の目にも見える施設を得たことは、住民の士気を

高め、住民組織の成長に大きく寄与したと考えられる。 

本邦研修、第三国研修には各国防災機関、関連機関（気象庁等）、対象自治体から多数

が参加し、高いモチベーションを得た参加者が帰国後に様々なイニシアチブを発揮し、各

国で活動を推進する大きな力となった。ただし、本邦研修の本事業とは別スキームとして

の性質も影響し、コスタリカなど一部の国では防災機関でプロジェクトに関与しない者が

選ばれるケースも見られた。自治体からの参加者は、少なくともプロジェクト期間中は積

極的に活動を推進した。 

 

３.３.１.２ 協力金額 

協力金額は約 3.8 億円の計画であったが、実績は 4.7 億円（計画比 124％）で、計画を上

回った
29
。専門家によると、協力金額の超過は協力効果を高めるために専門家指導や対象

コミュニティでの機材整備等の追加投入を行ったことが主な理由である。また、事前調査

時に各国最大 5 カ所（6 カ国合計で最大 30 カ所）と想定されていた対象自治体・コミュニ

ティの数が 6 カ国合計で 62 カ所（1 カ国 3～20 カ所）に増大し、活動の範囲を広げすぎた

ことが影響した可能性を指摘できる 30。 

 

３.３.１.３ 協力期間 

本事業の協力期間は 60 カ月間が予定され、実績は計画どおりであった。終了時評価では

「現時点（終了時評価時点）の進捗から考えて、予定の内容をほぼ終了し、プロジェクト

目標を達成する可能性が高い」と判断し、予定された協力期間通り終了するとの結論が得

られたが、実際には有効性で分析したように、成果及びプロジェクト目標は一部達成でき

なかったと考えられる。したがって、計画どおりに終了したことは、効率的に実施された

ことを必ずしも意味しない。 

 

 

29  表 7 による協力金額の比較には、重要かつ効果的なインプットである本邦研修・第三国研修の費用が協

力金額に含まれていない。本来はこれらの研修の費用も含めて計画と実績を比較したうえで費用につい

ての効率性を判断すべきであるが、情報の制約によりできなかった。 
30  JICA 専門家によると、モデル作りを狙った日本側に対し、能力向上したコミュニティの数を増やした

い一部の国の防災機関側が、重要性・ニーズの高い地域、これまで十分な対策が行われてこなかった地

域を含む多数の自治体・コミュニティを提案し、日本側がそれを受け入れた経緯がある。計画立案のた

めに行われた現地調査（事前調査）ではプロジェクト・サイトは各国最大 5 カ所と計画されたが、その

調査を受けて相手国と協議した結果、この制約は取り払い、各国実施機関のキャパシティに応じて決め

るとされた。他方、有効性の観点からは対象地域や対象災害種を限定して集中的な投入を行った方が良

い成果が得られていることから、適切な選定基準を提示して対象を絞り込むべきであったと考えられる。 
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以上より、本事業は、協力期間については計画どおりだったものの、プロジェクト目標

が一部達成できておらず、協力金額が計画を上回ったことから、効率性は中程度である。 

 

３.４ 持続性（レーティング：②） 

 本事業では対象自治体・コミュニティで防災能力を強化し、各国防災機関と

CEPREDENAC 事務局ではコミュニティ防災を推進する能力の強化を行った。ここでは、「３.

２.２.２ その他のインパクト」で整理した対象自治体・コミュニティにおける活動の継続

状況も踏まえつつ、このようなプロジェクトの効果の持続性を政策制度・体制・技術・財

務の各側面から分析する。 

 

表 8 中米各国のコミュニティ防災への取り組み 

エルサルバドル：国家計画（2010 年～2014 年）でコミュニティ防災、防災文化形成が

言及される。自治体を支援する防災担当官を 2010年頃、全国に約 150 名を配置した。

防災担当官は 1 名で 1～2 自治体を担当する。1 名 1 自治体体制を実現するため防災

担当官を増員する計画がある。独自にコミュニティ防災の教材を作成した。 

ニカラグア：国家計画（2012 年～2017年）で家庭・地域の防災強化に重点を置く。2013

年以降、2万名以上のファシリテーター育成によりコミュニティ、家庭防災強化に着

手した。また、全自治体に防災課を設置するため、職員に 130 時間の研修を実施して

いる。新たな教材も作成した。全国規模の避難訓練を多数実施している。 

グアテマラ：防災政策で住民組織化・災害予防・防災教育に言及している。全国に 5

カ所の地域事務所があり、各県担当者を配置している。各自治体に防災調整官となる

職員を任命。プロジェクトを受けて新たに火山課が設置された。 

コスタリカ：防災機関は危険地域の自治体・コミュニティを選んで能力強化を支援する

部門を設置し、新たに人材を配置した。ただし、コミュニティ支援の人材配置は 2015

年に始まったばかりで、まだ少ない。増やすには職員数を制限している法令を変える

必要がある。 

ホンジュラス：自治体とコミュニティの防災組織強化の明確な目標があり、防災機関の

研修部門が研修を行っている。防災機関は全国７カ所に地域事務所があり 2011 年か

ら備蓄庫を整備し緊急対応に備えている。首都の防災組織は高い能力を持つ。 

パナマ：国内法令上は自治体の防災組織がコミュニティの防災組織を支援するはずであ

るが、できていない。自然災害に脆弱な 35 自治体を選び、防災機関が組織強化のた

めの研修を行う計画がある。防災機関は全国に多数の出先（Base）があり、多数の地

域ボランティアを抱えている。 

 

 

３.４.１ 発現した効果の持続に必要な政策制度 

「３.１.１ 開発政策との整合性」で述べたように、コミュニティ防災は中米地域で重要

視され、表 8 に示すように、各国で制度化への努力が行われている。このように、コミュ

ニティ防災に関連する政策・制度面の持続性は高い。 
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３.４.２ 発現した効果の持続に必要な体制 

CEPREDENAC 事務局は 25 名の職員を擁する。各側面で各国との調整を図る担当者のほ

か、各種ドナー事業の調整担当者が配置されている。各国代表者の定例会合、防災に関連

した各種テーマ別の域内セミナー・ワークショップ等が頻繁に開催されており、組織体制

は整っていると見られる。 

各国のコミュニティ防災に取り組む組織体制は、表 8 のとおり、プロジェクト完了後、

各国で自治体・コミュニティを支援する組織体制の整備がさらに進んでいる。国・自治体・

コミュニティの連携体制を強化する動きも各国でみられる。 

自治体レベルでは、現地調査の時点で、本事業対象 22 自治体のうち 6 自治体が防災課を

設置し専任職員を置く。うち 2 自治体はプロジェクト開始後に設置された。その他の自治

体のほとんども防災担当者を継続して配置しているが、兼任のため、平常時の災害予防業

務にはあまり時間を割けない。小さな自治体で防災担当者が兼任となることはやむを得な

い面もあるが、コミュニティ防災を推進する体制としては十分とは言えない。 

訪問調査した対象コミュニティの約 3 分の 2 で防災のための住民組織が活動を続けてい

るが、約 3 分の 1 のコミュニティではメンバーの交代、組織の瓦解などにより組織的な活

動が停止した。 

このように、体制面の持続性は、CEPREDENAC 事務局と国では概ね高いが、自治体とコ

ミュニティではあまり高くない。 

 

３.４.３ 発現した効果の持続に必要な技術 

CEPREDENAC 事務局には組織強化、研修・教育、応急対応、科学技術、土地利用などの

各技術面で各国との調整を図る担当者が配置されている。 

各国防災機関では、本事業のカウンターパート 61 名の約 7 割が今も組織に残って勤務し

ているが、一部の国でカウンターパートの定着率が低い 31。他方、JICA が実施する本邦研

修「中米防災対策」には、プロジェクト終了後も継続して各国防災機関から毎年合計十数

名が参加し、防災についての技術水準の維持と向上に貢献している。 

自治体では、首長の交代とそれに伴う職員の交代が技術面の持続性の障害となる。対象

22 自治体のうち 6 自治体では本事業に関与した職員が誰も残っておらず、活動が滞ってい

る。住民組織の人員交代は自治体ほど激しくないが、活動を継続する住民組織でも人員交

代があり、同様の研修を繰り返し行ってほしいとの要望が多く聞かれた。 

このように、技術面の持続性は国は概ね高いが、自治体とコミュニティはあまり高くな

い。 

 

31 エルサルバドルでは市防災担当官の定着率が、コスタリカでは防災機関職員の定着率が高い。ニカラグ

アは 2 名のカウンターパートが配置され、いずれも防災機関に残っている。グアテマラ、ホンジュラス、

パナマの 3 カ国は定着率が低い（順に：37％、17％、27％）。 
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３.４.４ 発現した効果の持続に必要な財務 

CEPREDENAC および各国防災機関は人件費や一般管理費については独自予算を持つ。そ

の額は概ね維持あるいは漸増傾向にあるが、防災機関の多くは、車両・無線設備など基本

的なインフラ設備の維持に苦労している。また、政策的なバックアップがあるニカラグア

やエルサルバドルを除き、コミュニティ防災のための活動予算の多くをドナーの支援に頼

っている。

多くの自治体では防災、なかでも災害予防は他の分野に比べて優先順位が低く、予算配

分は乏しい。国によっては自治体予算の 3～5％を防災のために留保するという指針あるい

は規則があるが、実際にはそのような予算措置を取る自治体は少なく、その留保された予

算も応急対応に回される。災害発生時は国に頼るという考えも蔓延している。このため、

対象自治体のうち防災専任職員を配置する約 4 分の 1 の自治体以外では、災害予防にはほ

とんど予算が回らない。

コミュニティの防災住民組織が独自の財源を持つ例は稀である 32。住民組織のメンバーは

無報酬のボランティアとして活動するため、防災への取り組みが具体的な被害軽減につな

がることが明白でない限り、外部支援なしに活動を維持することはほとんど期待できない。 

自治体でもコミュニティでも、防災以外の様々な優先分野の存在が防災への十分な資源

配分を許さないと考えらえる 33。このように、コミュニティ防災は国、自治体、コミュニテ

ィの全レベルで財務面の制約に直面しており、持続性はあまり高くない。

以上より、本事業は、政策制度面には特に問題は見られないが、国・自治体・コミュニ

ティはそれぞれ体制面・技術面・財政面の制約を抱えている。約 3 分の 1 の対象自治体・

コミュニティで活動がほとんど継続されていない状況も考慮し、本事業によって発現した

効果の持続性は中程度と判断する。

４. 結論及び教訓・提言

４.１ 結論 

本事業は中米6カ国で選ばれたコミュニティにおいてコミュニティ防災活動を行うこと

により、対象コミュニティとそれを管轄する自治体の防災能力の向上を図り、その過程で

得られた経験・知見を活用することにより各国防災機関およびCEPREDENAC事務局がコミ

ュニティ防災を推進する能力を向上させることを目的に実施された。本事業は事業計画・

アプローチについて軽微な課題を指摘できるが、計画時、事後評価時ともに政策との整合

性、中米地域の開発政策、開発ニーズとの整合性が高く、中米地域における日本の援助政

32 訪問した 29 コミュニティのなかで財源を持つのは 1 コミュニティのみであった。 
33  このような状況のなかでコミュニティ防災を持続的に進めるには、過去の被害状況や脆弱性に基づき防

災が優先されるべき自治体・コミュニティを選び、かつ自治体・住民の災害予防の重要性に対する適切

な認識を促す必要があると考えられる。
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策・援助計画との整合性があることから、妥当性は高い。防災能力の向上は対象自治体で

は達成されたが、対象コミュニティでは部分的達成にとどまった。各国防災機関と

CEPREDENAC事務局のコミュニティ防災推進能力の向上も部分的達成にとどまり、国家防

災機関のカウンターパート育成が十分にできない国があったことから、プロジェクト目標

は一部達成されていない。コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等の国を超えた共

有と活用があまり進んでいないことも考慮し、有効性・インパクトは中程度である。本事

業の協力期間については計画内に収まったものの、協力金額が計画を上回ったため、効率

性は中程度である。政策・制度面の持続性は高いが、国・自治体・コミュニティはそれぞ

れ体制面・技術面・財政面の制約を抱えており、本事業により発現した効果の持続性は中

程度である。以上より、本事業は一部課題があると評価される。 

 

４.２ 提言 

４.２.１ 各国防災機関への提言 

・ 各国防災機関は、本事業の第二フェーズの活動の一環として34、本事業がそれぞれの国

で導入したコミュニティ防災推進のための各種の手法・ツールについて、成功事例や

グッドプラクティスの検証、成功要因の分析を行い、文書化したうえで、各国内及び

中米地域内で共有を図る必要がある。 

・ 各国防災機関は、人員交代の激しい自治体およびコミュニティの防災組織に対して繰り

返し研修を実施する必要性があることを認識し、財源を確保したうえで、継続的な研

修体制の確立あるいは自治体・コミュニティに対する継続的な支援体制の確立に努める

必要がある。 

 

４.２.２ JICA への提言  

・ 本事業の第二フェーズは以下に留意して実施する必要がある。 

 各国防災機関とともに本事業がそれぞれの国で導入したコミュニティ防災推進の

ための各種の手法・ツールについて、成功事例やグッドプラクティスの検証、成

功要因の分析を行い、文書化したうえで、CEPREDENACの機能を活用して中米地

域内で共有を図る。その際、ある国で成功した手法を、条件の違う他国に導入す

るには実際に現場で適用し、試行を重ねて調整をするとともに、経験を重ねた良

い実績を持つ国の防災担当者から現場で指導を受けることが重要であることに留

意する。 

 学校における防災教育は長期的には防災文化の醸成につながるほか、父兄の参加

34  本事業の第二フェーズは 2015 年後半から 5 年間にわたり実施される予定である。 

25 

                                            



や家庭内のコミュニケーションを通してコミュニティ全体への防災情報提供のチ

ャンネルになり得る。また、全般に、学校教員は自治体職員に比べて交代が少な

い。以上から、学校における防災教育への取り組みにおいては、教育省等と連携

しつつ、その対象を学校敷地内に限定せず、積極的にコミュニティ防災に活用す

るための方法を検討すべきである。 

 各国での活動計画を具体化する際に、第一フェーズから得られた以下の教訓を十

分に踏まえる。 
 

４.３ 教訓 

・ モデル作りと普及を目指す技術協力の計画：自治体・コミュニティの能力強化を含む

技術協力の計画では、モデル作りとその普及を目指した国レベルの仕組み作りまでの

道筋を明示し、対象自治体・コミュニティの能力強化だけにとどまらないよう注意す

る必要がある。このような技術協力で対象自治体・コミュニティを選ぶ際は、効率的

に活動できるように遠方は避ける、モデルとしての普遍性を高めるために社会・経済

面で極端な性格を持つ地域は避けるなど、適切な選定基準を設定すべきである。また、

対象地域での活動結果を評価・総括し、モデルとして取りまとめることを計画に含め

るべきである。 

・ 災害予防の優先順位が高い対象地域を選ぶ：災害予防は経済社会開発のその他の分野

に比べて優先順位が低くなりやすいため、優先順位がなるべく高い自治体・コミュニ

ティを選んで取り組む必要がある。繰り返し、あるいは直近に被災経験を持つ地域、

自然災害への脆弱性が高く、かつ、防災以外の深刻な開発ニーズを持たない地域を優

先することが望ましい。 

・ コミュニティへのハード面の支援：本事業でも行われたような小規模な機材供与や土

木施設等の建設は、目に見える成果を残すことによりコミュニティのモチベーション

を高め、組織作りの効率性や持続性を高める可能性がある。そのような支援を効果的

に行うには、コミュニティのニーズとリソースを確認したうえで、自力で実施できな

い必要最小限のハード面の支援を、モチベーションを与えるための適切なタイミング

で実施することが重要である。 

・ 技術協力プロジェクトと本邦研修の組み合わせ：本事業でも見られたように、災害予

防、コミュニティ防災のような新しい概念を浸透させるために、技術協力プロジェク

トと継続的な本邦研修の組み合わせは効果的になり得る。ただし、机上研修だけでは

実務的な能力強化は望めないので、帰国研修員がプロジェクトでカウンターパートと

して活動することで実務研修の機会を得ることが重要である。また、本邦研修はJICA

の制度上、研修対象者の選定は被援助国政府の判断に任されるため、事業完成に不可
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欠なインプットとして想定されている場合、そのプロジェクトに関与する者が優先し

て選定されるような仕組みを予め合意しておくことが重要である。 

・ 広域協力におけるPDM：本事業は広域協力として6カ国共通のPDMが採用されたが、実

際には、各国の状況に応じて活動は調整され、投入や成果にも国の違いが表れた。防

災に係る政策制度、地方自治制度や災害の種類（津波、地震など）、能力強化の具体

的なニーズ等が異なる複数国の活動を共通PDMで管理するのは困難であったと考えら

れる。広域協力を計画する際には、各国の状況の違いを精査したうえで、それぞれの

国におけるプロジェクトの目標と活動を具体的に検討し、必要に応じて共通PDMの中

に国別の指標・活動を記載することが望ましい。 
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