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事業事前評価表 

国際協力機構地球環境部 水資源・防災グループ 防災第二チーム 

１．案件名                                                         

国 名： 中米６ヶ国（グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ） 

案件名：和名 中米広域防災能力向上プロジェクトフェーズ 2 

：英名 Project on Capacity Development for Disaster Risk Management in Central America, 

Phase 2 

 

２．事業の背景と必要性                                                

（1）当該地域における防災セクターの開発実績（現状）と課題  

中米地域では、地震、風水害、土砂災害、火山災害など共通した自然災害のリスクを抱え、

これら自然災害による人的・経済的損害が同地域の開発にとって大きな阻害要因となってい

る。かかる状況に対処するため、中米 6 か国は、災害に強い社会を共に築くことを目的とし

て、1993年に中米統合機構（SICA）傘下の防災専門機関として中米防災センター（CEPREDENAC）

の枠組みを創設した。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 か国は、災害に強い社会づくりへの決意を新たに「グアテマラ宣言」を発表し、

これを受けて中米防災 5ヶ年計画（2000-2004）を策定し、現在はこれを更新した中米総合防

災計画(2006-2015）が実施されている。同計画においては、コミュニティレベルでの防災力

強化、防災分野の人材育成の促進、防災に配慮した地域(市町村)開発計画の策定に必要な地

域防災力の強化などが、重点課題として掲げられている。また、2010 年には、中米統合機構

（SICA)加盟国のサミットにより、中米総合防災政策（PCGIR）もまとめられ、コミュニティ

防災の強化も謳われている。これら取り組みが評価され 2011年には国連国際防災戦略事務局

（UNISDR）より CEPREDENACは Sasakawa Awardを受賞している。 

しかしながら、加盟国においては災害履歴や災害情報の蓄積による適切な防災計画の策定、

コミュニティ防災や防災教育などにおける好事例を制度として広めるための仕組み、組織間

連携等による持続的な実施体制等が脆弱であり、これらの強化と経験の蓄積が必要となって

いる。 

 

（2）当該地域における防災セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

前項の通り、中米統合機構（SICA）傘下の防災専門機関として中米防災センター（CEPREDENAC）

の枠組みを創設し、中米地域の防災への取り組みを行ってきている。現在は『中米総合防災計

画(2006-2015)』のもとでコミュニティレベルでの防災力強化、防災分野の人材育成の促進、

防災に配慮した地域(市町村)開発計画の策定に必要な地域防災力の強化などに取り組んでい

る。 

「中米広域防災能力向上プロジェクト」（以下、「フェーズ 1 プロジェクト」）により、

CEPREDENAC調整事務局と各国防災関連機関の連携強化が図られ、また各国においてはパイロッ

トコミュニティにおいて住民啓発・住民向けのマニュアル作りや避難訓練が行われるなどの成
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果が見られた。プロジェクト活動はコミュニティでのグッド・プラクティスの形成に主眼が置

かれた。一方、これら取り組みを国内に普及するための基盤が脆弱であるとともに、関係機関

との連携が不足してている。 

本事業は、フェーズ１プロジェクトの成果を活用しつつ、各国においてコミュニティ防災の

取り組みが促進・普及されるよう、各国防災機関の能力強化を中心に据えるとともに、関係機

関や大学等との連携を強化し持続的な体制の構築を目指すものである。また、CEPREDENACを通

して、中米全体でのコミュニティ防災に係る経験の共有と情報発信、経験の蓄積を行っていく

ことを目指す。 

 

（3）中米地域における防災セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

（ア）中米広域「中米広域防災能力向上プロジェクト」（2007 年 5 月～2012 年 5 月）（技プロ） 

・コミュニティ・自治体の防災能力向上及び CEPREDENAC 調整事務局、各国防災関係機

関のコミュニティ防災を推進する能力の強化を目標とする。 

（イ）中米広域「中米防災対策」（地域別研修）（2013 年～2015 年） 

（ウ）エルサルバドル「低・中所得者向け耐震住宅の建築技術・普及体制改善プロジェクト」

（技プロ）（2009 年 5 月～2012 年 12 月） 

・低所得者向け耐震住宅の普及促進のための建築行政強化を目標とし、技術基準策定のため

のデータの整備、パイロット地区での普及体制構築を行う。 

（エ）エルサルバドル「広域防災システム整備計画準備調査」（無償）（2012 年 6 月 GA 締結） 

・地震・津波に関連した観測、予警報等の災害対策機材の整備を目的とする。 

（オ）ホンジュラス「テグシガルパ市首都圏における地すべりに焦点を当てた災害地質学研究」

（科学技術研究員派遣）（2012 年 2 月～2014 年 2 月）「首都圏地すべり防止計画」（無償）

（2011 年 6 月 GA 締結） 

・科学技術研究員派遣案件では GIS を用い首都圏の地すべりハザードマップの作成を目標と

し、無償案件では首都圏 2 か所の地すべり危険地域において地すべり対策工を実施、地す

べりのメカニズムや施設の維持管理法を技術移転するソフトコンポーネントを実施してい

る。 

（カ）ニカラグア「地震に強い住居建設技術改善プロジェクト」（技プロ）（2010 年 10 月～2013

年 10 月）、「マナグア湖南部流域におけるマルチ・ハザード調査研究」（科学技術研究員）

（2010 年 3 月～2012 年 3 月） 

 

（4）他の援助機関の対応 

 ・欧州共同体人道援助局(European Community Humanitarian Aid Office: ECHO)：中米地域 

ニカラグアに拠点を置き中米 4 カ国に対してコミュニティ防災、早期警戒システム、避

難所のリハビリ等に係る事業を展開している。 

 ・国連開発計画(UNDP)：エルサルバドル、ホンジュラス、パナマ 

エルサルバドルにおいては、防災プラットフォームを設置しドナー間の情報共有を図る

とともに、防災教育に係るガイドライン作成、防災職員の能力強化研修、計画策定支援
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等の協力を実施している。 

 ・世界銀行：エルサルバドル 

災害リスク管理能力強化を目的とした地方自治体能力強化プロジェクト（2010 年-2015

年 80 百万米ドル）を実施。 

・米国海外災害援助局(OFDA)：中南米・カリブ諸国、エルサルバドル 

中南米・カリブ諸国を対象に地域災害支援プログラムを実施。エルサルバドルにおいて

は、市レベルにおいて、災害評価訓練を実施している。 

  ・スイス開発援助庁(COSUDE)：ホンジュラス、ニカラグア 

ホンジュラス、ニカラグアを中心にコミュニティ防災の強化、学校における防災教育、住民参加

によるハザードマップ作成等に取り組んでいる。 

 

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） 

本プロジェクトは、中米 6 ヶ国において、災害リスク評価に基づいたコミュニティ防災活動が持続的

に実施されるよう、関係機関や大学との連携体制を整備及び人材育成・研修実施能力を強化するこ

とにより、各国内においてコミュニティ防災活動が普及する体制の確立を図り、また、CEPREDENAC

を通して、これら各国の取り組み及び経験を域内での共有と蓄積を図り、もって中米地域全体の防災

能力の向上に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト1／対象地域名 

 グアテマラ共和国グアテマラ市、エルサルバドル共和国サンサルバドル市、ニカラグア共和国マナ

グア市、ホンジュラス共和国テグシガルパ市、コスタリカ共和国サンホセ市、パナマ共和国パナマ市 

 なお、事業開始後に各国においてパイロットサイトを選定し、コミュニティ防災活動を実施する予定。 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ2） 

 直接受益者： 

・中米防災調整センター事務局（SE-CEPREDENAC）職員 

・コスタリカ国家防災緊急対応委員会（CNE）職員 

・エルサルバドル市民防災局（DGPC）職員 

・グアテマラ国家防災調整庁（CONRED）職員 

・ホンジュラス災害対策常設委員会（COPECO）職員 

・ニカラグア国家防災機構事務局（SE-SINAPRED）職員 

                                            
1 各国防災機関所在地において組織の能力強化に取り組む。実施体制は 2 カ国を 1 グループとして 3 グルー

プを形成し各グループを対象に活動を実施。また、各国にてパイロットサイトを選定の上、コミュニティ防

災活動を実施予定。 
2
 本プロジェクトは中米 6 カ国の防災行政機関を対象にコミュニティ防災推進のための具体的な活動を実施。こ

れら成果を地域機関である CEPREDENAC を通して、域内における God Practice の共有や情報発信、地域におけ

る知見・経験の蓄積を図っていく。 
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・パナマ内務省市民保護機構（SINAPROC）職員 

 

 間接受益者：各国における上記防災機関の地方組織職員、地方自治体職員、パイロットエリア住民 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

 2015年 1月から 2020年 1月を予定（5年間計 60 ヶ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

 950百万円 

 

（6）相手国側実施機関 

 （ア）中米域内における取組・経験の共有・発信、蓄積 

中米防災調整センター事務局（SE-CEPREDENAC） 

 （イ）6 ヶ国における具体的な取り組み 

コスタリカ国家防災緊急対応委員会（CNE） 

エルサルバドル市民防災局（DGPC） 

グアテマラ国家防災調整庁（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（SE-SINAPRED） 

パナマ内務省市民保護機構（SINAPROC） 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

・ 業務実施契約専門家（計 133M/Mを想定） 

・ 長期専門家（計 180M/Mを想定） 

3名（業務調整/コミュニティ防災、防災計画等） 

・ 短期専門家 

防災行政、災害統計、コミュニティ防災等 

・ 供与機材： 車（ピックアップ、オフロードバイク）、測量機材（GPS 測量機）、フィールド用 PC、フィ

ールド用カメラ、フィールド用ビデオカメラ、水位計、文書保管整理用ソフトウエア、電子資料保存・

整理用サーバ等 

・ プロジェクト活動費 

2）中米側 

・ カウンターパートの配置（広域コーディネーター、各国プロジェクト・ディレクター、各国プロジェク

ト・マネージャー、研修・教育分野、コミュニティ防災、洪水・土砂、地震・津波等） 

・ プロジェクトオフィス及び関連設備（CEPRECENAC及び6ヶ国における専門家活動場所の提供） 

・ カウンターパート現地活動費 
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（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：本プロジェクトは、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010年 4月

公布）上、環境への望ましくない配慮は最小限と考えられるため。 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし。ただし、コミュニティにおいては、女性が一定の役割を有しており、パイロットエリアに

おける活動等において、女性の役割や取り込みに配慮していく。また、学校においても女性教員が

多数であり、コミュニティ防災における役割と参画について配慮する。 

3)その他 

 特になし。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

２．（３）に記載の通り。 

2）他ドナー等の援助活動 

２．（４）に記載の通り。 

 

４．協力の枠組み                                                      

（1）協力概要 

1）上位目標： 

 コミュニティ防災が中米地域において普及する。 

 指標）本プロジェクトの成果を活用したコミュニティ防災への取組み事例が CEPREDENAC に蓄積し、

共有されている。 

2）プロジェクト目標： 

関係機関の連携による持続的なコミュニティ防災普及体制が各国において確立される。 

指標） 

① 各国作成のコミュニティ防災普及計画 

② 各国のコミュニティ防災活動報告 

③ コミュニティ防災活動の防災計画への明確な位置づけと継続的な予算措置 

④ CEPREDENACによる現地リソースを用いた中米域内研修の実施回数 

⑤ 現地リソースを用いた各国内の研修実施回数 

 

3） 成果 

① 防災活動の基礎となる情報が整備・蓄積され中米地域で共有される。  
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② コミュニティ防災を持続的に推進するための組織体制が強化される。 

③ コミュニティ防災推進のための研修実施能力が強化される。 

④ コミュニティ防災活動から得られる教訓等が取りまとめられ、域内で共有される。 

 

５．前提条件・外部条件                                                 

（1）前提条件 

 中米地域における CEPREDENAC役割及び中米地域における防災施策の方針が変わらない。 

（2）外部条件（リスク・コントロール） 

 政権交代等により、組織・制度、予算配布状況に大きな変更が生じない。 
 プロジェクトの活動が実施できなくなるほどの大災害が発生しない。 

 

６．評価結果                                                        

本事業は、中米各国（６ヶ国）の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策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                                   

（1）類似案件の評価結果 

①「中米広域防災能力向上プロジェクト」（技プロ、2007年～2012年） 

コミュニティの防災能力の向上に向けて、コミュニティのみを活動対象とするのではなく、コミュ

ニティへの支援体制確立のため、国家防災機関・地方自治体も含めて双方向からのアプローチ

は有効であった。また、コミュニティにおいて、住民の参加型活動を導入することが、住民にとって

コミュニティ防災に向けて自分たちが行えることを実施できる機会を提供することになり、住民の

意識・行動の変化に貢献するとの教訓を得ている。 

②「メルコスール観光振興プロジェクト」 

事業終了後の持続性確保のため相手側の事業費負担を高める必要性を相手側と時間をかけ

協議し、相手側が大幅なコスト負担を行うという明確な合意のもとでフェイ z-２の実施に至ったこ

とが自立発展性を高めることにつながった。プロジェクト開始以前から、被援助国側の事業費負

担の重要性を認識し、具体的な協議を行い、明文化した上でプロジェクトを実施することが効果

的である。 

（2）本事業への教訓 

①本プロジェクトではフェーズ１の教訓を受け、各国防災関連機関を実施機関とし、対象コミュニティ

を実施機関と連携して決定する。プロジェクト目標であるコミュニティ防災の普及体制の確立のた

め、より制度・仕組みとして確立することをめざし、各国防災関連機関、地方自治体、コミュニティ

がそれぞれの役割を認識した上で組織体制を強化し、人材育成・研修能力強化を図り、面的にコ

ミュニティ防災が各国の施策として広がるように取り組む。 

②本プロジェクトでは、前半段階において組織体制、研修実施体制等の構築に集中的に取り組み、

後半においては、各国主体によりコミュニティ防災活動を実施していき、自国内にて持続的に実
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施できる体制の確立を目指す。また、予算面についてもプロジェクトの初期の段階から各国の負

担事項の明確化を図っていきたい。 

 

８．今後の評価計画                                                      

（1）今後の評価に用いる主な指標 

 ４（１）参照。  

（2）今後の評価計画 

事業終了 3年後 事後評価 

以 上 


