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序     文 

 

カリブ地域はその立地条件からハリケーン、洪水、地震、火山活動の自然災害により繰り返し人命やイ

ンフラ施設に損害を受け続けており、一国の経済的・社会的生活に甚大な影響を及ぼしている。 

当地域には経済規模の小さな国が多いことから、各国が独力でこれらの災害に対処することが難しく、

このため域内諸国はカリブ共同体 CARICOM（Caribbean Community）の指導の下、1991 年に災害に関

する地域調整機関としてカリブ災害緊急対策機関 CDERA を設立した。CDERA は、その技術力を高め地

域の防災対策の向上に資するべく、1998 年に加盟国の防災能力を高めることを目的とした洪水、土砂崩

れ、火山、地震のハザードマップ作成を含む災害管理分野でのプロジェクト方式技術協力（技術協力プ

ロジェクト）をわが国に要請した。 

これを受けて独立行政法人国際協力機構は、2000 年以降基礎調査、2 度の事前評価調査を経て、

2002 年 2 月実施協議調査において協議議事録(R/D)の署名を取り交わし、2002 年 8 月から 3 年間にわ

たる｢カリブ災害管理プロジェクト｣を開始した。本プロジェクトでは、CDERA 組織体制の強化、洪水ハザ

ードマップ作成体制の確立・強化、加盟国における地域災害管理計画策定能力の向上、情報発信基地

機能の増強を目的とした活動が進められている。 

今般、プロジェクト開始から 1 年半が経過したため、2004 年 2 月 7 日から同 28 日まで、当機構社会開

発部調査役 串田 俊巳 を団長とする運営指導(中間評価)調査団を現地に派遣し、プロジェクトの中間

評価を行った。 

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、プロジェクトの成果達成のために

広く活用されることを願うものである。ここに本調査にご協力いただいた外務省、国土交通省、消防庁、在

トリニダード・トバゴ日本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層

のご支援をお願いするしだいである。 
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理事 北原 悦男 
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調査初日、2 日目に開催された洪水ハザードマップの使用とその地域防災計画への適応に関する Regional Seminar の模様。 
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評価調査結果要約表 

Ⅰ. 案件の概要 

国名: カリブ地域 案件名: カリブ災害管理プロジェクト 

分野: 防災 援助形態: 技術協力プロジェクト 

所管部署: 地球環境部 第二グループ 水資源・防災第二チーム 

 

協力期間:  

2002 年 7 月～2005 年 8 月 

先方関係機関: 

カリブ災害緊急対策機関（CDERA） 

カリブ気象水文研究所（CIMH） 

西インド諸島大学 モナ校（UWI/Jamaica） 

西インド諸島大学 セント・アウグスティン校（UWI/TT） 

日本側関係機関: 

国土交通省、総務省消防庁、北九州市 

 

1. 協力の背景と概要 

カリブ地域はその立地条件からハリケーン、洪水、地震、火山活動の自然災害を受けやすい。こうした自

然災害は、当地域において繰り返し人命やインフラ施設に損害を与え続けており、一国の経済的・社会的

生活に甚大な影響を及ぼしている。 

当地域には経済規模の小さな国が多いことから、各国が独力でこれらの災害に対処することが難しく、こ

のため域内諸国はカリブ共同体 CARICOM（Caribbean Community）の指導の下、1991 年に災害に関す

る地域調整機関としてカリブ災害緊急対策機関 CDERA を設立した。CDERA は、その技術力を高め地域

の防災対策の向上に資するべく、1998 年に加盟国の防災能力を高めることを目的とした洪水、土砂崩

れ、火山、地震のハザードマップ作成を含む災害管理分野でのプロジェクト方式技術協力（技術協力プロ

ジェクト）をわが国に要請した。本プロジェクトは、この要請を受け、2 度の事前評価調査及び実施協議調

査を経て 2002 年 8 月から 3 年間の予定で開始されたものである。 

CDERA 組織体制の確立、洪水ハザードマップ作成体制の確立・強化、加盟国における地域災害管理

計画策定能力の向上、情報発信基地機能の増強を目的とし、バルバドス、トリニダード・トバゴ、セント・ヴ

ィンセントの 3 カ国をパイロット国として活動を実施している。 

 

2. 協力内容 （今回の評価調査にて変更した PDM 内容による） 

(1) スーパーゴール 

CDERA 加盟国における災害被害が軽減される。 

 

(2) 上位目標 

CDERA 加盟国において同様のプロジェクトが実施される。 
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(3) プロジェクト目標 

CDERA を中心としたハザードマップとそれを用いたコミュニティ防災計画策定体制が確立される。 

 

(4) 成果 

1. 事業（ハザードマップ作成、地域防災計画策定）実施のための組織が確立される。 

2. パイロットサイトにおいて洪水ハザードマップとそれを用いたコミュニティ防災計画が策定される。 

3. Regional Team にハザードマップ作成体制および災害管理計画策定に関するノウハウが蓄積される。

4. CDERA の災害情報発信基地・防災調整機関としての役割が増大する。 

 

(5) 投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣 5 名 

短期専門家派遣 8 名(延べ人数) 

研修員受入 5 名 

機材供与 約 2,700 万円 

CDERA 側： 

カウンターパート配置 計 14 名（CDERA/CU（コーディネーションユニット）(6)、RT(5)、NT(3)） 

土地・施設提供 日本人専門家の執務スペースを提供 

ローカルコスト負担 資金による CDERA 側コスト負担は、これまでのところ無い。 

Ⅱ. 評価調査団の概要 

調査者 

串田 俊巳 （団長）       : 国際協力機構 社会開発協力部 調査役 

平尾 順平 （協力企画）    : 国際協力機構 社会開発協力部社会開発協力第 2 課 職員 

冨田ゆきし  （防災体制評価） : (株)地球システム科学 取締役 

渡辺亜矢子 （評価分析）    : (株)地域計画連合 国際部主任研究員 

調査期間: 2004 年 2 月 14 日～2 月 26 日 

（防災体制評価及び評価分析団員は 2 月 7 日～2 月 26 日）
評価種類: 中間評価 

Ⅲ. 調査結果の概要 

1. 調査結果の要約 

(1) 妥当性 

洪水に対する事前の対策と被害の軽減を図ることは、CDERA 加盟国に共通する危急のニーズであり、

CDERA の活動方針を示す｢包括的災害管理戦略（CDM）｣においても、重点が置かれている。本プロジェク

トのプロジェクト目標は、ハザードマップ作成及びコミュニティ防災計画策定の体制を確立することであり、同

方針に合致している。一方、日本の ODA 政策では、カリブ地域に対する支援の重点の一つとして「自然災

害及び環境保全」を挙げている。技術面においては、CDERA側にとって新規のものであり、かつ現地に適用

可能な形での導入が図られている。このように、本プロジェクトのプロジェクト目標は、CDERA の活動方針、

日本の援助政策、及び CDERA 加盟国のニーズのいずれとも整合しており、本プロジェクトの妥当性は高い

と判断された。 
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(2) 有効性 

本プロジェクトの前半期間における成果は、「プロジェクトの達成度」（付属資料 6）のとおりである。活動の

実施体制については、現在パイロット国及びRTメンバー機関との合意文書（Agreement）締結の最終段階

にあり、これまでのところ同実施体制は支障なく機能している。 

パイロット・プロジェクトについては、ハザードマップ作成及びコミュニティ防災計画策定に必要なデータを収

集し、同データの活用を開始した段階である。マニュアル作成については、必要な参考資料・文献をプロジェ

クト関係者で収集し、RT 機関がマニュアルの構成を選定し始めたところである。また、CDERA/CU 内に情

報技術（IT）ユニットが設立され、活動を開始している。このように、当初計画にある成果の達成に向けて活

動が進捗しており、プロジェクト終了時までには達成される見通しである。 

(3) 効率性 

日本側の投入については、コミュニティ防災専門家(長期)の任期が短く効率的でない点、及び短期専門

家の派遣タイミング及び活動内容について、改善の余地が見出された。機材は、調達・配置に遅れが出た

ものの活動に大きな支障はなく、質、量の面においては適切であった。研修員受入は、概ね適切に実施さ

れたと判断された。 

一方、CDERA 側の投入は、CDERA/CU、RT 及び NTｓへの人材の配置、日本人専門家の執務スペー

スの提供など、概ね適切に行われているが、CDERA/CU 内に本プロジェクト専任のスタッフが配置されること

が望ましいと判断された。NTｓについては、雨量計の設置費その他の活動に必要な経費を支出している。

他の協力・支援との連携にも留意されており、活動内容の重複などがないよう調整・協力がなされている。 

(4) インパクト 

本プロジェクトにおいては、プロジェクトの成果(アウトカム)を持続可能なものにするため、CDERA は

Sustainability Committee を立ち上げ、Sustainability Plan を作成することを決定している。このような委

員会の設置及び計画の作成は、CDERA にとって初めての経験であり、本プロジェクトの良いインパクトの一

つと考えられる。また、JICA の技術協力プロジェクトは、CDERA 側の技術レベルを向上し、その自立性を高

める支援形態である点が、関係者の高い評価を得ている。さらに、本プロジェクトは、CDERA/CU と、UWI

や CIMH といった教育・研究機関の間の協力関係を強化するよいきっかけとなった。 

(5) 自立発展性 

組織面においては、主要な関係機関（CIMH、UWI 等）が実施体制として組織されており、十分に機能す

るものとなっている。関係機関間のコミュニケーション促進を図ることにより、より効果的な協力が実施されて

いくと期待できる。CDERA/CU については、専任スタッフの配置が望ましい。財政的自立発展性は、本プロ

ジェクトにおける重要事項の１つであり、自立発展性を高めるため、Sustainability Plan の作成及び他ドナ

ーによる資金援助の活用などを検討している。 

技術面においては、個々の C/Ps はそれぞれある程度の技術力を有していることから、その内部技術移

転の枠組みづくりが自立発展性を確保する上で重要である。マニュアルがその一手段となると期待される。

移転技術のカリブ地域における適用可能性は高い。 

政策的には、「環境の保全と自然災害の事前軽減」に対する CARICOM の強いコミットメントがみられる

ことから、政策的自立発展性は高いと見込まれる。 
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2. 阻害・貢献要因の総合的検証  

(1) 効果発現に貢献した要因 

(ア) 計画内容に関すること 

- カウンターパート機関として、CDERA、RT 機関を選定したこと。カリブ地域における CDERA の調

整能力と、RT 機関の有する技術力の両方が計画段階で取り入れられたことは、活動の実施を

促進する要因となっている。 

(ｲ) 実施プロセスに関すること 

- RT 機関の選定が適切であったこと。潜在的技術能力の高さ、カリブ地域全体に貢献することを

使命とする機関の性質、人的ネットワークの広さなどは、いずれもプロジェクト活動の進捗に貢献

している。 

(2) 問題点および問題点を惹起した要因 

(ア) 計画内容に関すること 

- 特になし。 

(ｲ) 実施プロセスに関すること 

- 複数国を対象とした広域プロジェクトであるにもかかわらず、二国間協力のスキームで実施してい

ること。このため、C/Ps 研修、評価調査の実施(署名を含む)などさまざまな面において困難を生

じている。 

- 関係機関が多く手続きが複雑なこと。 

- CDERA は国際機関であり JICA の事業実施方法とは異なる独自の事業実施方式等を有して

いること。 

 

3. 結論 

上記の結果から、本プロジェクトは当初計画に照らすと進捗に遅れがみられるものの、適切な関係機関

の選定と組織化がなされてきており、プロジェクト後半期間において十分に機能するものと期待できる。当初

計画の成果は、プロジェクト終了時までに達成できる見込みである。 

 

4. 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

- CDERA の組織体制の強化： プロジェクト活動を効果的に実施し、プロジェクト目標を達成する

ためには、CDERA の組織体制を引き続き強化する必要がある。そのためには、実施体制内

（CDERA/CU、RT、NT 及び日本人専門家）のコミュニケーションをより一層促進する必要がある

ことから、プロジェクト後半期間においては月 1 回のペースで RT と日本人専門家が各パイロット国

を訪問し、NT と共同で活動の進捗確認を行うとともに、必要な議論を直接的に行うこととする。

さらに、CDERA と各 NT 及び RT 機関との間で取り交わされる予定の合意文書（Agreement）に

ついては、可能な限り早期に締結するよう努める。 

- 持続可能性の確保： 本プロジェクトは、CDERA 加盟国において洪水ハザードマップの作成及び

コミュニティ防災計画の策定を実施できる能力を、CDERA 内に確立することを目的とするもので

ある。したがって、プロジェクト期間中に実施する3つのパイロット・プロジェクトのみならず、その終了

後も継続して活動が実施される必要があることから、Sustainability Plan を作成しプロジェクト終

- iv - 



 

了後の活動の持続可能性確保に努める。 

- プロジェクト実施体制の改善： 本プロジェクトのような多国間協力を実施するにあたっては、より

効率的に手続きを進められるよう実施体制の改善を検討していく必要がある。 

- 長期専門家の業務指示書について： プロジェクト・ドキュメントには長期専門家に関する詳細業

務指示書（TOR）を付属し、プロジェクトの実施に活用することが必要である。 

5. 教訓 

（当該プロジェクトから導く出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に参考となる事柄）

本プロジェクトは、他の多くの技術協力プロジェクトと異なり広域を対象としたプロジェクトである。CDERA

というカリブ地域の国際機関をカウンターパート機関とし、３つのパイロット国を選定して活動を実施している

が、長期的にはプロジェクトの成果をカリブ地域全体に普及していくことをめざしている。この点を考慮すると、

CDERA をカウンターパート機関に設定したことは適切であったといえる。また、技術力、地形等の面でそれぞ

れ異なる 3 カ国をパイロット国として選定したことも、将来、地域的な広がりを持って活動を継続していくには

必要なことであったと考えられる。 

しかしながら、日本側の援助スキームとして国連以外の国際機関をカウンターパートとした多国間協力ス

キームは整備されておらず、本プロジェクトに関しては CDERA 所在地であるバルバドス国政府を R/D の署

名者として協力を開始している。このことにより、実際のプロジェクト運営には少なからぬ問題を生じているの

は事実であり、結果として、活動実施の遅延を引き起こしている側面があることは否めない。今後、複数国

を対象としたプロジェクトを実施する際には、こうした制度面の未整備による効率性の減少を招かないよう十

分留意するとともに、早急な制度整備が望まれる。 
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第 1 章 中間評価調査の概要 

1-1 調査団派遣の経緯と目的 

「カリブ災害管理プロジェクト」は、カリブ地域における総合的な災害管理機関としての活動を担う

CDERA(Caribbean disaster Emergency Response Agency : カリブ災害緊急対策機関)に対し、その組織

体制の確立、洪水ハザードマップ作成体制の確立・強化、加盟国における地域災害管理計画策定能力

の向上、情報発信基地機能の増強を目的として、2002 年 8 月から 3 年間の予定で開始された。 

現在、主にプロジェクトが対象とする 3 カ国（バルバドス、トリニダード・トバゴ、セント・ヴィンセント）を中

心に、それらの国々に移転すべき洪水解析技術、地域防災計画策定能力をCDERAを通して確立してい

る。チーフアドバイザー、業務調整の他、地域防災計画分野、GIS・ハザードマップ技術分野に長期専門

家を派遣し、その他洪水解析、防災教育等にかかる業務は短期専門家により実施されている。 

本調査では、協力開始後開始から約 1 年半という中間点を迎え、これまでの投入実績、各協力分野に

おける活動実績、計画の達成度を調査、確認すると共に、「評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、イン

パクト、自立発展性）」の観点から評価を行う（当該プロジェクトは期間終了後の技術の普及にその重きを

おいていることから、自立発展性の観点を重点的に評価する）。 

また、関係する各関係機関（Regional Team、National Team）について現状の実施体制、技術レベルお

よび今後の計画について確認し、評価、提言を行う。 

 

 

1-2 調査団の構成と調査日程 

(1) 調査団の構成 

 担当 氏名 所属 

1 団長・総括 串田 俊巳  独立行政法人 国際協力機構 社会開発協力部 調査役 

2 協力計画 平尾 順平  独立行政法人 国際協力機構 社会開発協力部第 2 課 職員 

3 防災体制評価 冨田 ゆきし  地球システム科学 株式会社 取締役 

4 評価分析 渡辺 亜矢子  株式会社 地域計画連合 主任研究員 
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(2) 調査日程 

Schedule／Activity 

Date 
JICA 

(団長/協力企画) 

Technical Consultants 

(防災体制 /評価分析) 

7th Feb. Sat   [Tokyo - New York] [11:00-9:15]NH010 

8th Feb. Sun   [New York - Barbados] [07:40-13:19]AA1385 

9th Feb. Mon   
CDERA、JICA 専門家チームとの打ち合わせ 

評価に関する説明 

10th Feb. Tue   
カウンターパートへのインタビュー 

JICA 専門家チームへのインタビュー（担当業務毎） 

11st Feb. Wed   

CERO におけるインタビュー調査 

Drainage Unit におけるインタビュー調査 

CIMH におけるインタビュー調査 

12nd Feb. Thu   

[Barbados - St. Vincent] [09:55-10:35]LI371 

NEMO におけるインタビュー調査 

National Team (SVG)におけるインタビュー調査 

Mesopotamia 地域の現地踏査 

13rd Feb. Fri   

[St. Vincent - Barbados]  [10:50-11:30]LI330 

JICA 専門家チームとの打ち合わせ 

評価報告書、及びミニッツの取りまとめ作業 

14th Feb. Sat [Tokyo - New York] [11:00-9:15]NH010 評価報告書、及びミニッツの取りまとめ作業 

15th Feb. Sun [New York - Barbados] [07:40-13:19]AA1385 評価報告書、及びミニッツの取りまとめ作業 

16th Feb. Mon Inter-regional Seminar への出席および関係者へのインタビュー調査  (Dr.Spence、バット氏等へのインタビュー) 

17th Feb. Tue Inter-regional Seminar への出席および関係者へのインタビュー調査 

18th Feb. Wed 

バルバドス国外務省表敬 

CDERA 及び JICA 専門家チームとの打ち合わせ                                                          

[Barbados - Trinidad] [20:10 - 21:05]BW419 （大井リーダー 20:50 発-） 

19th Feb. Thu 

UWI（トリニダードトバゴ分校）における協議およびインタビュー調査                                   

（08:15-09:00 Mr.Opadya&Couper, -10:00 with dean）                                        

在トリニダードトバゴ日本大使館表敬 (14:30～) 

20th Feb. Fri 
NEMA におけるインタビュー調査 National Team (TT)におけるインタビュー調査 （10:00－11:30） 

San Juan 川流域地域の現地踏査（PM） 

21st Feb. Sat [Trinidad - Barbados]  [15:50 - 16:40 ]BW604 （w/大井リーダー） 

22nd Feb. Sun 評価報告書、ミニッツ（案）の作成 

23rd Feb. Mon 

National Team (Barbados)におけるインタビュー調査 

Speightstown の現地踏査                                                                           

CDERA 及び JICA チームとの打ち合わせ 

24th Feb. Tue ミニッツ協議 

25th Feb. Wed ミニッツ署名、交換 

26th Feb. Thu [Barbados - Miami - Quito] [14:33 - 17:40] AA1078 [19:05 - 23:13]AA931 
[Barbados - NY]  

[17:05-21:20]AA1384 

7th Feb. Fri 在エクアドル日本大使館表敬、地球物理研究所訪問 [NY →] [11:00-   ]NH009 

28th Feb. Sat   [ → Narita]  [    -14:50] 

 

官団員については、当プロジェクトの調査後、エクアドルでの調査を終え、3 月 5 日に帰国。 
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1-3 主要面談者 

 

バルバドス国外務省 

Mrs. Gail Francis-Vaughn   Acting Permanent Secretary 

CDERA (Caribbean Disaster Emergency Response Agency) 

Mr. Jeremy Collymore   Coordinator 

Ms. Andria Grosvenor   Programme Manager, Projects 

Ms. Elizabeth Riley   Programme Manager, Mitigation & Research 

Mr. Donovan Gentles   Preparedness & Response Manager 

カリブ気象水文研究所 (Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology) 

Mr. Colin Depradine   Principal 

Mr. Frank C. Farnum   Chief Hydrologist 

Mr. Kailas Narayan   Hydrologist 

西インド諸島大学 (University of West Indies) Jamaica 校 

Dr. Balfour Spence   Lecturer, Dep. of Geography and Geology 

西インド諸島大学 Trinidad & Tobago 校  

Prof. Clement K. Sankat  Dean, Faculty of Engineering 

Dr. Jacob Opadeyi   Coordinator, Centre for Geospatial Studies, Engineering 

Institute 

Dr. Vincent A. Cooper Lecturer, Faculty of Engineering, Dep. Of Civil and 

Environmental Engineering 

Central Emergency Response Organization (CERO)  

Mr. Judy Thomas   Director 

Drainage Unit, Ministry of Public Works, Barbados 

Mr. Charles Yearwood   Senior Technical Officer 

National Emergency Management Organization (NEMO) 

Mr. Howie Prince   National Disaster Coordinator 

National Emergency Management Agency (NEMA) 

Col. Dave Williams   Director 

在トリニダード・トバゴ日本大使館 

加藤 重信 大使  

高野 和行 二等書記官  

プロジェクト長期専門家 

大井 英臣 チーフアドバイザー 

杉田 昌美 GIS・ハザードマップ分野 

森上 誠 地域防災計画分野 

西村 善彦 業務調整員 
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第 2 章 評価の方法とプロジェクト・デザイン・マトリックスの修正 

2-1 評価の方法 

2002 年 2 月 28 日付で合意されている PDM に基づき、修正 PDM（PDM version2）を作成した。これ

は、2004 年 2 月の中間評価調査団の訪問に際し、プロジェクト開始意向現在までの活動の進捗状況を

考慮に入れて修正したものである）。中間評価は、PDM version2 及び R/D に記載のある活動計画

（PO）に基づいて行った。これまでのプロジェクト活動の達成度は、CDERA 側と合同で結成した合同評

価チームにおける議論を通じ、下記の 5 つの項目にしたがって評価した。 

 

1) 妥当性 プロジェクトの設定と、対象国・地域・機関の状況・政策等との間の整合性 

2) 有効性 プロジェクト目標の達成に向けて、活動及び成果がどの程度有効に実施されているか 

3) 効率性 プロジェクトへの投入が、活動の実施及び成果の達成にどの程度効率的に活用されたか

4) インパクト プロジェクトの活動実施によりもたらされた良い影響、または悪い影響 

5) 自立発展性 CDERA、RT 及び NTｓにおいて、プロジェクト終了後にその成果を自力で維持、発展させ

ていく能力・可能性があるか否か 

 

2-2 PDMの修正 

(1) 修正の方針 

今回の中間評価調査に際し、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の見直しを行った。見直し

に際しては、内容的には大きな変更は行わず、表現の修正、また成果や活動の区分けの仕方を変更

することで、日本側、CDERA 側は合意した。 

プロジェクト目標は、PDM version 1 では「CDERA の洪水分野におけるハザードマップを用いた

災害管理能力が向上し、加盟国においてその活用が促進される。」と、活動の対象が 3つのパイロット

国のみではなく、「CDERA 加盟国全体（14 カ国と 2 地域）」と広範囲に渡る設定となっており、本プロ

ジェクトの実施機関が 3 年間であることを考慮すると、その実現可能性に疑問があることが指摘された。

本プロジェクトは、パイロット国以外への普及段階はその活動内容に含まず、あくまで CDERA 内部に

ハザードマップの作成と、それを活用したコミュニティ防災計画の策定ができる能力と仕組みを確立

することを目指すものである。こうした理解に基づいて、今回中間評価において、プロジェクト目標の

表現を、プロジェクト期間中に達成すべき、より限定的で明確な成果を示すものとなるよう修正すること

とした。 

ただし、プロジェクト終了後、他の CDERA 加盟国において継続して活動を実施していくこと（普及）

は、本プロジェクトが真に効果を発揮し、成功事例となるための非常に重要な要素であることから、

PDM においてはこの内容を、通常プロジェクト終了後 5 年程度の間に達成すべき目標である「上位目

標」として設定することとした。 

成果については、プロジェクト目標達成に向けての流れをより明確に表現できるよう、それぞれ表現

を修正した。 
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活動については、CDERA が他ドナー等とのプロジェクトにおいても通常使用する実施方針書様式

である Work and Implementation Plan (WIP)が本プロジェクトについても作成されている。当プランは

内容的に当初の PDM で設定された活動と齟齬はないものの、WIP の方がより詳細な記述となってい

ることから、同 WIP に設定された活動の表現とできる限り近いものとなるよう修正した。この修正を行う

ことにより、PDM と WIP が内容的に齟齬のある別個のドキュメントであるとの誤解を避けられるよう留意

した。 

最後に、上記修正にしたがい、指標について必要な修正を行うとともに、不明瞭であったものにつ

いては、より明確かつ具体的な指標となるよう修正した。 

 

※PDM version2 は、中間評価に使用するだけでなく、プロジェクト後半期間におけるプロジェクトの

運営にも活用されるものである。 

 

(2) 主な変更点 

 
プロジェクト目標 
変更前:  「CDERA の洪水分野におけるハザードマップを用いた災害管理能力が向上し、加盟国

においてその活用が促進される。」 

変更後:  「CDERA を中心としたハザードマップとそれを用いたコミュニティ防災計画策定体制が

確立される。」 

 

上位目標 
変更前: 「CDERA 加盟国における災害被害が軽減される。」 

変更後: 「CDERA 加盟国において同様のプロジェクトが実施される。」 

 

スーパーゴール 
変更前: （当初の PDM には、スーパーゴールは設定されていなかった。） 

変更後: 「CDERA 加盟国における災害被害が軽減される。」 

 

今回の変更により、当初 PDM に設定されていた上位目標は、その達成に要する時間的要素を考

慮し、PDM version2 ではスーパーゴールとした。 

2-3 主な調査項目と情報・データ収集方法 

前記の評価 5 項目に基づいて評価するため、主に下記の点について情報収集を行った。 

 プロジェクト目標の達成度及びその促進／阻害要因 

 プロジェクト目標の達成見込み 

 成果の達成度 ＝ 投入と成果の関係 

 成果の達成度を示す事例･成果 

 CDERA 側による投入の状況 

 日本側・CDERA 側双方による投入の量、質、タイミングの妥当性、C/P スタッフの定着度 
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 上位目標と CDERA 活動方針、CDERA 加盟国のニーズ、CARICOM の政策との整合 

（他地域への適用可能性を含む） 

 プロジェクト目標と CDERA 側ニーズとの整合性 

 プロジェクトの実施体制の適否及び運営状況 

 他の協力形態とのリンケージ 

 インパクト 

 自立発展性の見通し（組織面、財政面、技術面、政策面） 

 CDERA 側関係機関のオーナーシップ 

 

 

主なデータ収集方法は、下記の通りである。 

 過去の調査報告書のレビュー 

 プロジェクトより提出された関連資料のレビュー 

 日本人専門家へのインタビュー 

 CDERA/CU 関係スタッフへのインタビュー 

 RT 機関担当者へのインタビュー 

 NT 機関担当者へのインタビュー 

 3 つのパイロット国・サイトへの訪問調査 
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第 3 章 プロジェクトの実績 

3-1 投入実績 

3-1-1 CDERA 側投入 

(1) 人員配置状況 

CDERA 側から本プロジェクトに配置された人員は、CDERA/CU スタッフ 6 名、RT 機関から 5 名、

及び各パイロット国から NT のリーダーとして各 1 名（計 3 名）である。プロジェクトの実施に必要な人員

は配置されている。 

しかし、CDERA/CU スタッフについては、能力、意欲ともに高いが他のプロジェクトと兼任であり、業

務の進捗に支障を来たすケースもみうけられた。プロジェクト終了後の自立発展性を考慮した場合、

CDERA/CU 内に専任のスタッフを配置することが望ましい。 

(2) 施設整備状況 

CDERA 側のプロジェクトに対する設備整備状況は次の通りである。 

‐ 長期専門家に対する作業スペースの提供（リーダー用個室、長期専門家 2 名共同個室、業務調整

員用共有スペース）。 

‐ 長期専門家用の CDERA 内 LAN システムの利用、インターネット接続可能。 

‐ 電話、ファックス、フォトコピー等の使用。プロジェクト使用料金についてはプロジェクトが実費負

担。 

(3) 予算措置状況 

CDERA 側から本プロジェクトに対して予算（資金）は措置されておらず、今後もその見通しは高くな

い。CDERA は加盟国からの拠出金とドナー国・機関からの支援により、その運営と活動を行っている。

ドナー国・機関からの支援は、主にプロジェクト・ベースで実施されており、予算、人材についても同

様にプロジェクト・ベースで配置される。CDERA 加盟国による拠出金は、全年間予算の約 20％程度

であり、主に CDERA 内の人件費として支出されている。 

ただし、各パイロット国からは、雨量計、水位計の設置に要する費用などパイロット・プロジェクト実

施に係る費用の一部が予算措置・支出されている。 

 

3-1-2 日本側投入 

(1) 専門家派遣 

これまでに長期専門家として、チーフアドバイザー1 名、コーディネーター1 名、GIS 専門家 1 名、

地域防災計画専門家 2 名の計 5 名を派遣している。短期専門家は、延べ 8 名を派遣した。 

専門家について CDERA 側より以下の 2 点が指摘された。1 点目は、地域防災計画専門家の任期

(1 年間)が短く非効率である点であるということ。地域防災分野の活動は、事業実施の対象となる地域

の実情に通じている必要があり、こうした分野の特性から考えてもより長期間（2 年～3 年）活動可能な
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専門家派遣が望ましいと考えられる（同分野専門家は、派遣元等の事情により任期 1 年間となってい

るが、最初の数ヶ月（3～6 ヶ月）はコミュニケーション(英語)や地域の現状、職場環境に慣れることに

費やすことになり、やっと全力で仕事に取り組める状況になった頃には任期終了となり新しい専門家

が着任する、という状況となっている。 

2 点目は、短期専門家の派遣タイミング及び活動内容の設定をより効率的・効果的に改善する必

要があることである。短期専門家の派遣では、2 週間程度の派遣期間に、セミナー参加、各パイロット

国の訪問・視察、というパターンが主となっており、CDERA 側としては十分な技術移転を受けられな

いという感を抱いている。 

さらに、2003 年度には国際セミナーの日程変更に伴い、結果的に複数の短期専門家が同時期に

相次いで派遣されることとなっているが、こうした状況は受け入れ側（RT、NT を含む）の調整を困難と

し、十分な効果を上げられない状況を生ずる可能性がある。したがって、本プロジェクトにおいて短期

専門家に期待する役割設定に応じて、必要に応じて派遣形態・活動内容の見直しを検討する必要

があると考えられる。 

(2) 研修員受入 

CDERA/CU スタッフ 2 名、RT スタッフ 3 名（CIMH、UWI/Jamaica、UWI/TT より各 1 名）の計 5 名

を日本での研修に受け入れている。研修に参加したカウンターパートは、研修参加後には JICA の協

力に対する理解を深め活動の進捗に貢献しているが、特に UWI より参加した 2 名の、プロジェクトに

対する意欲の向上は著しいものがみられた。このほか、JICA 集団研修に 1 名のカウンターパートが参

加している。 

日本における研修については、CDERA 側より高い評価を得ており、研修員に関する手続き事項

（航空券の購入システムなど）につき細かな要望があったことを除き、特に大きな問題は見受けられな

かった。 

(3) 機材供与 

機材については、2002 年度機材が 2002 年 9 月始めに、2003 年度機材が 2004 年 2 月始めに関

係機関のもとに届いた。2002 年度分はほぼ計画通りの納入であったが、2004 年は予定時期より若干

遅れての納入であった。これには仕様書の作成から内容確定、および通関、輸送手続きに予想以上

に時間がかかったことが原因している。 

関係機関のカウンターパートにインタビューを行った結果、供与資材については、到着時間が遅れ

た以外は概ね満足しているとのことであった。 

 

3-2 目標・成果の達成度 （今回の評価調査にて変更したPDM内容による） 

3-2-1 スーパーゴール 

CDERA 加盟国における災害被害が軽減される。 

災害被害が軽減されたか否かは、プロジェクト活動が完了しプロジェクト目標が達成された段階で、

実際に災害が起こって初めて判断できる性質のものであり、現時点では達成度を測ることは困難であ

る。ただし、CDERA 加盟国においては共通して洪水被害を被ってきていることから、同分野における

有効なツールであるハザードマップ及びコミュニティ防災計画を作成できる体制が確立され、かつそ
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の実施が加盟国内において広く普及することをめざす本プロジェクトは、CDERA 加盟国の関心・期待

を集めている。 

3-2-2 上位目標 

CDERA 加盟国において同様のプロジェクトが実施される。 

現時点では、３つのパイロット国を対象としてハザードマップ作成及びコミュニティ防災計画の策定

活動を実施しているが、他の CDERA 加盟国からも同様のプロジェクトに対する関心・要望が

CDERA/CU に寄せられている。このほか、当プロジェクトが実施する調査研究活動により CDERA 加

盟国（パイロット 3 カ国以外も含む）におけるハザードマップの作成状況等の基礎情報が収集され、デ

ータベースとして構築されており、プロジェクト終了後の他加盟国への普及に向けて環境が整備され

つつある。また、活動の持続可能性を高めるため、CDERA において Sustainability Plan を作成するこ

ととなっている。 

3-2-3 プロジェクト目標 

CDERA を中心としたハザードマップとそれを用いたコミュニティ防災計画策定体制が確立される。 

プロジェクト前半期間の活動を通じて、CDERA、RT 及び NTｓによる実施体制が確立されている。

RT はハザードマップ作成や災害管理計画策定の現地専門家で構成されていることから、技術移転

は円滑に実施されており、また、日本でのカウンターパート研修を通じて応用技術を習得している。 

関係機関間の関係は概して良好であり、現時点においては有機的な活動を行っているが、一部

RT と NT の間のコミュニケーション不足も指摘されており、今後の改善に向けて定期的な会議の開催

や月例報告の実施などが開始されたところである。 

また、プロジェクト終了後の活動の持続可能性を高める目的で、2003 年度には 5 件の調査研究活

動を実施しており、これらの調査結果は活動の普及段階における基礎資料として活用されることが期

待される。 

3-2-4 成果 

成果１ 事業（ハザードマップ作成、地域防災計画策定）実施のための組織が確立される。 

CDERA を中心とし RT、NTｓから成る実施体制の組織図は作成されており、RT、NTｓの役割は明確

に規定されている。現在、各 RT 機関及びパイロット国と CDERA との間で合意文書（Agreement）の締

結を進めている段階であり、バルバドス及びセント・ヴィンセントとは既に締結済みである。トリニダー

ド・トバゴについては他 2 国と状況が異なり、相当の技術レベルを有する WRA（Water Resource 

Agency）が NT に参加していることから業務の分担について折り合いがついておらず、NTs と RT との

協力・連携が他 2 国ほど円滑に進んでいない。RT と NTｓとの役割分担等において合意に至ることが

容易でなく、これまでのところ Agreement の締結には至っていない。しかし、コミュニケーションの改善

等を通じて状況は良い方向に転じており、2003 年度中には締結できる見通しである。 

RT 機関については、UWI/Jamaica とは既にレターの形で締結済みであり、他 2 機関についても文

書を提出済みである。 

供与された機材については、配置された各機関がそれぞれ責任をもって維持管理する体制となっ

ており、現時点では同体制が機能している。特に、雨量計、水位計については、NT に属する専門／

実施機関において維持管理体制が確立している。 

さらに、プロジェクト終了後についても自立発展性を確保する目的で、Sustainability Committee の
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設置及び Sustainability Plan の枠組みについて関係者間で合意がなされており、委員会のメンバー

は近々に決定される予定である。 

 

成果２ パイロットサイトにおいて洪水ハザードマップとそれを用いたコミュニティ防災計画が策定される。 

パイロットサイトにおけるハザードマップの作成は、現地での聞き込み調査が 2003 年末に完了して

いる。地形測量も既に完了しており、データは GIS データベースに入力済みである。 

一方、洪水解析に使う過去の雨量データは現在収集中であり、氾濫洪水解析は 2004 年 5 月末に

完了する予定である。 

コミュニティ防災計画については、パイロットサイト(現地)での聞き込み調査は 2003 年 12 月に終了

しており、同調査結果に基づくデータ解析は 2005 年 3 月までに完了する見込みである。当該分野に

関しては、現在派遣中の長期専門家に加え、2005 年 3 月中旬には短期専門家も派遣される予定で

ある。 

 

成果３ Regional Team にハザードマップ作成体制およびコミュニティ防災計画策定に関するノウハウが蓄積

される。 

RT のハザードマップ作成チームメンバーは既に確定しており、UWI/TT、CIMH を中心として実質

的なマニュアル作成作業が開始されている。 

また、コミュニティ防災計画マニュアルについては、UWI/Jamaica を中心に NTｓを含めて作成体制

が設立されている。2004 年 1 月には、両マニュアルの目次(案)の作成が開始されている。 

 

成果４ CDERA の災害情報発信基地・防災調整機関としての役割が増大する。 

情報発信分野については、これまで機材の供与・配置を中心とする活動を実施してきたが、同分

野における活動を促進・支援するため 2004 年度は短期専門家の派遣を予定している。 

CDERA/CU においては、2003 年 7 月に IT 担当者が配属され、翌 8 月には IT ユニットが設立さ

れている。現在、同ユニットは現地スタッフ 4 人体制で活動を行っている。 

本プロジェクトについては、CDERA のホームページ上に関連情報がインストールされ、2004 年 1 月

中旬より公開されている。 

外部(公共)に対する情報発信については、バルバドス政府の情報システム（GIS：Governmental 

Information Service）と連携してマスメディアを通じての情報発信を行うなどしている。 

また、カリブ地域及びその他の地域における防災関連情報の収集を開始し、オンラインデータベー

スへの情報入力などを通じて外部に発信していく予定である（同データベースは 2004 年半ばに完成

予定）。 

一方、RT 機関、NTｓなど CDERA 内部の関係者に対しては、これまで情報共有のしくみが十分に

確立されていなかったことから、2003 年 12 月以降しくみづくりに取り組んでいる。関係者間では、メー

リングリストを通じて情報が共有されるしくみになっている。 

3-2-5 活動 

プロジェクトの活動は、当初計画に比べると進捗に遅れが見られるものの、プロジェクト期間中には

PDM に設定された活動は、全て完了できる見込みである。詳細は、「評価結果」（付属資料 4）内の活

動項目リストの通りである。 
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第 4 章 評価 5 項目に基づく評価結果 

4-1 妥当性 

洪水は、カリブ諸国に共通した自然災害であり、頻度及び規模の両面においてもっとも重大な被害

を及ぼすものである。したがって、洪水に対する事前の対策と被害の軽減を図ることは、CDERA 加盟

国に共通する危急のニーズである。かかる状況下、本プロジェクトは CDERA 加盟国による理事会の要

望に基づいて開始されたものであり、同地域の政策的なニーズに合致しているといえる。 

また、CDERA の活動方針を示す｢包括的災害管理戦略（CDM）｣においては、「災害に対する事前

対策と被害の軽減」に重点を置いているが、本プロジェクトのプロジェクト目標は、ハザードマップ作成

及びコミュニティ防災計画策定の体制を確立することであり、事前対策と被害の軽減能力の両方の強

化に資するものである。 

一方、日本の ODA 政策との整合性については、2004 年 1 月末付けの JICA「CARICOM の概要及

び協力の重点」において CARICOM との連携強化の方針が打ち出されており、カリブ地域に対する支

援の重点の一つとして「自然災害及び環境保全」を挙げている。 

これらのことから、本プロジェクトのプロジェクト目標は、CDERA の活動方針、日本の援助政策、及び

CDERA 加盟国のニーズのいずれとも整合していることが明らかとなった。したがって、本プロジェクトの

妥当性は総合的に高いと判断された。 

4-2 有効性 

本プロジェクトの前半期間における成果は、「プロジェクトの達成度」（付属資料 6）にあるとおりであ

る。 

活動の実施体制については、現在パイロット国及び RT メンバー機関との合意文書（Agreement）締

結の最終段階にあり、これまでのところ同実施体制は支障なく機能している。 

パイロット・プロジェクトについては、ハザードマップ作成及びコミュニティ防災計画策定に必要なデ

ータを収集し、同データの活用を開始した段階である（各パイロットサイトでの活動状況は「現地踏査結

果」（付属資料 5）のとおり）。 

マニュアル作成については、必要な参考資料・文献をプロジェクト関係者で収集し、RT 機関がマニ

ュアルの構成を選定し始めたところである。 

また、CDERA/CU 内に情報技術（IT）ユニットが設立され、活動を開始している。 

このように、当初計画にある成果の達成に向けて活動が進捗しており、プロジェクト終了時までには達

成される見通しである。 

また、RT 機関の選択についても適切であったと判断された。RT 機関は、技術的にある程度の能力・

潜在的能力を有しており、さらに地域機関として国境を越えてカリブ地域全体に貢献することを使命と

していることから、本プロジェクトの終了後にカリブ地域に活動を普及していくことが多いに期待できる。 

本プロジェクト活動を促進した要因としては、上記にもあるとおり RT 機関を実施体制に組み込んだこ

とが挙げられる。地域機関としての性質に加え、卒業生等を通じた広い人的ネットワーク、また人事異

動が少なく事業の継続性が確保される点、技術面における能力などの点等においてプロジェクト活動
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の進捗に貢献している。 

一方で、これら RT 機関を組織化できたのは、CDERA の調整による部分が大きいことから、カウンタ

ーパート機関として CDERA、RT 機関を選定したことが功を奏したといえる。 

一方、阻害要因としては、複数国を対象とした広域プロジェクトであるにもかかわらず、二国間協力

のスキームで実施していること、また関係機関が多く手続きが複雑なこと、さらに CDERA は国際機関で

あり JICA の事業実施方法とは異なる独自の事業実施方式等を有していることなどが挙げられた。 

これらについては、プロジェクト前半期間を通じて改善が図られてきているものの、特に協力スキームの

件については、当事者の努力のみで解決することは困難であり、より抜本的な改善が必要と判断され

た。 

4-3 効率性 

(1)  日本側の投入については、まず日本人専門家であるが、1 年目はほぼ適切なタイミングで派

遣されたが、2 年目は地域セミナーの開催時期が数回にわたり変更されたため、短期専門家の

派遣は同時期（2004 年 1 月～3 月）に複数の専門家の派遣が集中するなど、タイトなスケジュー

ルとなった。この点については、CDERA 側から「適切なタイミングに専門家を派遣してほしい」と

のコメントがあった。 

  専門家の質及び人数については、プロジェクト活動を実施するに当たって適切なものであった

と判断された。 

  長期専門家の派遣期間については、コミュニティ防災分野は対象地域の状況に通じているこ

とが、その業務遂行において非常に重要であることから、現行の 1 年間ではなくより長期の派遣

が望ましいと判断された。 

 また、短期専門家については、CDERA 側は任期が短いこと（2 週間程度）に加え、その活動内

容がセミナーにおけるプレゼンテーション及び各国の現地踏査（訪問）が主となっており、技術

移転の内容をもっと充実させてほしいと考えていることが明らかとなった。 

  機材については、相手側より、その質の高さと適切な選定が高く評価されている。供与のタイミ

ングについては幾つかのトラブルから遅れたものもあるが、プロジェクト活動の進捗に大きな支

障を来たしてはいない。 

  カウンターパートの本邦研修は効率的に行われ、技術レベルの設定や内容において概ね適

切であったと判断された。特に、UWI から参加した 2 名については、研修後にはプロジェクトへ

の理解・意欲が非常に向上している。 

  このほか、本プロジェクトでは調査研究活動を開始しており、カリブ地域における防災に関する

基礎情報を収集しているが、この活動について CDERA 側の高い評価を得ている。 

 

(2)  CDERA 側からの投入については、CDERA/CU、RT 及び NTｓへの人材の配置、日本人専門

家の執務スペースの提供など、概ね適切に行われている。必要な C/Ps は配置されているが、

CDERA/CU 内に本プロジェクト専任のスタッフが配置されることが望ましいと判断された。 

  NTｓについては、雨量計の設置費その他の活動に必要な経費を支出している。供与された機

材は、概ねよく活用されていることがわかったが、一部雨量計、水位計など搬入や設置が遅れ

ているものがあり、活用に至っていないものもある。 
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(3)  CDERA は国際機関であり、JICA 以外にも多くのドナー諸国から支援を得ていることを考慮す

ると、活動の効率性を高めるためには、他ドナーの協力との重複を避け、相互補完できる部分

については積極的に連携・協力をしていく必要がある。 

本プロジェクトにおいては、この点に十分な配慮がなされてきている。例えば、IDA(Canadian 

International Development Agency：カナダ国際開発庁)の協力による HAMP（The Caribbean 

Hazard Mitigation Capacity Building Programme）プロジェクトとは、カリブ地域におけるハザー

ドマップ作成状況について共同出資による調査研究活動を行っている。同プロジェクトでは、本

JICA プロジェクトと類似の分野を扱っているものの、異なる国をパイロット国に設定しハザードマ

ッピングを実施するなどして、活動内容に重複はないよう配慮されている。 

  また、本プロジェクトが扱う洪水ハザードマップ及びコミュニティ防災計画は、将来的に他の多

くの防災関連プロジェクトの基礎として活用が期待されるものであり、また、マニュアルは他のプ

ロジェクトにおいても将来的に活用できるものである。 

4-4 インパクト 

本プロジェクトにおいては、プロジェクトの成果(アウトカム)をいかに持続可能なものにするかが真剣

に検討されており、その表れとして CDERA は Sustainability Committee を立ち上げ、プロジェクト終了

後の活動の展開計画を記した Sustainability Plan を作成することを決定している。このような委員会の

設置及び計画の作成は、CDERA にとって初めての経験であり、本プロジェクトの正のインパクトの一つ

と考えられる。同計画は、プロジェクト終了後も上位目標の達成に向けて活動を促進する、有効な手段

となると高い期待を集めている。 

また、JICA の技術協力プロジェクトスキームについては、他のドナーによる協力のほとんど全てが資

金協力であるなか、CDERA 側の自立性を高めるよう彼ら自身の技術レベルを向上する形の支援形態

という点で、相手側関係者から非常に高い評価を得ている。このことも本プロジェクトにより生じた良いイ

ンパクトと考えられる。CDERA にとっては初めての協力形態であったが、日本人専門家とともに活動す

ることを通じて、例えば年間計画のほかに、より長期の活動計画を作成するなど実務的なアプローチの

重要性を認識するようになり、またその能力を高めつつある。 

なお、本プロジェクトは、CDERA/CU が「自立的に」CDM を実施していく方向性を目指す良いきっか

けとなった。自立性は、CDERA 発足以降継続的にその方向性とされてきたが、これまでに実施された

幾つかのプロジェクトはドナーの支援により雇用されたコンサルタントが実施してきているのが実情であ

る。そのような中、本プロジェクトは、CDERA がカリブ地域機関や国家機関との協力により、外部からの

支援に頼ることなく活動を実施するための、自立的なシステムを構築した最初のケースである。 

本プロジェクトは、また、CDERA/CU と、UWI や CIMH といった教育・研究機関の間の協力関係を強

化するよいきっかけとなったと言うことができ、これは本プロジェクトの終了後も活用されるであろう正のイ

ンパクトであるといえる。 

4-5 自立発展性 

組織面における自立発展性については、CDERA、RT 及び NTｓによる実施体制が確立されており、

CDERA 側関係者はいずれも十分に機能するものであると認識している。 

CDERA は国際機関であり、本プロジェクト開始以前より CDERA 加盟各国の NDOs（国家防災組織）

との間には緊密なネットワークがあり、本プロジェクトの実施体制にはこうしたネットワークが活かされて
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いる。また、RT 機関はそれぞれカリブ地域全域に貢献することをその使命として設立された機関である

ことから、本プロジェクトの趣旨に合致している上、研究機関という性質上、人的移動が少ないことも組

織的自立発展性を確保する上では有利である。 

NTs の組織化については、RT 機関が中心となって他の CDERA 加盟国においても実施していく仕組

みとなっており、RT 機関は本プロジェクトを通じてその手法を習得することが期待できる。 

プロジェクト終了後に、この組織的自立発展性をより一層高めるためには、関係機関間のコミュニケ

ーションをより緊密に行うこと、また担当者が継続して配置されることが重要であると判断された。また、

CDERA/CU のスタッフは本プロジェクトに専任で配属されていないことから、専任スタッフが配属される

ことが望ましい。 

機材の維持管理については、基本的には CDERA や RT 機関がそれぞれ担当しており、管理者の配

置をはじめとする保守管理の仕組みが確立されているが、ソフトの継続的な更新や NTｓに配置された

水位計、雨量計の維持管理システムの確立は今後の課題である。 

さらに財政的自立発展性については、本プロジェクトにおける重要事項の１つである。CDERA は、そ

の財源のほとんどをドナー諸国・機関に頼っており、自主財源は加盟国による拠出金のみであるうえ、

全予算に占めるその割合は約 20％に過ぎない。また、CDERA は現状でも本プロジェクトに予算を措置

しておらず（カウンターパートの給与は除く）、今後の見込みとしても高くはないと思われる。そこで、

CDERA は自立性を高めるため Sustainability Plan の作成作業を開始し、財政面における自立発展性

の確保も検討している。また、一方では、他ドナーによる資金援助を活用し、本プロジェクトの活動をプ

ロジェクト終了後も継続していくことを検討している。 

技術的自立発展性については、CDERA/CU 及び RT 機関の C/Ps はそれぞれマネジメント面、技術

面においてある程度高いレベルに達していると判断された。彼らはプロジェクト開始以前より高い潜在

力を有していたが、本プロジェクトを通じて得られる高いレベルの機材や新しい技術・知識、日本の研

究者とのコネクションなどをインセンティブとして、一層の向上をみている。今後は、例えば「防災指導者

育成」の短期専門家活動などを通じて、内部技術移転の枠組みを確立していくことを検討中である。 

また、本プロジェクトにおいて作成が予定されているマニュアル（地域防災計画分野、ハザードマップ

作成分野）は、プロジェクト終了後に現在の３つのパイロット国以外の CDERA 加盟国において同様の

活動を行う際に、その技術の適用を促進するものと期待される。 

このように、本プロジェクトは、技術面の自立発展性及びその適用性においても高いと判断された。 

最後に政策的自立発展性であるが、CARICOM はカリブ諸国の持続的開発を促進する上で「環境

の保全と自然災害の事前軽減」が重要であるとの認識を強く持っており、CDERA を通じての同課題へ

の取り組みを強化する方針を表明している。このことは、災害対策及び被害の軽減に対する

CARICOM の強いコミットメントを示しているといえ、政策面においても本プロジェクトの自立発展性は高

いと見込まれる。 
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第 5 章 提言と教訓 

5-1 提言 

- CDERA の組織体制の強化：プロジェクト活動を効果的に実施し、プロジェクト目標を達成す

るためには、CDERA の組織体制を引き続き強化する必要がある。そのためには、実施体制

内（CDERA/CU、RT、NT 及び日本人専門家）のコミュニケーションをより一層促進する必要

があることから、プロジェクト後半期間においては月 1 回のペースで RT と日本人専門家が各

パイロット国を訪問し、NT と共同で活動の進捗確認を行うとともに、必要な議論を直接的に

行うべきである。 

さらに、CDERA と各 NT 及び RT 機関との間で取り交わされる予定の合意文書

（Agreement）については、可能な限り早期に締結するよう努める。 

- 持続可能性の確保：本プロジェクトは、CDERA 全加盟国（16 カ国・地域）において洪水ハザ

ードマップの作成及びコミュニティ防災計画の策定を実施できる能力を、CDERA 内に確立

することを目的とするものである。したがって、プロジェクト期間中に実施する 3 つのパイロッ

ト・プロジェクトのみならず、その終了後も継続して活動が実施される必要があることから、

Sustainability Plan を作成しプロジェクト終了後の活動の持続可能性確保に努める。 

- プロジェクト実施体制の改善：本プロジェクトのような多国間協力を実施するにあたっては、

より効率的に手続きを進められるよう実施体制の改善を検討していく必要がある。 

5-2 教訓 

本プロジェクトは、他の多くの技術協力プロジェクトと異なり広域プロジェクトである。CDERA というカリ

ブ地域の国際機関をカウンターパート機関とし、３つのパイロット国を選定して活動を実施しているが、

長期的にはプロジェクトの成果をカリブ地域全体に普及していくことをめざしている。この点を考慮する

と、CDERA をカウンターパート機関に設定したことは適切であったといえる。また、技術力、地形等の面

でそれぞれ異なる 3 カ国をパイロット国として選定したことも、将来、地域的な広がりを持って活動を継

続していくには必要なことであったと考えられる。 

しかしながら、日本側の援助スキームとして国連以外の国際機関をカウンターパートとした多国間協

力スキームは整備されておらず、本プロジェクトに関しては CDERA 所在地であるバルバドス国政府を

R/D の署名者として協力を開始している（他のパイロットプロジェクト実施国、実施機関との協定書（MM、

Agreement）の締結については、プロジェクトの活動として位置づけている）。このことにより、実際のプロ

ジェクト運営には少なからぬ問題を生じているのは事実であり、結果として、活動実施の遅延を引き起

こしている側面があることは否めない（主に、外交チャンネルを利用して行われる正式要請書の発行手

続き、CP 研修における現地カウンターパート本邦呼び寄せの際の航空運賃の免税措置等）。 

今後、複数国を対象としたプロジェクトを実施する際には、こうした制度面の未整備による効率性の

減少を招かないよう十分留意することが必要である。 

また、プロジェクト形成、開始当初から関係国の「政府」を巻き込んで、構造・体制づくりを行っていく

ことが非常に重要である。 
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