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1．案件名

プノンペン市都市環境改善プロジェクト

2．協力概要

（1）背景

プノンペン市では、ADBおよびNORADの提案に基づき、2001年に市公共事業運輸局（DPWT）の下
部組織を分離・統合して市廃棄物管理公社（PPWM）が設立されている。一方、同市の廃棄物管理能
力が極端に脆弱なため、市は独占サービスを容認する特権付きで民間業者に清掃サービスを委託して
きた。種々の不完全な同市の廃棄物管理の状況を克服するためにはソフトとハードの両面から対処す
る総合的な計画の必要だとの認識から、カンボジア政府は2000年に我が国に対し、廃棄物管理計画
調査の実施を要請した。それを受け、JICAが実施した同調査（開発調査：2003年2月～2005年3
月）によれば、プノンペン市廃棄物管理には次のような問題が指摘されている。

（ア）未収集地区及び収集不十分地区

2002年3月に市と民間業者（CINTRI社）が結んだコンセッション契約では、都市部4区（Khan）では
95％の収集率となっているが、準都市部3区では50％しか収集されておらず、多くの未収集地区や収
集サービスが不十分な地区がある。

（イ）オープンダンプ処分場

Stung Mean Chey（SMC）処分場はプノンペン市で唯一の処分場であるが、市街化は処分場に達して
おり周辺には多くの家屋が立地している。こうした状況にも拘わらず、不適切な運営のため処分場は
オープンダンプとなっており、火災が日常化し煙は周辺部に広く拡散しているほか、悪臭や蝿が大量
に発生するなど環境は劣悪であった。開発調査において改善事業をパイロット・プロジェクト
（1．SMC処分場の改善、2．PPWMのごみ収集能力の強化、3．PPWMの廃棄物管理能力の強化等）
を実施し、処分場の延命化措置として隣接地（3.6ha）を処分場として拡張したものの、依然として
新規処分場の建設が緊急の課題とされている。

（ウ）官側の実施体制強化の必要性

ゴミ収集サービスは市内あまねく実施されるべきであるが、未収集地区の市民が平等にサービスを受
けられる権利を主張しても、長期にわたり民間に依存してきたためプノンペン市はそれに応えること
ができない状況にある。

かかる状況下、開発調査を継承して段階的にプノンペン市の廃棄物管理体制を確立するため、技術協
力プロジェクトの要請がなされた。

（2）協力期間

2006年4月～2009年3月（約36ヶ月）

（3）協力総額

約3.4億円

（4）協力相手先機関

プノンペン市廃棄物管理公社（PPWM）：対象地域における廃棄物収集、運搬、並びに最終処分
場運営等の実施



プノンペン市環境局（DOE）：PPWMや民間業者が実施する廃棄物管理事業のモニタリングとコ
ントロール

（5）裨益対象者及び規模、等

PPWM職員 40名、DOE職員 78名（2004年時点）

プノンペン市全域（人口約120万人、面積373km2）

3．協力の必要性・位置付け

（1）相手国政府国家政策上の位置付け

1991年のパリ合意以降、「カ」国政府は国家再建に取り組んできた。2002年7月に第2次社会経済
開発5カ年計画（SEDP-2： 2001-2005）が策定、SEDP-2では、国家開発目標の一つに“持続可能
な天然資源の利用と健全な環境管理”がある。これは行政改革のための明確な目標のひとつである。
さらに、国家環境行動計画ではこの目標を達成するための一つの明確は戦略として、健全な廃棄物管
理の確立を位置付けている。この位置付けは、同国で最近策定された国家戦略開発計画（NSDP：
2006-2010の5カ年計画）においても継続されている。

「カ」国政府はJICAが策定したプノンペン市廃棄物管理マスタープランを承認しており、本協力によ
り首都の健全な廃棄物管理の確立を図るとともに、これを基礎として地方都市への普及を狙ってい
る。

（2）他国機関等の関連事業との整合性

世銀が廃棄物管理にかかる現況調査を実施（1996年6月）
Municipal Service Erfurt Stadtwirtschaft Ltd.のドイツ技術者が新規処分場の用地選定及び概
略設計実施（1997年）
ADBとNORADとの協調により廃棄物管理計画調査を実施（1997年9月～2002年3月）
ADB（Japan Fund Poverty Reduction）により、公衆衛生の啓発キャンペーン、コミュニ
ティーによる廃棄物管理等を実施（2003年1月～2005年12月）
アジア太平洋都市間協力ネットワーク（CITYNET）がプノンペン市において環境教育の普及活動
を実施中
2006年度草の根技術協力事業（地域提案型）により、「香川らしい国際協力プロジェクト」
（専門家派遣、研修員受入）が実施予定。これは、香川県豊島における廃棄物問題の経験をカン
ボジアで活かすことを目的としている。
一部のゴミ収集機材につき、大阪市環境局が中古車輌の供与意向を示しており、プノンペン市が
草の根リサイクル無償を申請中（内定済み）。
開発調査で優先プロジェクトに位置付けられたDang Kor新規処分場建設及び処分場運営等のた
めの機材調達については、採択済みの無償資金協力「プノンペン市廃棄物管理改善計画（仮
称）」にて妥当性、緊急性の観点から検討される予定。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け

都市衛生分野への支援は、JICAカンボジア国別事業実施計画の重点分野「社会セクター開発」に属す
るものであり、本プロジェクトは開発課題協力プログラム「都市生活環境改善」を担うプロジェクト
として位置づけられる。

また、本件は、低所得者層、貧困層の多い準都市部を直接のターゲットとしていること、政府と地域
双方にアプローチし、コミューンレベルの能力強化や人々への啓蒙活動等を行うとともに、人々の努
力に応えられる行政（PPWM）のキャパシティデベロップメントを目指していること、リサイクル事
業やウェイストピッカー対応にあたりローカルNGOを活用するなど多様なアクターと連携、インパク
トを高める工夫をおこなっているなど、人間の安全保障の観点も持ち合わせた案件である。

4．協力の枠組み



［主な項目］

（1）協力の目標（アウトカム）

（ア）上位目標

プノンペン市に官民協同による廃棄物管理体制を構築し、市内未収集地区を解消する。

指標

2012年までに都市部での不法投棄がなくなる。
2015年における都市部4-Khanの収集率が100％になる。
2015年までに準都市部3-Khanの収集率が80％になる。
新規処分場（無償資金協力基本設計調査が採択中）において衛生埋立が継続される。
PPWMの収集サービスに必要な経費をごみ収集料金で賄う状態が継続している。
新規処分場の運営に必要な経費を処分料金によって賄う状態が継続している。

（イ）プロジェクト目標

PPWMが、ごみ収集及び最終処分を適正に運営・管理できる。

指標

2008年末までにSMC処分場で衛生埋立が行われる。
2008年初頭にPPWMの一般世帯顧客数が20,000以上となる。
2008年初頭にPPWMが機材更新のための資金準備を開始する。

（2）成果（アウトプット）

（ア）成果1

PPWMが処分場で衛生埋立を適切に運営・管理する能力が強化される。

指標

プロジェクト終了時までに、SMC処分場で部分的に衛生埋立が行われる。
プロジェクト終了時までに、SMC処分場で埋立管理の不備による収集車輌の渋滞が解消する。

活動

SMC処分場の延命化措置（拡張部の再整備、既存埋立区画の閉鎖）
SMC処分場での衛生埋立（覆土、ガス抜き管設置、浸出水簡易処理）の部分的実施の支援
Waste Picker（最終処分場で廃棄物の中から有価物を収集・回収し、仲介業者にそれを売って
生計を立てている人。有価物回収人。以後、WP。）の廃品回収作業と重機の埋立作業の完全分
離（WPの組織化及び作業規則の確立）
全天候型場内道路の恒常的な整備
トラックスケールによる搬入ごみの管理

（イ）成果2

PPWMのごみ収集の運営・管理能力が強化される。

指標

プロジェクト終了時までに、準都市部（未回収域）のごみ収集率が60％を超える。

活動

PPWMが準都市部の22-Sangkat（Khanより下位のレベルにあたる行政単位）で現有機材と新規
に調達した機材を使用して収集サービスを提供



収集計画（ルート、時間、頻度の設定）の策定
サービス合意書（ごみ収集サービスを提供するPPWMとそれを受ける顧客との間で結ばれたごみ
収集サービスに対する料金について合意したもの。）の締結促進

（ウ）成果3

PPWMが財務的に強化される。

指標

プロジェクト終了時までに、PPWMの収集サービス提供地域の顧客数が概ね20,000に達し料金
徴収率は80％以上となる。

活動

料金徴収システムの確立
財務システムの改善

（エ）成果4

PPWMの機材維持管理能力が強化される。

指標

機材故障による作業の遅延が激減する。（現時点では稼働率に関する数値データがないため、技
プロの初期段階でベースラインを設定し、中間評価、終了時評価でこれに対する改善効果を定量
的に見ることになる）

活動

機材維持管理のためのメカニックの訓練
オペレーターの教育

（オ）成果5

PPWMがNGOによるリサイクル活動を支援する体制が強化される。

指標

リサイクルセンターが設立される。

活動

有価物を含むごみをセンターに搬入したり市場のごみの独占搬入を許可したり、あるいはリサイ
クル活動後の残渣ごみを処分場に運搬する
NGOによるリサイクル活動をPPWMが支援し、JICAはこれを技術的にサポートする。
NGOが計画するリサイクルセンター建設に対してプノンペン市やPPWMが用地を提供する、ある
いは仲介役を果たす。

（カ）成果6

DOEによる廃棄物処理事業の監視・管理体制が確立する。

指標

市内に散在するごみ山が減少する。

活動

住民教育をとおした排出ルールの普及
Local Authorityを組織化した収集サービスのモニタリング体制の確立



処分場運営のモニタリング体制の確立

（3）インプット（投入）：以下の投入によるプロジェクトの実施

（ア）コンサルタント（分野／人数／想定M/M）

総括、廃棄物管理計画、収集・運搬、最終処分場、社会配慮、住民参加・啓発活動、機材維持管理等
の分野 合計70MM程度

（イ）その他

本邦研修（廃棄物管理、処分場運営、EIA等）

第3国における研修（ラオス、ベトナム等において）

定期的・継続的な現地講習会、ワークショップ、セミナー、住民教育キャンペーン

（ウ）供与機材

ごみ埋立用機材（アジア地域支援事務所調達）

ブルドーザー：1台
掘削機：1台
土砂用ダンプトラック：1台

顧客管理・料金徴収システム用機材

サーバーコンピュータ 1台
デスクトップコンピュータ 5台
プリンター 3台
コピー機 1台

（エ）既存処分場延命化措置

拡張部の再整備
既存埋立区画の閉鎖

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

協力相手国内の事情

（ア）政策的要因：開発政策の変更による廃棄物管理分野の優先度の低下

（イ）行政的要因：行政機関間の調整の不備、PPWMによる必要な職員人数確保

（ウ）経済的要因：カンボジア国内外の経済状況の悪化等

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

本協力は国家開発目標である“持続可能な環境管理の確立”に合致したものである。
官・民がそれぞれの役割を遂行して市内より未収集地域を無くすことを目的とする本プロジェク
トは、カンボジア国の経済と産業活動の中心であるプノンペン市の都市環境と公衆衛生を保全
し、都市活動の持続可能な発展を図る。
協力により構築を目指す廃棄物管理体制は、行政、民間及び住民が公正で透明なルールの下で相
応に負担することにより成立するものであるが、これは「カ」国が進める地方分権化で不可欠な
要素であり国家戦略の手本となるものである。

（2）有効性

処分場の運営・管理能力、収集運理・管理能力、機材の維持管理能力、財務能力等のキャパシ



ティビルディングでは、資機材の投入に加えて多分野の専門家による指導・訓練等の活動が計画
されている。これらは直営による廃棄物管理から長年離れている組織を根本から教育強化し持続
発展的な運営・管理を確立するために適切な活動である。
住民教育をとおした排出ルールの普及活動により、ごみの発生源である家庭や事業所での発生抑
制を推進する。その上で発生した廃棄物をできる限りリユース・リサイクルするための活動を促
すために、インフォーマルセクターによるリサイクル活動を把握し、PPWMがごみ収集サービス
との連携を図ってこれらの活動を活性化させる他、NGO等によるリサイクルセンターの設立や処
分場におけるコンポストプラントの運営をPPWMが支援するように指導する。このように、本協
力は排出抑制、再利用リサイクル等一連の活動が3Rイニシアティブに合致するもので、循環型
社会の構築に寄与するものである。
プロジェクトはPPWMの管轄地域に限らず市の全域をカバーすることから、民間の清掃活動も監
理・監督しつつマスタープランに掲げる目標を達成しなければならない。本協力では、環境局
（DOE）のモニタリング能力強化の活動が計画されている。

（3）効率性

人的投入では協力期間中に8分野の専門家を約70M/M投入する。廃棄物管理を行う組織は、処
分場運営、収集サービス提供が主な事業内容となるが、これら事業の運営・管理に加えて住民教
育、料金設定や徴収体制の確立、顧客からの苦情処理なども不可欠な業務である。他分野の専門
家を適時投入する計画により、様々な業務を円滑に処理できる組織作りが可能になると判断す
る。
物的投入では、処分場におけるごみの埋立作業、ごみ収集作業のための各種機材が計画されてい
る。本プロジェクトは無償資金協力による機材調達が予定されているが、プロジェクトの活動に
必要な機材を厳選し、投入する。これらの機材を使ってごみの埋立、収集を実践することで、成
果を達成できる。また、実践形式の訓練によりPPWMの運営・維持管理能力が向上することによ
り、無償実施後に円滑な事業実施が期待される。
物的投入には顧客管理・料金徴収システムのための機材も計画されている。これは、PPWMに
とって貴重な収入源をデータベース化し、財務管理の徹底を図るためのものであり、経理の透明
性を確保し財務の強化が図られる。
既存処分場の残容量は2005年末時点で半年あまりと推測されるため、開発調査で試験的に開発
し所定の埋立を完了している拡張部を再利用することが不可欠である。このため、一旦閉鎖した
拡張部を再使用するために進入路の整備等の最小限必要な工事を行う他、既存部分を閉鎖するた
めの適正な措置を施す。これにより、衛生埋立の運営能力の強化を図りつつ、新規処分場が建設
され供用を開始するまでの間の最終処分を可能にすることができる。

（4）インパクト

多くの未収集地区や収集サービスが不十分な地域では、ごみは空き地や水路に投棄され、市内の
住環境を著しく阻害しており、水路に投棄されたごみは、都市の排水施設を閉塞させ洪水を引き
起こす原因にもなっている。排出ルールを確立し、住民の協力を得ることで、これら諸問題の改
善が期待できる。
地方都市廃棄物担当者のワークショップ招聘、研修実施により、地方都市における廃棄物管理計
画案の策定、また計画に沿った運営が期待され、国レベルの都市環境の保全が促進されることが
期待される。
第3国における研修の実施により廃棄物分野における近隣諸国との情報交換が可能となり、イン
ドシナ地域の廃棄物管理のレベルアップに繋がることが期待される。また、国家間で競争意識が
芽生え都市の美化に関心が高まることにより、観光客へのイメージ向上も期待できる。

（5）自立発展性

開発調査においてPPWMは現有機材を使って収集エリアを拡大、職員数を増加させるなど、自立
発展に向けた自助努力を行ってきている。開発調査終了後の2005年8月の事業規模（収集ごみ
量）が2004年9月以前の事業規模の約2倍になっていることは、PPWMが維持発展できるポテン
シャルを有していることを示しているものである。本技プロの実施により対象地域が飛躍的に拡



大するが、適切な指導・訓練を行うことにより協力終了後の自立発展性が十分に期待できる。
開発調査で実施したパイロットプロジェクトで構築した料金徴収システムにより、PPWMは財務
的に健全な方向に向かっている。PPWMはプノンペン市の直轄で独立採算をとっていることか
ら、現在の料金徴収システムを改良し拡大することにより財務的に独立して事業を運営できるも
のと判断される。
本プロジェクトでは、数年後の新規処分場の供用を見据えてNGOと連携しながら既存処分場で有
価物を回収するウェイストピッカーに対して職業訓練を施し、収集作業員やNGOが主導するリサ
イクル活動のスタッフとして雇用する体制を支援する。このように廃棄物事業の底辺で生計を立
てているウェイストピッカーを事業に組み込み、彼らの生活の安定化を図る等の活動を実践する
ことにより、プノンペン市における廃棄物事業が持続的に発展するシステムの確立が期待され
る。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）

開発調査時に以下の成果を挙がったことが明らかになっており、本プロジェクトにおいてもこれらの
ジェンダーおよび環境への配慮の視点を計画に組み入れることとする。

（1）市の中心部において散在するゴミ山の一掃を目指したパイロットプロジェクトを実施し、女性
がリーダーシップを取るなど住民（特に女性）の積極的な協力により、大きな成果をあげることがで
きた。

（2）ルール不在時にはごみの排出や自宅周辺の清掃はもっぱら女性、子供が担っていたが、ルール
導入により男性がごみを排出するケースも増え、女性の負担が軽減した。

また、処分場移転に伴い収入源を失うウェイストピッカー対策として、早い段階で事業実施を広報
し、NGO等の協力を得て、事前に職業訓練や就職斡旋などを行い円滑な事業推進を側面から支援す
る。またPPWMの事業規模拡大に伴う職員増加にあたり、訓練されたウェイストピッカーの雇用も検
討されている。

7．過去の類似案件からの教訓の活用（注）

環境案件の持続的発展には、施設及び機材の整備にもまして運営・維持管理を行える体制作りが最も
重要な要素である。過去の類似案件では協力終了後に人材が流出したり十分な財源が確保されずに施
設・機材が適切に活用されない等の事態が発生した例がある。

ラオス国ビエンチャン市廃棄物管理事業では、コミューンを基準とした受益者負担システムの導入に
より財務面強化のための料金徴収システム導入に成功している。また人材育成では開発調査によるM
／P策定から一環したカウンターパートへの技術移転が効果を挙げたと報告されている。さらに住民合
意形成プロセスを重視したことにより市民の協力や事業への理解を得やすくなったこと、また処分場
用地の確保にあたってスムーズに実施された、との報告がなされている。課題としては、廃棄物のモ
ニタリング体制が未確立であること、民間委託についての政策が不明瞭であったこと、機材の運営維
持管理体制の構築が不十分であったことなどが挙げられている。

8．今後の評価計画

中間評価：2007年10月頃

終了時評価：2009年1月頃

事後評価：2011年末頃

（注）調査にあたっての配慮事項


