
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 18 年 11 月 13 日 

担当部・課：バングラデシュ事務所 

１．案件名 

バングラデシュ国 ダッカ市廃棄物管理能力強化プロジェクト  

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要 

本プロジェクトはダッカ市の廃棄物管理局と関係部局を実施機関とし、同市の廃棄物管理サ

ービスの向上を目指す。この目標を達成するために、家庭から発生したごみを街中に配置し

ている収集コンテナまで運ぶ 1 次収集が住民により適切に実施されるよう、コミュニティレ

ベルの住民参加型廃棄物管理プログラムを推進する。同時に、収集コンテナから最終処分場

までの 2 次収集を、収集運搬ルートの最適化を図ることにより効率性を高め、同市の 2 次収

集運搬能力を改善する。また現在オープンダンピングが行われている既存最終処分場と新規

処分場を衛生埋め立て方式で運営・維持管理する。さらに廃棄物管理の会計システムの改善

にも取り組む。これらの主要コンポーネントが計画通り確実に実施されるよう、プロジェク

トマネジメントや調整を適切に行う。 

 

（２） 協力期間 

2007 年 2 月～2011 年 1月 (4 年間) 

（３） 協力総額（日本側） 

3 億円 

（４） 協力相手先機関 

ダッカ市 

（５） 受益対象者及び規模 

① ダッカ市廃棄物管理局（旧清掃局、旧廃棄物管理部）職員 約 40 人 

② ダッカ市関係局職員 

③ ダッカ市民（最終受益者） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状と問題点 

バングラデシュでは、都市への人口集中（年率 5.6%）や市街地の拡大が急速に進み、それに

伴い都市における廃棄物、大気汚染、スラム拡大など都市環境の悪化が深刻な問題になって

いる。とりわけ首都のダッカ市は首都圏人口が 1200 万人を超え、人口急増と経済発展により

ますます増大する廃棄物への対応が緊急な課題である。同市では、廃棄物管理の実施体制の

脆弱さや計画の欠如、担当職員の技術・能力の低さ、機材不足、住民の衛生意識の低さなど

の理由から、適切な廃棄物管理が実施されてこなかった。こうした事態に対処するためバン

グラデッシュ政府は日本政府に技術協力を要請し、JICA は 2003 年 11 月から 2006 年 3 月まで

開発調査を実施した。同調査を通じてダッカ市は 2015 年を目標年次としたダッカ市廃棄物管

理のマスタープラン、「クリーンダッカ・マスタープラン」を策定し、優先課題に取り組んだ。

しかし一方で、同市にはマスタープランの実現に必要な、廃棄物管理分野の包括的な能力や

技術が依然として不十分であり、全体的な廃棄物管理体制の底上げが急務になっている。 

 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

バングラデシュ政府は 2005 年に貧困削減戦略文書を策定しており、この中で都市化に伴う

環境問題への取り組みを重視している。特に都市部の増大する廃棄物問題は最も深刻で貧困

層・弱者への影響が大きい課題として認識されており、行政と住民、民間の連携協力による

収集改善や、オープンダンピングから衛生埋め立て方式での最終処分場の運営・管理に取り

組むことを掲げている。 
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（３） 日本の援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

2006 年 5 月に改定された対バングラデシュ国別援助計画では、環境は社会開発と人間の安全

保障分野の重点支援セクターの 1 つに位置付けられており、JICA 国別事業実施計画（2005

年）でも、都市環境への協力が重視されている。ダッカ市の廃棄物対策は、2003-2006 年に

実施された廃棄物管理計画調査（開発調査）をはじめ、債務削減相当資金の供与、環境教育

分野の青年海外協力隊の派遣、草の根無償による医療廃棄物への協力など、複数の ODA スキ

ームの効果的な連携を通じて協力を継続しており、本プロジェクトでもこれまでの日本の経

験を十分に活用できる分野である。 

 

４．協力の枠組み 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値* 

［目標］ダッカ市の廃棄物管理サービスが向上する。 

［指標］1) 廃棄物収集量が1日あたり1400トンからプロジェクト終了時までに2053トンに上がる。

2) ダッカ市（または民間委託地域での民間業者含む）の収集サービスに対する住民の満

足度が 36%からプロジェクト終了時までに X%に上がる。 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

［目標］ダッカ市の廃棄物管理サービスが持続的に実施され、同市の衛生環境が改善する。 

［指標］1) 廃棄物収集量が 1日あたり 1400 トンから 2015 年以内に 3054 トンに上がる。 

2) ダッカ市（または民間委託地域での民間業者含む）の収集サービスに対する住民の満

足度が 36%から 2015 年以内に X%に上がる。 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

 [成果 1] ダッカ市廃棄物管理局のマネジメント能力が強化される。 

［指標］1) プロジェクトによって開催された会議、セミナー、ワークショップの回数がプロジェク

ト終了時までに Xに達する。 

2) プロジェクトによって普及された廃棄物管理に関する優良事例の数がプロジェクト終

了時までに Xに達する。 

3) プロジェクトによって作成、ウェブサイトに掲示されたニューズレターの本数がプロジ

ェクト終了時までに Xに達する。 

  

 [活動] 1) 廃棄物管理局のカウンターパート、日本人専門家、他局の関係者との間で月例会を開く。

2) 成果 2,3,4,5 の年間行動計画をとりまとめる。 

    3) 廃棄物管理に関して、必要な行動の提唱や関係者への働きかけを行う。 

4) プロジェクト活動から優良事例と教訓をとりまとめる。 

5) ニューズレターの発行やウェブサイトの開設など広報活動を推進する。 

6) 「クリーンダッカ・マスタープラン」の見直しと修正を行う。 

 

[成果 2] 住民参加型廃棄物管理プログラム**が促進される。 

［指標］ 1)選択したワード***の 1 次収集に対する住民の満足度がプロジェクト終了時までに X%に

上がる。 

 2) ワードレベルの廃棄物管理の実施地域がYからプロジェクト終了時までにXに増える。

 3) ワードレベルの廃棄物管理に関する活動事例がプロジェクト終了時までに X 件報告さ

れる。  

 4) ワード廃棄物管理委員会のメンバーのうち自分たちの廃棄物管理活動が順調に実施さ
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れていると評価した人の割合がプロジェクト終了時までに X%に増える。  

 

  [活動] 1) 年間行動計画を作成する。 

     2) 過去の取り組みの見直しと分析を行う。 

         【ワードレベルの廃棄物管理システム】 

 3) 既存のワード廃棄物管理ガイドライン案を見直し完成させる。  

 4) 実施中及び新規に活動を開始するワード用にワード廃棄物管理強化戦略を策定する。

 5) 廃棄物管理局のカウンターパートにワードレベルの廃棄物管理の研修を実施する。 

 6) 選択したワードで住民意識調査を実施する。 

 7) 住民参加型廃棄物管理活動の実施・モニタリングを行う。 

  8) 住民参加型廃棄物管理活動を評価する。 

【1次収集業者への支援】 

 9)1 次収集業者への支援戦略を策定する。 

【廃棄物管理活動への住民参加・啓発促進】 

 10) 廃棄物管理への住民参加・啓発促進のための戦略を策定する。  

 

 [成果 3] 廃棄物収集運搬能力が向上する。 

［指標］1) 収集ルートの見直しにより、収集効率（トリップあたりの収集量）が改善される。  

 2) 単位収集量あたりの収集運搬費が低減する。  

 

 [活動] 1) 年間活動計画を作成する。 

【収集運搬能力の向上】 

2) ダッカ市がマトワイルとアミンバザール処分場でのトラックスケール（重量計）を

運用する。 

3) すべての 2次収集運搬ルートと効率性を、ルートモニタリングとトラックスケール（重

量計）のデータを活用して特定する。 

4) 問題のある非効率なルートを特定する。 

5) 複数の収集運搬ルートを再設定し、問題のある非効率なルートを取り込み、最適化す

る。 

6) 都市拡大のスピードにあわせて、定期的にルートを最適化する。 

【収集車両の修理・維持管理】 

7) 収集車両の修理・維持管理に関する詳細調査を行う。 

8) 収集車両の修理・維持管理に関する指標を設定する。 

9) 収集車両の修理・維持管理に関する必要な改善策を講じる。 

 

[成果 4] 最終処分場が適切に運営・維持管理される。 

［指標］1) 第 3 者機関によるアセスメントで最終処分場が改善されたとする回答割合が、Y%からプ

ロジェクト終了時までにX%に増える。  

2) 処分場の運転・維持管理の実施方式に関する報告書が作成される。  

 

[活動] 1) 年間行動計画を作成する。 

2) 第 3 者機関による最終処分場の改善状況の評価を行う。 

3) 廃棄物管理局のカウンターパートに対してマトワイル既存処分場の運転・維持管理に

関する実地研修を行う。 

 3



4) マトワイル既存処分場の運転・維持管理に関する環境モニタリングを行う。 

5) マトワイル拡張処分場の環境管理計画を策定し、環境森林省に提出する。**** 

6) マトワイル処分場の拡張工事を行う。**** 

7) 廃棄物管理局のカウンターパートに対してマトワイル拡張処分場の運転・維持管理に

関する実地研修を行う。 

8) マトワイル拡張処分場の運転・維持管理に関する環境モニタリングを行う。 

9) アミンバザール新規処分場の環境影響評価を実施し、環境森林省に提出する。**** 

10) アミンバザール新規処分場に必要な予算の確保と建設を行う。**** 

11) 廃棄物管理局のカウンターパートに対してアミンバザール新規処分場の運転・維持管

理に関する実地研修を行う。 

12) アミンバザール新規処分場の運転・維持管理に関する環境モニタリングを行う。 

13) ダッカ市直営、民間委託を含む処分場の運転・維持管理に関する実施方式を検証する。 

 

[成果 5] 廃棄物管理のための会計システムが改善される。 

［指標］1) 月ごとの廃棄物管理分野の会計分析報告書がプロジェクト終了時までに作成され、同市

の廃棄物管理に関する会計状況が明らかとなる。  

2) 月ごとの廃棄物管理分野の予算計画書がプロジェクト終了時までに作成され、同市にお

いて同計画書に基づいた予算要求が実施される。  

 

 [活動] 1) 年間行動計画を作成する。 

2) 複数部局にまたがっている廃棄物管理にかかる原価を把握し、戦略的に予算を配分・

執行するための会計システムの改善に関するオリエンテーションを、関係職員に対し

て実施する。 

3) 毎月定期的に廃棄物管理の支出と収入データを収集する。 

4) データを入力し年間予算と月間支出額を算出する。 

5) 会計報告書を作成する。 

6) 予算計画書を作成する。 

7) 歳入増加に向けた戦略を策定する。 

 
[注釈] 

*：プロジェクト目標、成果の具体的な目標値については、プロジェクト開始後カウンターパート機

関と協議の上、設定する。またベースとなるデータについては活動を通じて収集する。 

**：住民参加型廃棄物管理プログラムは、家庭やマーケットで出た廃棄物を、街中に配置されている

市の収集コンテナまで集める一次収集の改善を図る取組みである。ワード毎に、住民により構成

される廃棄物管理委員会を設立し、地域の一次収集の仕組みを検討し、活動を実施していくもの。

実際の一次収集は、地域との契約により NGO や CBO（Community based organization）など一次

収集業者が担当する。 

***：ダッカ市には９０のワード（区）が存在する。 

****：ダッカ市による活動で、プロジェクトでは直接活動しない。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 3億円） 

 長・短期専門家 7分野（チーフアドバイザー、廃棄物管理、住民参加/コミュニケーション、

収集運搬、最終処分場管理、収集運搬車両・機材維持管理、財務管理） 

 研修員受け入れ 年間数人程度 （本邦研修、第 3国における研修） 

 機材供与  

 プロジェクト運営経費（セミナー開催費、広報費、移動費用等）負担 

 4



 （参考情報）青年海外協力隊（環境教育分野 2名）  

 

② バングラデシュ側 

 カウンターパート人員の配置 

 執務室などプロジェクト活動に必要な施設の提供 

 光熱費や関税など基本的プロジェクト運営費用の負担 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

[前提条件]  

1) ダッカ市廃棄物管理局の設置がバングラデシュ政府によって承認される。 

2) プロジェクトの概念やプロジェクト関係者の役割と責任が、明確に定義され関係者間で合

意される。 

3) 総選挙がプロジェクトの開始に影響を及ぼさない。 

 

[成果達成のための外部条件] 

1) 研修を受けたカウンターパートが頻繁に異動しない。 

2) マトワイル処分場の環境管理計画とアミンバザール処分場の環境影響評価が森林環境省の

環境局により遅滞なく承認される。  

3) マトワイル処分場拡張のための日本の債務削減相当資金がバングラデシュ政府によって遅

滞なく支出される。 

4) マトワイル処分場拡張工事とアミンバザール処分場の建設がバングラデシュ政府の自らの

費用負担で計画どおりに行われる。 

 

[プロジェクト目標達成のための外部条件] 

1) 「クリーンダッカ・マスタープラン」の実現に向けてのコミットメントが、ダッカ市や他

の関係者の間で維持される。 

2) 洪水など自然災害がプロジェクトの実施に大きな影響を及ぼさない。 

3) ダッカ市での政治的、社会的騒乱がプロジェクトの実施に大きな影響を及ぼさない。   

 

[上位目標達成のための外部条件] 

1) 「クリーンダッカ・マスタープラン」の実現に向けてのコミットメントが、ダッカ市や他

の関係者の間で維持される。 

2) ダッカ市の財政能力が強化される。 

 

[波及効果達成のための外部条件] 

1) 廃棄物管理を重視する政府方針が維持される。 

 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

 

 バングラデシュ政府は、貧困削減戦略文書（2005 年）で都市環境問題のうち増大する廃棄物を適

切に管理することを重要課題の 1つとして認識し、廃棄物発生量が推定 3000 トン/日のダッカ市で

は日本の協力により策定した「クリーンダッカ・マスタープラン」に沿って廃棄物管理に取り組む

強い姿勢を打ち出している。したがって本プロジェクトはバングラデシュ側の政策とニーズに合致

している。 

 

 本プロジェクトは、国別援助計画(2006 年)や JICA 事業実施計画(2005 年)で掲げる日本の援助政策

とも一致し、2003 年の開発調査を皮切りに実施してきた日本の過去の協力や日本国内の経験を十

分に活用でき、日本の技術の優位性が高い分野である。 

 

 本プロジェクトのアプローチは、ダッカ市廃棄物担当部署の職員を対象に、廃棄物管理の

各分野の技術や能力の強化、制度改善を包括的に網羅した内容になっており、同市が「ク
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リーンダッカ・マスタープラン」に基づいて適切な廃棄物管理サービスを提供できるよう

になるための協力手段として適切である。 

 

（２） 有効性 

本プロジェクトは以下の理由から有効性が認められる。 

 

 本プロジェクトの目標である、ダッカ市の廃棄物管理サービスの向上を実現するためには包括的な

取り組みが重要である。まずはコミュニティ住民が廃棄物管理を自らの問題と認識し、1次収集業

者と協力して適切にごみを排出できるようになり（成果 2）、排出されたごみが収集運搬の改善に

よって効率的に収集されることが必要である（成果 3）。既存最終処分場は、ダッカ市によりオー

プンダンピングから衛生埋め立て方式の移行を目指して拡張工事が行われ、新規処分場の建設も実

施が決まっているため、同市にとってこれらの 2つの処分場の適切な運転・維持管理が急務になっ

ている（成果 4）。廃棄物管理への住民参加促進から収集、運搬、処分までの一連の廃棄物管理サ

ービスを確実に実施していく上で財務管理の整備、具体的には開発調査で着手した廃棄物管理原価

を明示する会計システムの改善を進めていくことが不可欠である（成果 5）。このほか、廃棄物担

当部署と他部署との連携調整の強化や他市との情報・経験の共有などプロジェクト全体のマネジメ

ント・調整を適切に行うことが重要である（成果 1）。このように、本プロジェクトは目標を達成

するための成果が、目的と手段の関係を重視してデザインに組み込まれているため、着実にプロジ

ェクト目標の実現に結びつくものと期待できる。 

 

 プロジェクト目標の指標は 2 つあり、廃棄物収集率の向上と住民の収集サービスに対する満足度

で、平均収集率が 50%に満たない現状をふまえると、廃棄物管理サービスの向上を測る指標として

適切である。これらのベースラインデータは開発調査で収集したものが活用でき、最終的なデータ

は活動を通じて入手可能である。 

 

 ダッカ市は JICA 開発調査の支援による「クリーンダッカ・マスタープラン」策定以降、同プラン

に基づいた年間行動計画の策定や独自予算による第 3国研修の実施、住民参加型 1次収集活動に対

して予算措置を行うなど、主体的な取り組みを始めている。また本プロジェクトの協力によりマス

タープランに沿って廃棄物管理の改善を軌道に乗せたいという市長はじめ関係者の意気込みは強

く、有効なプロジェクト実施ができる可能性が高い。 

 

 2006 年 7 月より環境教育分野の青年海外協力隊 2 名がダッカ市役所廃棄物管理部に配属され、市

職員と共に住民参加型廃棄物管理プログラムの普及に取り組んでいる。現場レベルにおいて同プロ

グラムの定着を目指し積極的に活動を展開していくことが期待される。 

 

（３） 効率性 

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

 

 本プロジェクトの成果 2 から 5 は、「クリーンダッカ・マスタープラン」で優先課題として特定さ

れ、パイロットプロジェクトで試験的に取り組みを開始した４つの分野に対応している。これまで

のカウンターパートに対する技術移転の効果が損なわれないよう、ダッカ市は同じ職員を引き続き

配置し、十分な人数を確保することについて合意している。したがって、プロジェクト開始後に計

画されている活動を効率的に実施することが見込まれる。 

 

 日本側の投入については、包括的な廃棄物管理分野の技術移転を行うため 7分野の専門家の派遣が

予定されている。専門家の投入時期については、プロジェクト開始から 3年目前半までに集中的に

派遣して必要な技術移転を行い、3年目後半以降はカウンターパートが習得した知識や技術を用い

て自ら活動を実施できることを目指し、人的投入を必要最小限に抑える。 

 

 プロジェクトの効率性を高めるためには、プロジェクト管理とモニタリングが必要不可欠である。

本プロジェクトでは成果 1 の活動としてプロジェクト関係者による月例会の開催と各成果で年間

行動計画の作成を計画している。このように、各分野の進捗管理とプロジェクト全体の進捗管理が

プロジェクトデザインに組み込まれており、プロジェクトの効率的な実施が見込まれる。 
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（４） インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のように予測できる。 

 

 「クリーンダッカ・マスタープラン」の目標年次は 2015 年で、上位目標「ダッカ市の廃棄物管理

サービスが維持される」の達成時期とほぼ同時期である。同プランが計画倒れにならないよう、ま

た上位目標を達成するために、プロジェクトでは年間行動計画の作成と同時にマスタープランの見

直しと修正を協力範囲に含めており、プロジェクト終了から 3～5 年後にプロジェクトの効果が維

持されることが見込まれる。 

 

 ダッカ市は現在、日本の債務削減相当資金を活用し既存処分場の拡張工事を行っている。また 2006

年 7 月から青年海外協力の環境教育隊員 2名が同市に派遣されており、住民への啓発活動をはじめ

とするコミュニティ廃棄物管理の活動を側面支援している。このほか、ダッカ市が NGO と協力して

医療廃棄物の収集処理事業に着手しており、2006 年 8 月には同活動に対し日本の草の根無償資金

が供与された。本プロジェクトは、他 ODA スキームやダッカ市の独自の取り組みとの連携・協調に

より相乗効果が期待でき、上位目標実現のためのインパクトをもたらすことが見込まれる。 

 

 2006 年 3 月に開催されたバングラデシュ廃棄物会議では、ダッカ市を含む 6 市間で大都市シティ

ネットワークが設置され、各市の廃棄物管理分野での取り組みを共有していくことが確認された。

ダッカ市は同ネットワークの主導的な役割を果たすことが期待されている。本プロジェクトでは、

同市が経験し共有できる情報について、このネットワークを通じて他市へ発信する活動が予定され

ているため、将来的に本プロジェクトで発現した効果が他市に波及することが期待できる。 

 

（５） 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性の見込みは、以下のように予測できる。 

 

 ダッカ市は既に 2015 年までの「クリーンダッカ・マスタープラン」の実現に向け、廃棄物対策へ

の取り組みを強化する姿勢を打ち出し、その具体的な手段として本プロジェクトが位置付けられて

いるため、政策面での自立発展性の見込みは高いと考えられる。 

 

 開発調査前に 5 局に分かれていた廃棄物担当部署は、廃棄物管理室から廃棄物管理部へと強化さ

れ、本プロジェクト開始前には廃棄物管理局が設置される予定である。本プロジェクトは同局がプ

ロジェクトの活動を通じて、適切に廃棄物管理事業を遂行できる組織としてのキャパシティを集中

的に獲得できるデザインになっているため、プロジェクト実施中も終了後も同局が中心となってプ

ロジェクトの効果を持続発展させることが見込まれ、組織面での自立発展性が期待できる。 

 

 本プロジェクトは、カウンターパートが開発調査で身につけた計画策定能力を活かしつつ、同調査

で特定された廃棄物管理の優先課題分野の知識や技能を専門家の技術指導や活動を通じて一層高

め、現場で自らが活用できることを意図している。カウンターパートのこのようなキャパシティの

向上は段階的であることを想定し、プロジェクト開始後 3年目の前半までは専門家からの技術移転

を集中的に行い、3年目後半以降は徐々に自分たちだけで活動が行えるよう助走期間を設けた計画

になっている。このように、プロジェクトで移転する知識や技能がカウンターパート個人や廃棄物

管理局に定着することを考慮して活動が計画されていることから、プロジェクト終了後も技術面の

効果は持続することが予想される。 

 

 ダッカ市の廃棄物管理は自己歳入だけでは賄われておらず、財務状況は毎年赤字を出しているのが

現状である。特に既存処分場の拡張や新規処分場の建設、これら 2つの運営・維持管理には莫大な

財政投資が必要で、ダッカ市は日本の債務削減相当資金の活用をはじめ中央政府、外国政府から資

金を独自に調達し、必要な予算措置を行っている。本プロジェクトでは、財務管理システムの改善

や将来の財政基盤強化に向けた戦略づくりに取り組む予定である。廃棄物管理のための財政基盤強

化については、ダッカ市の歳入の 6割を占める固定資産税の見直しなど、廃棄物管理局の努力だけ

では解決できない課題が多々ある。したがって財政的な自立発展性の確保のためには、プロジェク

ト期間中からのダッカ市全体あるいは上位機関への働きかけや協議が必要不可欠である。 
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６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 本プロジェクトの住民参加型廃棄物管理プログラムでは、廃棄物管理に対する知識や衛生意識の向

上、適切な排出行動の促進など、住民が主体的に廃棄物管理に関する活動に参加できることを目指

すもので、人間の安全保障の視点をふまえた計画になっている。これらの活動を実施する際には、

特にごみの排出を担う女性の役割やコミュニティで働く清掃人の役割、貧困層の衛生状況、1次収

集業者の社会・経済的特性などに十分配慮し、コミュニティと住民に受け入れられる取り組みを重

視していく。 

 

 現在は廃棄物管理の課題として表面化していないが、収集運搬や最終処分場の改善の際には、ウェ

ストピッカーや有価物回収業者の生業への影響に配慮して活動を実施する。 

 

 本プロジェクトの 1 次収集と 2 次収集の改善は直接都市住民の衛生環境改善に貢献するものであ

り、また衛生埋め立て最終処分場の適正な運営・維持管理は地下水の汚染や周辺地域への大気汚染

を最小限に抑えることが期待できる。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 過去の類似案件であるダッカ市廃棄物管理計画調査（2003-2006 年）では、「クリーンダッカ・マ

スタープラン」の策定の過程でこれまでトップダウン方式の意思決定に慣れていたカウンターパー

トが、自らの業務上の役割や責任を自覚し、課題発見能力や問題解決能力を徐々に身につけるよう

になったことが報告された。本プロジェクトでは、こうした点をふまえ、引き続きカウンターパー

トの自主性を引き出せるよう日本人専門家からの技術移転を進め、カウンターパートが獲得した知

識や技能を活用して廃棄物管理を自ら実践できるように各種活動が計画されている。 

 

 さらに同調査では、カウンターパートの所属する廃棄物管理部が清掃局に臨時に設置された組織だ

ったため他の部局との調整能力が不十分で、カウンターパートにとっては将来のキャリアパスが見

えづらく、個々の能力を発揮しづらい環境だったことが指摘された。本プロジェクトでは、廃棄物

管理部が廃棄物管理局に組織統合されることを受けて、同局の人材のみならず組織としてのマネジ

メントや調整能力、リーダーシップを高める活動を組み込んでいる。したがって、「クリーンダッ

カ・マスタープラン」で掲げられている廃棄物管理活動を実践できる、組織レベルのキャパシティ

が向上すると見込まれる。 

 

 

８．今後の評価計画 

 中間評価：プロジェクト開始の 2年後 

 終了時評価：プロジェクト終了の半年前 

 事後評価：プロジェクト終了後 3-5 年後 
 
 
 
 
 

 8


