
 

評価結果要約表 
１．案件の概要 

国名：スリランカ民主社会主義共和国 
案件名：全国廃棄物管理支援センター能力向上
プロジェクト 

分野：廃棄物 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：スリランカ事務所 協力金額：約3.5億円 

先方関係機関：地方政府・州議会省 
協力期間 2007年3月～2011年2月 

日本側協力機関：国際航業株式会社 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 
スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）では商業活動の活発化、生活

の多様化等によりごみの排出量も増加し、適切に処分されない廃棄物によって、環境悪化（水
質汚濁、悪臭等）、観光国としてのイメージ低下を招いているが問題の多くは放置されており、
廃棄物に起因する保健衛生及び環境問題は今後一層深刻化することが懸念されている。また、
現状でも廃棄物管理事業費は地方自治体財政の20％から50％を占めており、廃棄物管理事業の
改善と持続可能な事業運営体制の構築は、地方自治体のサービス維持と改善にとって最大の課
題となっている。 
この課題を解決するため、スリランカの要請を受けてJICAは、開発調査「地方都市環境衛生

改善計画調査」を2002年3月から2003年12月にかけて実施した。この調査では、地方都市におけ
る廃棄物管理計画を策定するためのパイロットプロジェクトを7都市で実施し、収集改善、既存
処分場の衛生改善、環境教育やリサイクル運動の促進、廃棄物モデル条例案の作成、現地技術
を用いた安価な衛生埋立処分場の建設等を通じて、廃棄物管理に関する提案事業の現地適用性
の実証が行われ、実質的な改善も見られた。 
またJICAは、2002年度から国別特設研修「スリランカ地方都市環境行政－名古屋に学ぼう」

を実施し、地方自治体行政官の人材育成を行っている。 
上記開発調査では、小規模な地方自治体や廃棄物管理技術者が存在しない州政府議会が独自

に廃棄物管理計画を策定することは技術的に困難で非効率であることから、中央政府による支
援の枠組みを構築する必要を提言し、スリランカ側実施機関で地方自治体の管轄官庁である地
方政府・州議会省に地方自治体の廃棄物管理改善を支援する「全国廃棄物管理支援センター（以
下、「NSWMSC」）」の設置と、併せて廃棄物管理事業に対する地方自治体向けの融資制度の強化
を提言した。 
しかしながら、地方政府・州議会省には廃棄物管理に関する知見の蓄積と能力が不足してお

り、独自で提言内容を実施することが困難となっていたため、2004年8月にわが国に対して技術
協力プロジェクト「全国廃棄物管理プロジェクト」を要請し、2006年7月にNSWMSCを同省内に
設置した。 
これを受けてJICAは2006年11月に事前評価調査を実施し、討議議事録（R/D）署名ののち、

NSWMSCをカウンターパート機関として、2007年3月より4年間の予定でプロジェクトが実施さ
れており、現在、6名の専門家（チーフアドバイザー、固形廃棄物管理/3R、最終処分場/環境配
慮、住民参加促進プログラム/社会配慮、財務管理/ファンド計画、業務調整）を派遣中である。

 
１－２ 協力内容 
（1）上位目標 

地方自治体が廃棄物管理事業を改善する 



 

（2）プロジェクト目標 
NSWMSCが、関連省庁や州議会政府等の関係者と協力して、廃棄物管理国家戦略に沿っ

た地方自治体の廃棄物管理事業を支援できるキャパシティを獲得する 
 

（3）アウトプット 
1．NSWMSCの組織管理のキャパシティが強化される 
2．NSWMSCが地方自治体の廃棄物管理アクションプラン策定を促進する能力を獲得する
3．NSWMSCが地方自治体の廃棄物管理アクションプラン実施を促進する能力を獲得する

 

（4）投 入 
＜日本側＞ 
専門家 
・総括、キャパシティ・ディベロップメント 
・固形廃棄物管理/3R 
・最終処分場/環境配慮 
・住民参加促進プログラム/社会配慮 
・財政管理/ファンド計画 
本邦研修 6名 
資機材4WD車両2台他 

＜スリランカ側＞ 
オフィススペースと電気、水道、電話等 
NSWMSC職員の配置（括弧内はR/Dでの合意内容） 
・Director 0（1）名 
・Deputy Director 1（3）名 
・Assistant Director 1（5）名 
・Staff 6（12）名 
・Driver 2（2）名 
職員と運転手の出張費用 

２．評価調査団の概要 

調査団 ＜スリランカ側＞ 
Mr. M. L. Sunil Fernando 地方政府・州議会省 次官補 
Mr. D. P. Hettiarachchi 地方政府・州議会省 次官補 
Mr. M. J. Jayavilal Fernando ピリサル・プロジェクト ディレクター 中央環境局
Ms. L. Mangalika 全国廃棄物管理支援センター 副所長 
Ms. M. Geethani 全国廃棄物管理支援センター 課長 

 
＜日本側＞ 
吉田 充夫（総括） JICA国際協力専門員 
小田原 康介（協力計画） JICAスリランカ事務所 所員 
清水 研（評価分析） ビコーズインスチチュート株式会社 

調査期間：2009年1月12日～2009年2月18日 評価種類：中間評価 



 

 
３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（1）プロジェクト目標 
＜プロジェクトコンセプト「CD」の理解＞ 
自立発展性を重視する「CD（キャパシティ・ディペロップメント）」のコンセプトが関係者

に十分理解されていなかったということが中間評価の協議を通じて明らかになったため、合
同評価チーム（以下評価チーム）は、評価活動を通して改めてこのコンセプトを理解する必
要性を強調した。 

 
＜キャパシティの獲得＞ 
モデル・プロジェクトとして、目に見える成果が産出されたことについて、省関係者のリ

ーダーシップとコミットメントは評価できる。 
同時に、プロジェクト目標である「NSWMSCのキャパシティの獲得」という本来の結果を

十分出すに至っておらず、現時点では期待された達成度に至っていない。現状の改善がない
場合、プロジェクト後半でプロジェクト目標が達成される見込みは低いといわざるを得ない。
 
これは主に以下の理由による。 

⇒ 十分な要員配置、特にマネジメントレベルの人員が配置されなかったことから、技術移
転、組織機能強化が進まなかった。これは双方にとって機会損失となった。日本人専門家
というインプットを得られるプロジェクト実施機関になすべきことは個別問題への対応で
はなく、NSWMSCの強化というスリランカの廃棄物におけるシステムづくりであることを
改めて確認する必要がある。 

⇒ 地方自治体の喫緊のニーズに対応することと、NSWMSCのキャパシティの向上というバ
ランスが崩れ、前者に傾注せざるを得なかった。これは、本プロジェクトに横たわるジレ
ンマである。自治体の具体的なニーズに対応しつつ、センターの強化を図っていくという
バランス感覚が求められる。 

 
＜関係者との協力＞ 
現在、NSWMSCは地方自治体を直接支援する体制になっており、地方自治体の廃棄物管理

を監督する立場にある州政府の関与が少ない。プロジェクトはこの点を改善する必要がある。
 

＜指標＞ 
2008年3月に改訂された現在の指標は、明確な「基準」が示されておらず、このままでは最

終的にプロジェクト目標の達成を測ることは困難である。プロジェクトの終了に向けて適切
な指標の設置という改善が求められる。 

 
（2）アウトプット 
《アウトプット1》 
＜NSWMSCのマネジメント体制の改善支援、NSWMSCの業務プロセスの整備支援＞ 
業務プロセスにおいて、具体的な活動計画が作成されていない点は改善が必要である。

 
＜「廃棄物管理」情報システムの構築と関係者との情報共有＞ 
全国の地方自治体、特にプロジェクトの対象となった自治体の情報については基本的な

データが収集され、「情報システム」として管理されている。プロジェクト後半では更に情
報が追加され、情報システムの質も向上し、活用されることが期待される。 



 

同時に現地でのヒアリングにおいて、NSWMSCからの情報を十分受け取っていないとす
る関係者もいた。キーとなるステークホルダーの洗い出しを行うことが求められる。 
 

＜中期計画の策定支援＞ 
2009年3月に策定される予定である「NSWMSC中期計画」は、過去2年間の経験を基に、

タイムフレームとマイルストーンを示した中期的な計画目標と、組織のミッションを明確
にすることが期待される。本中間評価の「提言」部分では、この「中期計画」を「中期戦
略」と位置づけ、様々な現在の課題に対する対応策を盛り込むよう提言した。 

 
＜人的資源管理計画策定支援と活動促進支援＞ 

NSWMSCスタッフの人的資源開発のために、JICA本邦研修、日本人専門家による各種廃
棄物関連のレクチャー及び現地訓練機会、語学研修等の機会が提供された。これらに対す
るスタッフの満足度も高い。 

 
＜廃棄物管理分野のドナー・コーディネーション＞ 
プロジェクトは、これまでに関係するドナーや他機関との協議を適宜、必要に応じて行

ってきたほか、省を主催者として「廃棄物管理セミナー（National Seminar on Solid Waste 
Management）」を2回開催している。 

 
＜プロジェクト関係者のNSWMSCのキャパシティに対する評価＞ 

NSWMSCに対する「全般的な評価」は高いものの、「NSWMSCのキャパシティ向上」に
ついて期待された評価は得られていない。評価チームは、技術スタッフが十分配置されて
いないことが主な大きな理由であると判断した。 

 
《アウトプット2》 
＜地方自治体の廃棄物管理調査と優先地方自治体の選定＞ 
優先地方自治体の選定については、実質的初年度である2007年度は79の地方自治体が技

術支援の要請書を提出し、7つの候補が選定されたのち、現地視察を通じて最終的には4つ
が対象自治体として選定された。 

2008年はNSWMSCスタッフの情報収集の結果によって13の地方自治体が選定され、日本
人専門家チームが現場視察をして5つの地方自治体を選定するに至った。 
これらのクライテリアについては適正と判断された。 
 

＜廃棄物管理アクションプランの策定支援＞ 
これまでに8つの自治体の廃棄物管理（SWM）アクションプランがNSWMSCの支援によ

って策定され、当該自治体の関係者と共有されるに至った。また、そのうち複数の地方自
治体では既にフィージビリティ・スタディーまで実施されている。 

 
＜地方自治体や州政府等の関係者を対象とする研修の実施支援＞ 
対象自治体関係者に対する研修が実施されたものの、現在までのところ州レベル関係者

に対する研修は実施されていない。 
 

＜NSWMSCの技術支援活動に対する対象自治体の満足度＞ 
現地でのヒアリングや質問票において、現時点でのNSWMSCの技術支援に対する対象地

方自治体の満足度は非常に高い。しかし、これらは日本人専門家チームに対する評価が当
然含まれており、アウトプット1での「NSWMSCのキャパシティに対する評価」が低いこと



 

に照らし合わせると、NSWMSC自体に対する評価はまだ不十分と考えるべきである。 
 

《アウトプット3》 
＜地方自治体が廃棄物管理事業に利用できる各種ガイドライン等＞ 
様々なガイドライン、関連書類が 地方自治体職員の実務向けに作成されたが、現在まで

のところ、すべて日本人専門家によって作成されている。 
 

＜アクションプラン実施に関する調達管理と建設作業の技術支援＞ 
9つの対象地方自治体のうち、4ヵ所がモデル・プロジェクトとして施設建設着工にまで

至っている。NSWMSCの尽力がなければ建設にまでこぎ着くことはできなかったと対象地
方自治体関係者が一様に証言している。 
同時に、今後運用段階に移行するすべての対象自治体が、運用におけるマネジメント体

制の構築に着手できていない。この段階において、更なるNSWMSCの支援が求められるこ
とになる。 

 
３－２ 評価結果の要約 
（1）妥当性 

2008年に開始された環境・天然資源省の「ピリサル・プロジェクト」では約50億ルピー
が当初予算として計上されるなど、スリランカにおいて中央レベルでも地方自治体レベル
でも廃棄物管理の重要性が認識されつつあり、政策上の優先順位は高い。 
また、前述のように支援対象の自治体からのNSWMSCに対する評価は高く、多くの自治

体ではNSWMSCの支援なしには適切なサイト選定、建設計画、資金確保は不可能であった
との指摘がある等、NSWMSCの存在意義は十分にある。 
また、わが国の重点課題との関連性では、わが国「対スリランカ国別援助計画」のなか

で、環境保全型観光の推進にあたり、都市部でのインフラ整備、生活環境・社会環境の保
全（上下水道・大気汚染・一般廃棄物処理等）を通じた「美しいスリランカ」を実現・維
持するとしているほか、JICA 援助重点分野の1つとして「都市環境改善」があげられてお
り、本件は依然として「都市環境プログラム」のコアプロジェクトとして位置づけられる。
一方で、以下のような懸念があることを日本側評価チームは指摘した。 

1．廃棄物管理国家戦略レベルでの関係者のデマケの調整やプロジェクトレベルでのコー
ディネーションが不十分であり、国家レベルでのNSWMSCの存在意義が十分確立され
ていない。 

2．将来的な対象自治体の候補や具体的なアプローチといったNSWMSCの長期計画が明ら
かになっておらず、恒久的組織としての計画性に課題がある。上記の調整不足は
NSWMSCが長期計画をもたず、その存在意義を対外的に示していないことに起因する
部分もある。 

3．省の廃棄物関連予算は2008年度に倍増し、し尿処理施設も手がけるようになったが、
当初プロジェクト・デザインではこれらがスコープに入っておらず、実質、プロジェ
クトのスコープが拡大する等、プロジェクトの全体的位置づけに変化が起こった。 

また、現時点では大コロンボ圏や北東部のニーズにどう対応するか、広域処理の可能性
の追求といった領域に、NSWMSCが何ら指針を示していないことも指摘された。 
以上から、「妥当性」は全体としては確保されているものの、一部、今後に課題を残して

いる。 
 
 



 

（2）有効性 
プロジェクトは複数の廃棄物管理施設の建設着工という目に見える成果を産出したもの

の、それらの運用段階における成功要因が多数手つかずで残されている。今後、人員が配
置され、プロジェクト後半で一定程度の追い上げがなされる可能性はあるが、現在建設中 
の廃棄物処理施設は、今後、運用時期を迎え、ここにNSWMSCの支援が求められているこ
とからもNSWMSCにはますます幅広い機能強化が求められる。 
また、主に人員不足と業務量の増加により、前半2年間ではキャパシティの向上というプ

ロジェクトのコンセプトには優先順位が与えられなかった。人員配置が充実される予定で
あるプロジェクト後半では、プロジェクトは改めてここに注力すべきで、関係者の協力が
求められている。 
 

＜阻害要因＞ 
1．人員配置という前提条件が満たされていないことに加え、Deputy Director の配置時期
やカウンターパートの本邦研修への参加等から、プロジェクトの本格的な開始は2008
年度になってからであり、現状は「プロジェクト開始から約1年を経過した」時期と考
えるべきである。 

2．また、省の廃棄物予算が倍増し、し尿処理施設等の支援も実施され、当初プロジェク
トスコープが拡大したことも有効性を阻害した原因である。 

以上から「有効性（プロジェクト目標の達成度）」には懸念が多い。 
 

（3）効率性 
人員配置不足を除けば、両者の投入は当初計画どおりなされており、それらの活用も十

分なされている。 
同時にCDの観点からは、以下のような指摘がなされた。 

1．人員配置不足は単なる投入不足ではなく、大きな機会損失であり、日本側の投入の「価
値」を半減させている。この点からコスト面での効率性に問題がある。 

2．省やJICAの投入だけで効率性をとらえるのではなく、ローカルリソースとして廃棄物
管理の実践者、幅広い学識者（特定の個人ではなく）、若い研究者等も、先方の能力と
必要に応じてプロジェクトのリソースとして活用するべきである。また、本プロジェ
クトで産出されたモデル・プロジェクトだけを「モデル」としてとらえるのではなく、
独自に廃棄物管理事業を運営して成功、あるいは失敗した成功事例、失敗事例も「モ
デル」としての価値がある。 

3．州政府の強化を通じた地方自治体の支援という「縦」の関係からは、各自治体のプロ
ジェクトの開始時点から「委員会」のような場を設置して州政府関係者を巻き込み、
彼らのオンザジョブ・トレーニング（OJT）の機会として活用するといったアプローチ
の検討もなされるべきである。 
また、地方自治体が先行地方自治体の事例を視察して、自ら廃棄物事業を改善する

動きもあり、このような「横」の関係を支援することもNSWMSCの活動として検討さ
れるべきである。これら縦と横のネットワークの利用は効率的なプロジェクト運営の
ために重要な視点である。 

4．一部省関係者からは、一部日本人専門家が期待された技術移転を行っておらず、プロ
ジェクトへの貢献が少ないとする声もあった。これについて評価チームが、インタビ
ューやグループインタビューを通じて検証した結果、省と日本人専門家チームのコミ
ュニケーション、情報共有に問題があったと分析した。 

以上から、「効率性」はほぼ満たされているものの、一部課題が残る。 
 



 

（4）インパクト 
中間評価時点ではインパクトの見込みを検討するに過ぎないが、現時点でも以下の点が

指摘できる。 
1．適正技術を用いたモデル・プロジェクトの実施によって、他の自治体の廃棄物管理に
おける解決策に、ひとつの方向性を示すことになっている（正のインパクト）。 

2．同時に、対象自治体の一部には「施設」がすべてを解決するといったプロダクトオリ
エンテッドな傾向が見られる。 

3．現時点では制度、社会システムや一般市民の行動様式に対する働きかけは特になく、
プロジェクトの今後の課題である。 

 
（5）自立発展性 

自立発展性についても中間評価では見込みを示すに過ぎないが、同時にCDの観点からは
早期に自立発展性の道筋を確認することが必要である。 
現状から判断すると、以下の理由からNSWMSCの自立発展性は確保されないままにプロ

ジェクトの終了を迎えることになる。 
1．現時点ではプロジェクト活動の大部分は、ごく一部のスリランカ側職員と日本人専門
家チームによって担われており、プロジェクト終了後にはNSWMSCは大きな試練を迎
えることになる。 

2．州政府等の多様な関係者の巻き込みがなされておらず、継続的にNSWMSCが地方自治
体を直接支援する体制に頼ることになるが、上記のように現状ではNSWMSCはその要
件を備えていない。 

3．現在、複数の自治体に無償資金を提供しているピリサル・プロジェクトも現時点では
2011年には終了する予定であり、その後は改めてローンの活用といった資金の確保が
必要になるが、現在、地方自治体もローン活用には興味がなく、プロジェクトも方向
性を示していない。自治体の廃棄物管理事業という長期的な課題に、財務面からの解
決策を示さないままプロジェクトは終了することになる。 

 
３－３ CDの観点からの考察 
上記のような評価結果を基に、「途上国の課題対処能力（キャパシティ）が、個人、組織、社

会などの複数のレベルの総体として向上していくプロセス」というキャパシティ・ディベロッ
プメントの視点から、以下のような分析を行った。 

 
（1）包括性の観点から 

キャパシティを「制度や政策・社会システム等を含む多様な要素の集合体」ととらえて、 
問題解決のための包括的な働きかけと、実践的な仕組みづくりが必要である。 
 

＜問題解決のための包括的な働きかけ＞ 
NSWMSCや省は、政策・制度、社会システムといった広範で包括的な方面への働きかけを

強めるとともに、廃棄物管理にかかわる組織の調整等を通じて、「Enabling Environment」を整
えることが求められている。 

 
＜実践的な仕組みづくり＞ 
また、NSWMSCの支援を更に効率的にし、有効性を増すためにも、州政府関係者の関与を

更に引き出すことが求められる。NSWMSCが地方政府・州議会省下に位置づけられた強みは
正にそこにあるわけであるが、現時点ではその強みを最大限に生かしきれていない。 

 



 

 
（2）内発性の観点から 

キャパシティは「途上国の主体的な努力」によって向上するという内発性に注目して、
専門知識や技術・スキルの自律性、現地リソース活用、インセンティブ、財務の視点に着
目し、検討を行った。 
 
＜専門知識や技術・スキルの自律蓄積の可能性＞ 
日本人専門家の手を借りずにNSWMSCスタッフだけで現地調査の一部を実施するととも

に、地方自治体の建設工事の調達支援をDeputy Directorがほとんど担当する等、「専門知識や
技術・スキルの蓄積」を実施主体が自律的に活用し自ら蓄積させることが一定程度可能であ
ることが、実績から証明された。NSWMSCの人員配置が不十分であることからまだ一事例に
すぎないが、技術面での内発性のポテンシャルを示すこととして重要であり、今後更に育成
していく必要がある。 

 
＜現地リソースの活用＞ 
コンポスト・プラント工事見積書の承認手続きが、州のエンジニアによって拒否されたケ

ースがある。同エンジニアが「廃棄物のことを知らない」というのが理由であるが、正に「内
発性のニーズ」がここにある。 
プロジェクト以外の「グッドプラクティス」「バッドプラクティス」も、すべて「現地リソ

ース」として用いるべきである。 
2008年に発足した「JICA廃棄物分野研修生同窓会」も、現時点では「現地リソース」とし

て生かすには至っていない。 
 

＜インセンティブ構造への注目＞ 
州政府制度と廃棄物管理に関する州の制度的責任を説いてトップダウンでシステムを動か

そうとしても、インセンティブがないところに内発的な動きは起こらない。 
州や自治体の廃棄物管理活動に動きがあればメディアの報道に結びつける、コンペや表彰

制度できっかけを与え、資格制度で技術向上の動機づけを考える、モニタリングや評価で活
動を認知する等、様々な働きかけが検討されるべきである。 

 
＜財務の視点からの持続性の検討＞ 
現状では、ローン資金の確保や自治体の歳入改善など、廃棄物管理施設建設や持続的運用

のための資金の確保という「財務の視点」からの検討、取り組みが不足している。 
 

（3）CDのためのダイアローグ 
CDのコンセプトは決して新しい概念ではなく、特に過去の技術協力のあり方の問題点か

ら学び、成功体験から抽出された教訓であるが、明確な定義を伴ってすべての関係者に理
解されているわけではない。 
事業実施においては、可能な限り関係者によるダイアローグの機会をもち、「持続的な事

業運営のために必要なものは何か」を話し合うことがCDの第一歩という認識が必要である。
 

３－４ 提 言 
（1）早急な人員配置 

Director 1名、Deputy Director 2名、Assistant Director 3名の「募集、選考、採用」の手続き
を進めるとともに、省は2009年3月中旬までにアクションプランをJICAに提出し、その後の
動きを双方でモニタリングすること。 

 



 

（2）他の廃棄物管理関連組織との調整作業 
地方政府・州議会省がリーダーシップをもって国レベル、州レベル、あるいは多様なネ

ットワークの関係各機関の調整にあたること。この点は、「日本政府の支援の妥当性」を確
保するためにも重要であることを日本側評価チーム側が強調した。 
 

（3）効率的な支援メカニズムの構築 
州政府の実態に応じて関係者の取り込みを行い、NSWMSCの支援が効率的に自治体にい

きわたるメカニズムの構築を行うこと。同時に、このメカニズム強化を通じて持続的な廃
棄物管理事業運営をめざすためには、州や地方自治体の職員に対する訓練提供も検討に値
する。 

 
（4）各種調整会議の再構成 

現存の各種会議の機能を整理すること。特に、全国廃棄物管理支援センター能力向上プ
ロジェクト（CUP-NSWMSC）の隔週会議は必要に応じて他の関係者の参加も促し、プロジ
ェクト終了後も調整会議として運営されていくことを期待できるようにすること。 

 
（5）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の変更 

プロジェクト目標に、（NSWMSCの組織強化だけでなく）「地方自治体のキャパシティの
向上」も盛り込み、地方自治体支援システムのための関係者への働きかけをアウトプット
の1つとして明確に打ち出すこと。 
加えて、省の廃棄物予算はプロジェクトに組み込むこと。 
 

（6）環境担当の職員の配置 
NSWMSCに環境の観点から技術的なサポートができる職員配置が求められる。 
 

（7）メディアへの定期的なコンタクト 
一般市民や自治体関係者等に対する啓発を目的に、機会をとらえて廃棄物管理事業の先

進事例やNSWMSCの活動紹介を行うこと。これらの活動は政府意思決定機関（財務省等）
に対する刺激ともなり得る。 

 
（8）ローン活用の道筋の提示 

Local Loans and Development Fund（LLDF）といった自治体向けの有利なローンがあるに
もかかわらず、活用に至っていない理由や現状を分析して、地方自治体の廃棄物管理事業
の資金源としてのローン活用に指針を示すとともに、地方自治体の歳入改善策についても
助言をしていくこと。 

 
（9）「NSWMSC中期戦略」の策定 

上記（1）～（8）の項目とともに、2009年度の年度計画や中長期計画を盛り込んだNSWMSC
の中期戦略を策定すること。中期計画は省関係者、NSWMSC職員、日本人専門家の共同作
業で作成されることが望ましい。 
提言としてあげた中期戦略具体的項目案は以下のとおり。 
・新規人員配置を想定した組織構成 
・関係機関との調整メカニズムのあり方 
・州関係者の関与のあり方に関するワーキングコミッティの設置について 
・地方自治体、州関係者に対する研修提供のあり方 
・ローン活用のあり方について 



 

・情報収集、発信、及びメディア向けのためのコミュニケーションのデザインについて
・NSWMSCの2009年度の活動計画（モデル・プロジェクト選定の有無を含む）（省予算も
含める） 

・将来的な支援対象地方自治体の候補リストと選定基準を含むNSWMSCの長期的計画 
・NSWMSCのキャパシティ・ディベロップメント指標の再検討（特にマネジメントの視点）
・地方自治体の廃棄物管理事業のモニタリングシステムのあり方 
・NSWMSCの活動及びアウトプットのモニタリングシステムのあり方 

 




