
               評価調査結果要約表 
１. 案件の概要 

国名：パレスチナ 案件名：ジェリコ及びヨルダン渓谷における廃棄物管理能力

向上プロジェクト 

分野：公共・公益事業／都市衛生 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA 地球環境部環境管理グループ環境

管理第 2課 

協力金額 (評価時点)：約 3.95 億円 

先方関係機関：地方自治庁(MoLG)、ジェリコ及びヨルダン渓

谷地域（JJRRV）広域行政計画・開発カウンシル（JCspd） 

日本側協力機関：八千代エンジニヤリング（株） 

協力期間 R/D：2005 年 9 月～2008 年 8 月 

延長：2008 年 9 月～2010 年 2 月 

 

他の関連協力：JICA｢パレスチナ地方行政制度改善プロジェ

クト｣、 UNDP 経由無償資金協力（収集車両・機材供与）、 EU/

パレスチナ行動計画 

１-１ 協力の背景と概要 

 非常に厳しい政治・経済状況のもと、パレスチナでは、ヨルダン川西岸地区とガザ地区の 2つの地区に分かれ、

全体で約 380 万人の人々が暮らしている。中央のパレスチナ自治政府（PNA）の統治のもと、両地区併せて計 16

の行政区域（Governorate: 県に相当）に分れ、その下に municipality(自治体)や village council(村議会)な

どと呼ばれる 500 程度の地方自治体（LGU）が存在する。しかし、イスラエルの占領政策により、PNA の統治はガ

ザと西岸地区の全域に及んでいるわけではなく、パレスチナ人の居住する都市や村落といった「点」の統治であ

り（約 40%の自治）、出入国管理や土地利用の管理は専らイスラエルが行っており、非常に厳しい政治・経済状況

にある。このような状況下、パレスチナ自治区における多くの LGU では、財政難などで、十分な廃棄物管理サー

ビスを提供なされていない。その結果、廃棄物の野焼きや不適切な投棄が行われ、人々の健康や環境への負の影

響が懸念されている。PNA の地方自治法では、小規模 LGU が地方行政サービスに関する自治体組合として広域行

政計画・開発カウンシル（JCspd）を組織することを認めており、廃棄物管理事業についても独力では実施が困

難な小規模 LGU が結集して、JCspd を結成し、共同でごみ処理事業を行うなどの方策がとられ始めている。 

 このような背景のもと、2004 年 8 月に PNA から日本に対してナブルス～ジェリコ地域を対象に LGU と JCspd に

おける廃棄物管理のモデルとグッドプラクティスの確立に関する技術協力について要請がなされた。2005 年 7 月

には実施協議調査団を派遣し、ジェリコ及びヨルダン渓谷地域（JJRRV）の JCspd（以下 JCspd JJRRV）に対し、

「廃棄物管理分野の能力向上（キャパシティ・ディベロップメント）支援」のための技術協力プロジェクトを実

施することで合意し、討議議事録（R/D）に署名した。2008 年 8月末の活動期間終了に向けて、2008 年 6 月に終

了時評価が実施されたところ、他の関連協力に挙げられている UNDP による無償資金協力機材の調達の遅延によ

り廃棄物収集・運搬の改善を含む一部活動の実施が困難であり、また JCspd JJRRV の財政基盤が十分に確立して

いないことから、プロジェクト目標 1「ジェリコ及びヨルダン渓谷に持続的で衛生的な廃棄物管理システムが導

入される。」を達成するためプロジェクト期間を延長することが提言された。そのため、プロジェクト目標 1 の

達成に向けて 2010 年 2 月末までの 1.5 年間プロジェクト期間が延長されることとなった。 

１-２ 協力内容 



JCspd JJRRV に対し、廃棄物管理分野の能力向上（キャパシティ・ディベロップメント）および JCspd JJRRV の

経験がパレスチナ他都市の廃棄物管理改善のモデルになるようにするため、専門家を派遣し、必要機材の供与を

行う。 

（1）上位目標 

1. PNA に地方都市の包括的な廃棄物管理に関する基本政策が確立し、具体的な方針が整備される。 

2. パレスチナ全土の地方都市にジェリコ及びヨルダン渓谷地域をモデルとした効果的な廃棄物管理体制が

普及する。 

（2）プロジェクト目標 

1. JJRRV に持続的で衛生的な廃棄物管理システムが導入される。 

2. JJRRV の改善事例経験が、パレスチナ他都市の廃棄物管理の改善に向けたモデルケースとなる。 

（3）アウトプット 

1. プロジェクトの運営体制が確立する 

2. JJRRV における廃棄物管理組織体制が確立される  

3. JJRRV における廃棄物管理の現状が把握される  

4. JJRRV における廃棄物管理の改善方針（アクションプラン）が策定される  

5. アクションプランが実行され、改善が具体化する  

6. 現地国内セミナーが開催され、JJRRV の事業が普及される 

7. 本邦研修が開催され、廃棄物管理に係る基礎知識が獲得され、普及される 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

 総投入額：       約 3.95 億円  

短期専門家派遣：  計 25 人（47.83 人月） 

 研修員受け入れ：  計 22 人（別にヨルダンにおける第三国研修 9名） 

機材供与：  収集車両の修理部品、処分場改善のための機材、監視用車両：約 7,200 万

円相当 

 現地活動費：  約 1.42 億円 

パレスチナ側：  

 カウンターパート： 6 人 

 土地・施設提供：  JCspd JJRRV の施設及び機材 

 ２. 評価調査団の概要 

調査団 日本側 

総括 

協力企画 

協力企画 

評価分析 

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ側 

 

吉田 充夫 

田村 えり子 

青木 一誠 

高橋 輝樹 

 

 

JICA 国際協力専門員 

JICA 地球環境部環境管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ環境管理第 2課 

JICA 地球環境部環境管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ環境管理第 2課 

株式会社 パデコ 

 



団長 

団員 

Walid Halaiqa  

Abdel-Jabbar 

Abu-Halawa 

地方自治庁(MoLG)広域行政計画・開発カウンシル局長 

JCspd JJRRV 事務局長 

調査期間： 2010 年 1月 8日－2010 年 1 月 20 日 評価種類：終了時評価（延長分） 

 ３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１）プロジェクト目標 

1. 収集・運搬システムの改善、管理された処分場の実現及び医療廃棄物の分別収集と分別廃棄により衛生

的な廃棄物管理システムが導入され、プロジェクト延長期間中に JCspd JJRRV の財政基盤が強化された

ため、プロジェクト目標 1 は達成されている。また、社会調査の結果、住民の 80％が JCspd JJRRV の提

供する廃棄物管理サービス全般に満足していることが判明した。 

2. JCspd JJRRV の経験が、2008 年 8 月実施された廃棄物管理に係るセミナー（国家レベル）、合同調整委員

会（JCC）、ヨルダン川西岸地区 11 JCspd 会議、フォローアップ委員会およびその他セミナー・ワークシ

ョップ等の機会に他 JCspd 等へモデルケースとして提供され、具体的な波及効果も複数の JCspd におい

て認められており、プロジェクト目標 2は達成されている。 

（2）アウトプット 

1. JCC、JCspd JJRRV の総会や理事会が組織され、現在までに、JCC は 13 回、JCspd JJRRV 総会は 8 回、理

事会は 19 回定期的に開催されており、アウトプット 1は達成されている。 

2. JCspd JJRRV において、任務分掌、会計システム、広報事業、地方自治体との協力体制、維持管理体制が

確立されており、アウトプット 2 は達成されている。また、前回終了時評価において懸念された財務赤

字体質について、プロジェクト延長期間中に JCspd JJRRV の収入増強策が実施され、料金徴収率が 2006

年の 63％から 2009 年には 93％に改善し、2009 年度上半期に収支が黒字化された。（プロジェクト期間延

長にて達成） 

3. ごみ質・量調査、収集・運搬の実態調査、処分場の実態調査、医療廃棄物管理の実態調査など調査が実

施され、その結果も報告書類に適切にまとめられており、アウトプット 3 は達成されている。なお、延

長期間中においても、ごみ質・ごみ量調査及びプラスチック・リサイクル調査が実施され、アップデー

トされた。 

4. 上記調査に基づきアクションプランが策定され、2006 年 12 月開催の「廃棄物調査結果に係るセミナー」

において公表・合意されており、アウトプット 4 は達成されている。なお、アクションプランは次の 6

項目である。① 住民意識向上、② 収集・運搬改善、③ 処分場改善、④ 機材メンテナンス、⑤ 組織・

制度整備、⑥ 会計制度 

5. 6 つのアクションプランはいずれも効果的に実施され、アウトプット 5は達成されている。プロジェクト

期間延長の 1つの要因となった無償資金協力による UNDP 経由の機材も供与されつつあり、アクションプ

ランに基づいた新しい廃棄物収集・運搬システムは 2009 年 10 月より開始されている。（プロジェクト期

間延長にて達成） 

6. セミナーおよびワークショップは計画通り実施され、2008 年 8 月に開催された廃棄物管理セミナーにお



いて、本プロジェクトを通じて修得した事業運営の経験が関係省庁および地方自治体等に共有された。

またヨルダン川西岸地区 11JCspd が集まり、廃棄物管理についての経験や調査結果の交流をする会議が

実施されており、アウトプット 6は達成されている。 

7. 本邦での国別研修「パレスチナ廃棄物キャパシティ・ディベロップメントコース」は予定通り過去 3 回

実施され、合計 22 人が研修を受けているほか、ヨルダンでの第三国研修も実施され JCspd JJRRV から 9

名が参加した。またフォローアップ協力において、本邦研修の過去の参加者を含めた JCspd JJRRV の職

員がプロジェクトの成果を普及する活動が実施されており、アウトプット 7は達成されている。 

 

３-２ 評価結果の要約 

 

（１）妥当性 

PNA による中期開発計画であるパレスチナ改革開発計画（PRDP）（2008-2010 年）、環境法（1999 年）において、

廃棄物管理体制の確立の重要性が強調されている。パレスチナ地方自治法（1997 年）においては、廃棄物管理が

自治体（LGU）の役割であると記載されており、また、2004 年に MoLG により策定された広域行政内規において、

かかる公共サービスを広域レベルで実施することが推奨されている。従って本プロジェクトはパレスチナ政府の

法制度と政策に合致している。一方、日本は、2002 年に効率的、効果的に環境分野の国際協力を進めていくため

に、「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ」(EcoISD)を発表し、この中で「廃棄物管理」を取り上

げている。さらに、日本政府のパレスチナ支援の基本方針である「国づくり・改革支援」および「人道支援」、

JICA のパレスチナ支援の重点開発課題である「行政能力向上・民主化」にも合致しており、他の JJRRV にて実施

中の案件との相乗効果もあるため、妥当性は高い。 

（２）有効性 

アウトプット 1から 7まで全て達成されることによりプロジェクト目標達成がなされており、有効性は高い。

（３）効率性 

政治的な変動、予算不足や外部条件の変化にも関わらず、カウンターパートと専門家チームの努力により、プ

ロジェクトは概ね効率的に運営された。また、無償資金協力により運搬・収集車両等の機材が供与されたことに

より、廃棄物収集・改善のアクションプランが効率的に達成された。一方で、国際政治の特別な情勢の下、UNDP

経由無償供与機材の調達手段の変更、また、それに伴い機材供与のタイミングが遅れたことなどによりプロジェ

クト期間が延長された。従って効率性は中程度と評価できる。 

（４）インパクト 

次のような正のインパクトが多数確認された。負のインパクトは確認されていない。よって全体として非常に大

きなインパクトを残したと評価できる。 

• JCspd JJRRV やほかのJCspdにおける広域廃棄物管理の実績によりDJCspdにヨルダン川西岸地区のJCspd

の活性化を促し、MoLG よりこれらの経験を国家廃棄物戦略へ織り込むことが表明されたため、上位目標 1

が達成される蓋然性は高い。 

• ヨルダン川西岸地区における 11JCspd が広域廃棄物管理確立の経験交流のプラットホームとなる会議を

結成し、これまでに 5回のワークショップが実施されている。また、JCspd JJRRV で用いられている財務・



会計システムが他 JCspd でも導入されるなど具体的な事例が出始めており、上位目標 2が達成される蓋然

性は高い。 

• ジェリコ処分場は西岸地域でパレスチナとしては初めての小規模衛生処理施設である。これまでに他

LGUs/JCspd の関係者やジャーナリストの訪問を受け入れており、廃棄物処分場改善の好例を提供してい

る。  

• パイロットとして実施した農業プラスチックゴミのリサイクル事業は地元住民にリサイクルの意義を認

識させたのみならずウエイストピッカーに同様の活動への関心を惹起した。 

• プロジェクトで実施した 204 回にも及ぶ住民集会が、コミュニティが共同で活動する意識付けに役立っ

た。また、不適切なゴミ投棄をなくす環境教育が進められた。  

• JCspd JJRRV に参加している LGU は、インティファーダ以来、公共サービスをほとんど行ってこなかった

が、本プロジェクトで廃棄物管理サービスがはじまり、コミュニティへ公共サービスを提供するという行

政の本来の業務に目覚める格好の機会になった。 

（５）自立発展性 

JCspd JJRRV の自立発展性については、法制度面、技術面では確保されているが、組織面、財務面で改善の余地

があるところ、中程度と評価できる。 

• 法制度面: JCspd は MoLG により法的に認められた組織であり、その持続性に問題はない。 

• 技術面: JCspd JJRRV の職員は日本人専門家チームとともに働くことにより必要な技術・知識を習得し、

技術面における持続発展性には大きな可能性がある。 

• 組織面: 過半数の職員がジェリコ市からの出向者であり、JCspd JJRRV の正社員ではないこと、組織業務

分担上改善の余地があることなどから、組織面の自立発展性は必ずしも高いとはいえない。 

• 財務面：廃棄物管理サービス料金の回収率は 2008 年の 63％から 2009 年の 93%と大幅に改善し、2009 年

上半期の決算では黒字が確認された。一方で 17LGU の回収率のばらつきは大きく 0%から 100%まであり、

また MoLG からの補助金支給も不安定であるため、収入不足のため追加人材の採用が出来ない状況である。

現時点では財務面の持続性の確保は必ずしも十分ではない。  

 

3-3 効果発現に貢献した要因 

(1)計画内容に関すること 

• 処分場の改善等、目に見える改善を OJT に取り入れることにより、廃棄物管理についてのイメージが不十

分な職員の理解を容易にした。 

• キャパシティ・アセスメントに基づきベースラインを明確にし、プロジェクトの重点課題にそった活動を

行い能力強化に成功した。 

• JCspd を組織して地方自治における改革プロセスを促進することは基本的に MoLG の方針に合致し、JCspd 

JJRRV の経験の全国的な普及・展開する誘引となった。 

• 支払意識（Willingness-To-Pay）調査が効果的な料金徴収戦略の策定に貢献した。 

• 会計システムの導入により、コストの把握が可能となり予算計画の策定に役に立った。 

(2)実施プロセスに関すること 



• JCspd JJRRV 職員の多くが、ジェリコ市保健衛生局からの出向者であるが、彼らは、廃棄物管理に関する

基本的な技能・経験をもっており、JCspd JJRRV のサービス初動段階から、円滑な事業実施を可能にした。

• JCC 会合の場やその他のセミナー・ワークショップ、ジェリコ埋立処分場への視察受け入れで、他地域の

JCspd や他 LGU との経験の交流が行われている。この活動は、ヨルダン川西岸地区 11JCspd ワークショッ

プによってさらに加速されつつある。 

• 延長期間における社会調査の導入により 終受益者である住民を意識したプロジェクト実施ができ、また

プロジェクトの成果の客観的な評価が可能となった。 

• プリペイドメーターを設置し、水道料金や電気料金と合わせて廃棄物管理サービス料金を徴求するととも

に、サービス提供前に課金することにより料金徴収率の改善に貢献した。 

 

3-4 問題点及び問題を惹起した要因 

(1)計画内容に関すること 

• 地方の住民（特に、農村部の小さな LGU の農民など）にとって、廃棄物管理が 優先課題ではない場合が

多い。よって、理解を得られない住民からサービス料を徴収することが難しい状況が続いている。 

• 地方自治体（LGU）という名称で呼ばれているものの、多くの LGU には、行政実務組織が整備されておら

ず、財政基盤も持たず、組織として非常に脆弱である。 

• 17 の LGU が非常に広範な地域にわたって点在しており、収集サービスの運転費用が高い。 

• 第 2次インティファーダ以降、特に地域経済が疲弊している。 

• 新規処分場建設をはじめとするインフラ整備や土地利用、交通移動について、イスラエルから厳しい制限

が加えられており、合理的なシステム構築に障害がある。 

 (2)実施プロセスに関すること 

• 本プロジェクトの連携案件として位置づけられている UNDP 経由での無償資金協力機材の供与に関し、調

達手続きが遅れ、当初のプロジェクト期間中にはこれらの機材を利用して行う予定であった収集改善活動

を実施することができず、プロジェクト期間を 1年半延期することとなった。 

• MoLG の能力が十分とはいえず、効率的にプロジェクトの経験やアウトプットの波及全国への普及するた

めの調整が行えていないという問題があった。 

 

3-5 結論 

全てのアウトプットが達成され、プロジェクト目標も達成された。5 項目評価の観点では、妥当性、有効性、

インパクトは高いと評価され、効率性と自立発展性においては中程度と評価される。JCspd JJRRV は当該地域に

おける廃棄物管理サービスを成功裏に導入し、社会調査の結果では 90％の住民が廃棄物収集サービスに満足して

いることが判明した。持続性は料金徴収率の大幅な改善により向上しつつあるが、一方で 17LGU の回収率のばら

つきは大きく料金収入には改善の余地がある。また、収入不足のため追加人材の採用が出来ない状況であるとと

もに、過半数の職員がジェリコ市からの出向者であること、組織業務分担上一部職員に過剰の負担がかかってい

ることから改善の余地がある。 

 



3-6 プロジェクト終了後の活動にかかる提言 

(1) JCspd JJRRV に対する提言 

(1)-1 啓発活動の継続 

住民の適切な廃棄物管理に対する認識および満足度はプロジェクトの実施により向上した。一方でコンテナ付

近や路上のごみ清掃状況の不十分さ等を踏まえるとさらなる改善の余地がある。そのため、住民の廃棄物管理の

重要性および JCspd JJRRV の活動に対する認識を深めるには継続的な啓発活動が必要である。したがって、継続

的な啓発活動、必要な費用の拠出および人材の配置が今後の課題である。JCspd JJRRV が将来的にサービス料金

を改定する際には廃棄物管理に対する住民の認識の向上が も重要な課題となる。 

 

(1)-2 一部 LGU におけるサービス料金徴収の向上 

一部の地方 LGU ではサービス料金の徴収率が依然として高くない。JCspd JJRRV は、支払い状況の芳しくない

LGU に対して、バルダラやマルジガザルのように一度サービスを停止し圧力をかけた上で、協議を行い 2009 年の

未払い金の一部徴収および 2010 年のサービス料の定期徴収に合意した上でサービスを再開する、あるいはサー

ビス料徴収人を配置する等の対策をとってきた。今後もプリペイドメーターの設置による他公共サービス料金と

の同時徴収等をはじめとする料金徴収率向上にかかる活動に取り組む必要がある。 

 

(1)-3 ジェリコ市における廃棄物管理サービスの改善 

社会調査の結果、他の LGU に比べジェリコ市の廃棄物管理に対する満足度は相対的にやや低い。ジェリコ市で

住民の満足度を一層向上させるためには、JCspd JJRRV における二次収集およびジェリコ市における一次収集の

適切な連携を図る必要がある。JCspd JJRRV の予算はジェリコ市による貢献が大きいところ、上記を含めてジェ

リコ市における廃棄物管理サービスの質を向上する必要があり、そのためにはジェリコ市におけるサービス料金

の引き上げも合わせて検討する必要がある。 

 

(1)-4 定期的な社会調査の導入 

社会調査は廃棄物管理サービスに対する受益者のニーズの把握および適切な JCspd JJRRV による事業戦略を展

開する上で有効な手段である。そのため、社会調査は定期的に実施されることが望ましい。 

 

(1)-5 JCspd JJRRV における継続的な人材育成 

プロジェクト期間中に、一連の訓練や人材育成活動が実施されたが、JCspd JJRRV は持続的な活動の継続のた

め、特に経営管理スタッフの育成に重点を置いて、引き続き人材育成にかかる活動を継続する必要がある。 

 

(2) MoLG に対する提言 

(2)-1 補助金の継続的な割り当て 

JCspd JJRRV の継続的な廃棄物管理サービス実施のため、補助金が継続的かつ安定して割り当てられるべきで

ある。 

 



(2)-2 JCspd JJRRV の引き続きのモニタリングおよび経験の他 JCspd への普及 

プロジェクト実施期間中、5 回のヨルダン川西岸地区 11 JCspd 会議が開催された。DJCspd はプロジェクト終

了後引き続き同会議を開催するために必要な予算を割り当てる必要がある。また、DJCspd は JCspd JJRRV が廃棄

物管理サービスを維持できるよう監督・モニタリングする必要がある。JCspd による廃棄物管理事業の持続性を

高めるための廃棄物の減量およびリサイクルの実施や啓発キャンペーンの実施、JC の現況の改善および連携強化

に向けて MoLG の DJCspd の能力強化が必要である。 

 

(2)-3 JJRRV における将来的な廃棄物管理のための開発計画 

2009 年に実施されたごみ質・ごみ量調査によれば、ジェリコ市の廃棄物処分場は 2011 年の夏に満杯となるこ

とが予想された。JCspd JJRRV にとって、このような廃棄物 終処分場の逼迫に対応した新しい廃棄物管理シス

テムを展開するための戦略を策定・実行することが喫緊の課題である。戦略の策定に際して、財政面も考慮した

うえで、廃棄物量を減量する中間処理施設の導入、および現在の処分場の代替案としての新規処分場建設や、他

処分場へ運搬のための中継基地の建設といった対処方針を、検討する必要がある。適切な廃棄物管理は適切な

終処分なしには実現しないことに留意しなければならない。 

 

(2)-4 サービス料金徴収の強化 

MoLG は LGU のサービス料支払いのコミットメント確保に向けてより役割を担うべきである。 

 

3-7 教訓 

(1)適切な財務・会計システムの開発 

適切な財務・会計システムの開発は、活動を実施する上での財政基盤の確保に向けて非常に有効であった。 

 

(2)受益者の参加 

プロジェクト実施期間中に開催された 200 回を超える住民集会は、住民の廃棄物管理サービスおよび JCspd 

JJRRV の活動の重要性に対する理解を深めることに貢献した。廃棄物管理サービスの実施機関を支援するような

社会環境を構築することは活動の持続性を確保する上で不可欠である。 

 

(3)社会調査の実施 

受益者のニーズを把握し、アウトカムを分析し、プロジェクトのインパクトを評価する上で、社会調査は客観

的かつ効果的な手段である。 

 
 


