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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 

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

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 

 スリランカ国では、商業活動の活発化、生活の多様化等によりごみの排出量が増加し、

適切に処分されない廃棄物による環境悪化（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た。また、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た。  

 この課題を解決するため、JICAはスリランカの要請に基づき開発調査「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。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きの融資制度の強

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であったため、スリランカは 2004年 8月に

我が国に対して NSWMSCの能力強化を目的とした技術協力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、JICAは 2006年 11月に事前評価調査を実施

し、R/D署名の後、NSWMSC をカウンターパート（C/P）機関として、2007年 3月より 4年間

の予定でプロジェクトを実施した。  

 

1-2 協力内容 

コロンボにおいて、NSWMSC を対象に、地方自治体の廃棄物管理事業を支援するための技術

移転を行う。 

 

(1) 上位目標 

地方自治体の廃棄物管理が改善される。 

 

(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) 成果 
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1. NSWMSCの中期計画が策定され、基本的な組織体制が確立される。 

2. NSWMSCが関係機関と協働して地方自治体廃棄物管理事業を支援するための効率的なメカ

ニズムが構築される。 

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ための能力を獲得

する。 

4. 地方政府・州議会省が廃棄物管理国家戦略に貢献するために、NSWMSCより必要な情報が

提供される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

＜スリランカ側＞ 

カウンターパートの配置： 

 Director 1名 

 Assistant Director 1名 

 Staff 5名 

その他：執務室（プロジェクトオフィス）の配置、事務所の光熱費や出張費等 

 

＜日本側＞ 

総投入額：約 3.5億円 

専門家：（6名） 

 チーフアドバイザー／CD 

 廃棄物管理計画／3R 

 最終処分計画／環境配慮 

 PPP推進・社会配慮 

 財務管理／資金管理 

 業務調整 

機材供与：車両、事務用品（PC、コピー機、プリンター、GPS等）等 

研修：本邦研修 6名 

 

2. 評価調査団の概要 

合同評価調

査団 

＜スリランカ側＞ 

 Mr. D.P. Hettiarachchi (地方政府・州議会省 次官補)  

 Mr. M.L. Sunil Fernando (地方政府・州議会省 アドバイザー) 

 Ms. L. Mangalika (国家廃棄物管理支援センター 所長) 

 Ms. M. Geethani (国家廃棄物管理支援センター 課長) 

＜日本側＞ 

 総括：吉田 充夫（JICA国際協力専門員） 

 協力担当：Dr. P. Serasinghe（JICAスリランカ事務所） 

 評価分析：野田 典宏（三井共同建設コンサルタント株式会社） 

調査期間：  2010年 7月 28日～2010年 8月 17日 評価種類:  終了時評価 

3. 評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

(1) プロジェクト目標：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。 

  

 プロジェクトの目標はほぼ達成されていると判断できる。 

 本プロジェクト活動を通して、NSWMSCのキャパシティは管理面・技術面共に格段に向上

した（2010年キャパシティ評価[管理・技術]は、NSWMSCによる自己評価[70%、45%]、日本
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人専門家による評価[71%、57%]）。また、中間レビュー以降、州の廃棄物委員会やリソー

スパーソン等各種関係者との連携により、効率的に地方自治体を支援するための体制が強

化された。地方政府・州議会省予算は年々増加し、環境省によるピリサルプロジェクト（注

１）予算と合わせると年200百万ルピーを超える事業の実施を支援していることも、NSWMSC

による支援体制が整いつつあることを示している。ただし、現在のNSWMSCの人員体制は当

初の計画スタッフ数を下回っており、特に技術者はセンター長1名体制となっている。現在

スタッフが日々の業務に忙殺され日本人専門家による技術移転が制約されていることは否

めず、さらに今後は地方自治体による廃棄物処理施設の維持管理や廃棄物管理システムの

構築等にかかる支援を強化する必要性が高まる中、スタッフ（特に技術職）の増員は喫緊

に解決すべき課題である。NSWMSCスタッフは週末出勤を行うなどして業務に熱心に取り組

んでおり、厳しい人員配置状況であるにもかかわらず、多数の指標において成果が確認さ

れている。2011年2月末までにNSWMSCがPDM3の提案通りスタッフを配置することは容易では

ないものの、少なくとも2名のエンジニアを配置し、NSWMSCが今後とも同様の努力を続けれ

ば（特に廃棄物管理システムの構築についてはキャパシティ向上が期待される）、プロジェ

クト目標はプロジェクト終了までにほぼ達成されるであろうと判断する。 

 

（注１）2008年、環境省により自治体が実施する廃棄物管理事業へ総額約57億ルピー（約

46億円）の無償資金を供与するプロジェクトが開始した。 

 

当初案に対する現スタッフ数 

    ※なお、その他、運転手2名及びオフィスボーイ1名が配置されている。 

 

(2) 成果1： NSWMSCの中期計画が策定され、基本的な組織体制が確立される。 

 

 成果 1はほぼ達成されていると判断できる。 

 本プロジェクトの PDM及びプロジェクトドキュメントに基づき 2011年 2月に NSWMSCの

中期計画が改訂された。プロジェクトドキュメントは NSWMSCスタッフ全員に配布され、セ

ンター長の明確かつ迅速な指示のもと、定められた業務プロセスと意思決定プロセスに基

づき効率的に業務が実施されている。また、NSWMSCスタッフは、地方自治体への研修に用

いている資料等を通して自己学習を行い、廃棄物管理の基本的知識を獲得している。留意

すべきは NSWMSCスタッフの配置不足であり、そのギャップはプロジェクト終了までに少な

くとも 2名のエンジニアを配置することで最小化する必要がある。 

 

(2) 成果 2：NSWMSCが関係機関と協働して地方自治体の廃棄物管理事業を支援するための

効率的なメカニズムが構築される。 

 

 成果 2はほぼ達成されていると判断できる 

 5州で廃棄物管理委員会が設立され、NSWMSCは州と協働して地方自治体の廃棄物管理事

業を支援することができるようになった。うち 3州（Sabaragamuwa, Central, Northern）

 所長 次長 課長 
事務 

スタッフ 
合計（人） 

2007年 1月署名 RD

での合意人数 
1 3 5 12 21 

2009年 9月改定 PDM3

での合意人数 
1 2 3 8 14 

終了時評価時点での

スタッフの実数 
1 0 1 5 7 
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では州の廃棄物管理アクションプランが作成され、残る 2州（Eastern, North Western）

は 2010年末までに廃棄物管理アクションプランを完成させる予定である。また、NSWMSCは、

廃棄物管理関係者のためのガイドライン・マニュアルを作成し、州・地方自治体に対し廃

棄物管理研修を実施した。実施した研修は 2009年時点で 8州で 3回、研修生の総数は 560

名に達している。また、広報誌”NSWMSC News”及びウェブサイトによる廃棄物管理の情報

展開を行った。広報誌はシンハラ・タミル・英語で発行され、これまで 7回分が 330の地

方自治体、全 JICA帰国研修員同窓会（廃棄物管理）、及びその他の関係機関に配布された。

また、ウェブサイトからは様々な廃棄物管理関連資料（廃棄物管理関係者が使用するガイ

ドラインやマニュアル等含む）が無料でダウンロードできるよう有益な情報が掲載されて

いる。 

 

(3) 成果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ための能

力を獲得する。 

  

 成果3はほぼ達成されていると判断できる 

 NSWMSCは本プロジェクトで選定した14の地方自治体（14番目の地方自治体は選定中）に

おいて廃棄物管理アクションプランの策定・実施を支援しており、現時点で8つが策定した

アクションプランに基づく廃棄物処理施設の建設若しくは稼働に至っている（その他2つは

アクションプランの策定中、残る4つはアクションプラン実施に向け準備中）。また、NSWMSC

はその他3つの地方自治体のアクションプラン策定も支援している。NSWMSCは地方自治体の

廃棄物管理アクションプランの策定・実施支援を通し、用地取得、法的許認可取得、社会

問題解決、資金獲得、調達、維持管理、モニタリング等を含め、実施促進のための能力を

一定程度蓄積してきていると評価できる。 

 

(4) 成果4：地方政府・州議会省が廃棄物管理国家戦略に貢献するために、NSWMSCより必要

な情報が提供される。 

 

 成果4は部分的に達成されていると判断できる 

 NSWMSCは157の地方自治体に対して行った廃棄物管理調査結果、及び日々の地方自治体支

援を通して、全国の廃棄物管理の現状を十分に把握している。また、NSWMSCは、国連機関

や海外ドナー、NGO、スリランカ国内の大学、JICAの帰国研修員等、国内外の組織とのネッ

トワークを保持しており、国内外の廃棄物関連の人的ネットワークのハブ機能を持ちつつ

ある。ただし、現在NSWMSCの年報には、NSWMSCの活動報告を中心とした内容にとどまって

おり、今後、国の廃棄物管理の現状、政策に関わる重要な事項や提言等が充実化されるこ

とが期待される。NSWMSCは引き続きスリランカの廃棄物管理にかかる情報及び政策決定に

有益な情報発信を積極的におこなう必要がある。 

 

 

3-2 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

 本プロジェクトの妥当性は高い。 

・スリランカ政府は、国家環境条例、廃棄物管理国家戦略、医療廃棄物管理国家政策等に

より廃棄物管理の推進に重点を置く他、2008年より地方自治体の廃棄物管理事業に国家

予算を配賦する「ピリサル・プロジェクト」を開始するなど、政策上の優先順位が高い

ことが認められる。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、NSWMSC

のサービスは国・州・地方自治体の各レベルで広く求められている。特に地方自治体関

係者の NSWMSC 支援に関する満足度は非常に高く、地方自治体関係者のほぼ全員が、

NSWMSC支援と州政府支援なしにモデルプロジェクトはできなかったであろうと述べてお
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り、NSWMSC支援の意義と必要性を示している。 

・我が国はODA戦略「対スリランカ国別援助計画」において、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）が不可欠であり、

日本は「美しいスリランカ」を実現・維持する援助プログラム・プロジェクトを形成す

る必要があるとしている。さらにJICAは援助重点分野のひとつとして「都市環境改善」

プログラムをあげており、本件は右プログラムのコアプロジェクトのひとつに位置付け

られている。 

 

(2) 有効性 

 本プロジェクトの有効性は中程度である。  

 プロジェクトは、地方自治体によるコンポストプラント、埋立地、し尿処理施設など多

数の目に見える成果を生み出した。その過程において、NSWMSCはその管理能力・技術力が

格段に向上させ、自治体支援体制を構築し、結果的に地方自治体関係者のほぼ全員が NSWMSC

支援と州政府支援なしにそれらモデルプロジェクトはできなかったであろうと述べてお

り、組織として地方自治体の廃棄物管理を支援するための体制は整いつつある。ただし、

コンポストプラント、埋立地、し尿処理施設などはあくまで効率的な廃棄物管理を実施す

るための道具にすぎず、各地方自治体は効率的な廃棄物管理を行うための仕組みづくりを

行う必要がある。NSWMSCには廃棄物管理システムの構築に係るより一層のキャパシティ向

上と地方自治体への支援実施が求められており、プロジェクト終了までの 5ヶ月に行うべ

き重要な課題である。NSWMSCがスタッフ数（特に技術職）を増員し、この点に留意した日

本人専門家による技術移転を重点的に行えばプロジェクト目標の達成が可能である。 

 

(3) 効率性 

 本プロジェクトの効率性は中程度である。 

 人員配置不足を除き、スリランカ側・日本側の投入は当初計画通り実施され、十分に成

果につながっている。人員配置不足については依然課題が残るものの、中間評価以降以下

の点で大きな改善がなされている。 

・2009年 2月に実施した中間レビューでは、NSWMSCのスタッフ不足により全員が業務に追

われ、日本人専門家も彼らの業務の「請負要員」となりがちであったことから、技術移

転の機会を失っており、効率性に課題ありと判断せざるを得ない状況にあった。しかし、

中間レビュー以降はローカルリソース（州エンジニア、大学教授、その他知見を有する

リソースパーソン等）との協力関係を強化し、ガイドラインの配布やリソースパーソン

を招いての技術研修等を行うといったような体制ができるようになり、効率性は格段に

向上した。 

 

(4) インパクト 

 本プロジェクトのインパクトは高い。                                                                                                                                                                                                                                                                            

・本プロジェクトにて選定した地方自治体において適正技術を用いたモデルプロジェクト

を実施することにより、その他の地方自治体の廃棄物管理を励行する効果をもたらして

いる。例えばスリランカのコンポストプラントの数は、2006年時点では 17ヶ所であっ

たが、2010年には 56ヵ所に拡大し、地方自治体 330の 17％を占めるようになっており、

これだけの普及に至った背景には、本プロジェクトのインパクトがあったものと評価で

きる。  

・他方、コンポストプラント等廃棄物管理施設を建設すれば廃棄物問題は解決されるとい

った施設第一主義の傾向がみられる。そういった施設はあくまで廃棄物管理のための道

具であり、施設建設後も廃棄物管理のために様々な活動が必要であるとの理解を普及さ

せる必要がある。なお、モデル地方自治体のひとつである Kuliyapitiya UCでは、廃棄

物施設建設後、さらに廃棄物管理システムが効果的に実施されるよう、コミュニティの

協力を得ながら分別収集を採用し始めている。 
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・また、プロジェクトにより、いくつかの州政府内に廃棄物管理委員会を組織されたこと

から、組織フレームについても大きなインパクトをもたらしている。 

 

 (5) 持続性 

  本プロジェクトの持続性は概ね高い。 

・本プロジェクトでは技術支援が主であり、施設建設の資金は、スリランカ側で省予算や

ピリサルプロジェクトによってほぼ確保されている。国際ドナーなど外部資金に依存し

ていないことから、財政上の自立発展性は確保されていると評価できる。しかし数年た

つと、ピリサルプロジェクトは終了し、地方自治体は廃棄物管理施設のためその他の資

金を探す必要が生じる。そのため、地方自治体向きの小規模融資制度を検討する必要が

ある。 

・プロジェクトの最終ステージでは、地方自治体における技術や組織面のさらなるキャパ

シティ向上に力を注ぐ必要がある。プロジェクト期間中にモデルプロジェクトにてグッ

ドプラクティスを示し、その後 NSWMSCが優れたスタッフとともに活動を継続すれば地方

自治体の技術や組織面の自立発展性は確保される。特に、NSWMSCは廃棄物管理施設の維

持管理及び廃棄物管理システムの構築にかかる地方自治体支援のキャパシティを向上さ

せる必要がある。 

・モデルプロジェクトの実施を通して、NSWMSCは州政府等の重要な関係者との協力しなが

ら地方自治体の廃棄物管理を支援する体制を構築した。今後はモデルプロジェクト対象

州以外の地域においても同様の体制づくりが展開できれば持続性は強化される。 

 

3-3 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

・プログラムアプローチの採用：地方政府・州議会省が2006年にNSWMSCを設置して以降、

本プロジェクトは地方自治体のアクションプラン策定や、コンポストプラント等のモデ

ル事業の実施を通して能力向上を行ってきた。現在は州政府を巻き込み、地方自治体の

廃棄物管理を支援するメカニズムを構築中であり、こうしたアプローチは次第に浸透し

発展してきている。これまでの成果は一つのプロジェクトで得られたものではなく、1990

年代後半から開発調査や技術協力プロジェクト、さらには青年海外協力隊や研修事業等

様々なアプローチによりなし得たものである。そのような戦略的な協力アプローチがキ

ャパシティ・ディベロップメントには重要である。 

・組織レベルのキャパシティ向上に適切な実施体制の構築：NSWMSCは地方政府・州議会省

のもとに設置されたため、NSWMSCは地方自治体に対し廃棄物管理にかかる働きかけを直

接行うことができる。さらに州政府レベルのより強力なコミットメントと、地方自治体

間のネットワークの構築により、より効果的なメカニズムの構築が進んでいる。今後、

州レベルでの廃棄物管理推進を進めるためには、省常設の廃棄物管理委員会を設置する

ことが重要である。 

    

(2)実施プロセスに関すること 

・NSWMSCの個人、組織キャパシティ・アセスメント方法：JICA専門家、NSWMSCスタッフは

ユニークなキャパシティ・アセスメント方法を採用している。それは毎年プロジェクト

に関する質問表を使って行うものであり、個人と組織のキャパシティを数値として可視

化でき、また、それらによりプロジェクトの進捗及び課題をも把握することができる。 

・本プロジェクトでは、地方政府・州議会省次官を委員長とし、同省、NSWMSC、財務省、

環境省、保健省、中央環境局、州政府等によるステアリングコミッティを設立し、半年

毎にプロジェクトの進捗及び重要な意思決定を行ってきた。当該ステアリングコミッテ

ィは、本プロジェクトの実施監理のみならず、関係者間の廃棄物管理にかかる情報交換、

スリランカの廃棄物管理にかかる議論、多数の廃棄物管理プロジェク間の調整などを行

う場としても重要な役割を果たした。 
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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 

特になし 

 

(2)実施プロセスに関すること 

業務量が増加する一方NSWMSCの人員配置が十分になされなかったため、NSWMSCの負荷は増

加し、多忙を極め、日本人専門家からC/Pへの技術移転の時間を十分に確保できない等技術

移転の非効率を招いた。ただし、配置されたスタッフの献身的な業務により、結果的には、

多数の廃棄物管理プロジェクト（2009年は約200百万ルピー）を支援できるほどまで組織能

力が向上し、プロジェクト目標が達成できなくなるほどの支障とはならなかった。ただし、

今後NSWMSCが地方自治体への廃棄物管理にかかる効果的な技術支援を継続的に行うために

は、人員（特に技術者）の追加配置が必要である。 

 

 

3-5 結論 

評価5 項目に関し、妥当性は高い。プロジェクトは、地方自治体によるコンポストプラン

ト、埋立地、し尿処理施設など多数の目に見える成果を生み出した。その過程において、

NSWMSCはその管理能力・技術力を格段に向上させ、自治体支援体制を構築し、組織として

地方自治体の廃棄物管理を支援するための体制は整いつつある。NSWMSCは人員増員、各地

方自治体の廃棄物管理の仕組みづくりにかかる支援強化、長期的な地方自治体の融資制度

の検討などの面でより一層の努力が必要であるものの、プロジェクト期間中にプロジェク

ト目標、上位目標は概ね達成可能である。持続性の面についても、長期的な資金の確保や

今後の持続性概ね高いと結論づけることができる。 

 

 

3-6 提言 

(1) NSWMSCの人員配置 

 プロジェクト終了後含め、今後 NSWMSCが地方自治体への廃棄物管理にかかる効果的な技

術支援を継続的に行うためには、最低 2名の技術者が必要である。現在空席であるコアス

タッフ（次長 1名、課長 1名）を早急に配置することが期待される。  

 

(2) 州政府レベルとの連携及び地方自治体間の連携  

州毎に状況は異なるものの、地方自治体支援のためには州政府との連携が重要である。

５州ではすでに廃棄物管理に関し NSWMSCとの協力関係ができているが、他の州においては

協力関係が必ずしも構築されてはいない。また、廃棄物管理を先行、グッドプラクティス

を蓄積している地方自治体が彼らの経験及びノウハウをその他の地方自治体と共有する

等、地方自治体間のネットワーク強化も重要である。 

 

(3) 研修による人的資源の開発  

  地方自治体レベルでのキャパシティは依然、質・量ともに不足している。自立発展する

廃棄物管理を実現するため、州政府や地方自治体の技術スタッフや環境、保健、コミュニ

ティ開発に関わるスタッフへの研修が必要である。NSWMSCは、州政府や地方自治体のスタ

ッフのキャパシティ強化のため、今後も様々な研修やワークショップを開催する必要があ

る。JICAの国別研修スキームが活用できれば有益と考えられる。 

 

(4) アクションプラン策定マニュアルの作成  

 NSWMSCスタッフは、本プロジェクトを通し、地方自治体の廃棄物管理のアクションプラ
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ン策定を支援するためのキャパシティを獲得した。今後は、地方自治体自身がより質の高

いアクションプランを短時間で策定できるよう、NSWMSCによる策定方法の見直しや技術的

アドバイス等が求められる。  

 

(5) 廃棄物管理システムの構築・管理 

プロジェクトで支援したモデルプロジェクトでは、コンポストプラントなどの廃棄物管

理施設が建設され、地方自治体の廃棄物問題は徐々に緩和されつつある。しかし持続的な

廃棄物管理事業の実施、施設の運転・維持管理、合理的な廃棄物管理フローには依然懸念

が残る。個々の施設はあくまで廃棄物管理の道具に過ぎず、地方自治体は、其々の状況に

応じた効果的な廃棄物管理システム（施設の運転・維持管理や分別、収集運搬、リサイク

ル等を含む一連の流れ）を構築する必要がある。NSWMSC及び地方政府・州議会省は、財務

面での持続性確保、既存施設の運転や維持管理にかかるアドバイスや指導の上、持続性的

な廃棄物管理システム構築・管理のための支援を行う必要がある。 

 

(6) 住民意識向上とマスメディアへのアプローチ 

 地方自治体が(5)で述べた廃棄物管理システムを実施する上で、特に実際の分別、収集等

でのキーとなる関係者である住民の巻き込みがこれまで十分になされているとは必ずしも

言えない。プロジェクトはアクションプランの説明等プロジェクトの先進的な活動を紹介

するによって廃棄物管理にかかる住民の理解促進（意識向上）や行動変容の重要性をアピ

ールする必要がある。  

 

(7) ステアリング・コミッティーの継続 

 プロジェクトのステアリングコミッティは、本プロジェクトの実施監理のみならず、関

係者間の廃棄物管理にかかる情報交換、スリランカ国の廃棄物管理にかかる議論、多数の

廃棄物管理プロジェク間の調整などを行う場として重要な役割を果たしてきた。このため、

本プロジェクト終了後もステアリングコミッティを継続することが重要である。 

 

 

3-7 教訓 

(1) ステアリング・コミッティーの役割 

 本案件では、廃棄物管理の政策・実施・資金に係る主要組織により構成されるステアリ

ングコミッティを形成し、プロジェクトの実施監理だけではなく、廃棄物管理に係る全般

的な議論も行うことで、NSWMSCの機能強化、関係者の連携促進、及び国家レベルで

の廃棄物管理政策にかかる協議促進にも貢献することできた。特に本案件におけるNSWMSC

のように新規に形成された組織の能力強化を通じた当該国の課題解決を目的と

する場合には、ステアリング・コミッティの有効な活用が重要と考えられる。 

 

(2) 個人、組織キャパシティ・アセスメント方法 

 本案件のように組織のキャパシティ向上をプロジェクト目標とする場合、質問

形式でのアセスメント（本案件においては管理・技術・業務環境の3つの項目に

よるアセスメントを毎年実施）結果を記録することにより結果を可視化でき、プ

ロジェクトの進捗及び課題をも把握することができると考えられる。 

 

 

 

 


