
 

評価調査結果要約表 

1. 案件の概要 

国名：バングラデシュ国 案件名： ダッカ市廃棄物管理能力強化プロジェクト 

分野：環境管理（廃棄物管理） 援助形態：技術協力（業務委託契約による） 

所轄部署：JICA バングラデシュ事務所 協力金額（評価時点）：約 5 億円 

 

 

協力期間 

(R/D): 2006 年 12 月 
2007 年 2 月～2011 年 2 月 
 

先方関係機関：ダッカ市役所（DCC） 

日本側協力機関：八千代エンジニアリング株式会社 

他の関連協力：開発調査（2003 年 11 月~2006 年 3 月）、環

境プログラム無償資金協力、債務削減相当資金、青年海外

協力隊員派遣、草の根無償資金協力 

1-1 協力の背景と概要 
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

の課題である。同市では、ダッ力市役所（Dhaka City Corporation、以下 DCC）が廃棄物管理を担っている

が、実施体制の脆弱さ、計画の欠如、機材不足、住民の意識の低さ等の理由により、適切な廃棄物管理が

行われてこなかった。ダッ力市が健全に発展を遂げ、住民が健康的な都市生活を享受するためには、適切

な廃棄物管理を実施する必要があるとの認識から、バングラデシュ国政府は 2002 年に我が国に対し同市

の廃棄物管理に係る調査及び計画策定を要請し、JICA は開発調査（ダッ力市廃棄物管理計画調査、2003

年 11 月~2006 年 3 月）を実施した。同調査では、マスタープラン策定（2005 年 3 月）後の 1 年間をフォ

ローアップ期間と位置づけ、DCC が上記緊急課題解決に取り組むための支援を行った。さらに、同調査

でまとめられたマスタープランを段階的かつ確実に実行し、同市における廃棄物管理体制を確立するた

め、バングラデシュ国政府は DCC への技術協力プロジェクトを要請し、本評価の対象となる「ダッ力市

廃棄物管理能力強化プロジェクト」（2007 年 2 月~2011 年 2 月）が開始された。 

これらの技術協力と並行して、環境プログラム無償資金協力（Environmental Grant Aid Project、以下

EGAP）による廃棄物収集車両の供与、債務削減相当資金（Japan Debt Cancellation Fund、以下 JDCF）に

よる最終処分場の拡張および建設、環境教育分野の青年海外協力隊員（Japan Overseas Cooperation 

Volunteers、以下 JOCV）の派遣、草の根無償資金協力による医療廃棄物管理プロジェクトの支援など、日

本国政府は複数の ODA スキームの連携を通じて協力を継続してきている。 
 
1-2 協力内容 
廃棄物収集・運搬を中心とした廃棄物管理全般の技術面・マネジメント面の課題に対処するための

DCC 職員の能力を強化し、ダッカ市内における効果的な廃棄物管理体制を構築することを目的とし

て、財務管理を含めた廃棄物管理全般の管理・調整能力強化、住民参加型廃棄物管理プログラムの促

進、収集運搬能力向上、最終処分場管理能力強化に係る支援を実施した。 

 
(1) 上位目標 

ダッカ市の廃棄物管理サービスが持続的に実施される。 
(2) プロジェクト目標 

ダッカ市の廃棄物管理サービスが向上する。 
(3) 成果 

1) 廃棄物管理活動の管理・調整のための能力が向上する。 
2) 住民参加型廃棄物管理プログラムが促進される。 
3) 廃棄物収集運搬能力が向上する。 
4) 最終処分場が適切に運転・維持管理される。 
5) 廃棄物管理のための会計システムが改善される。 

(4) 投入 
日本側： 



 

長期専門家派遣   0 名 機材供与   0.09 億円 
短期専門家派遣  10 名 ローカルコスト負担  0.46 億円 
研修員受入  30 名  
相手国側：カウンターパート配置約 100 名、執務室提供、ローカルコスト負担 

2. 評価調査団の概要 

調査者 総括/団長： 吉田 充夫 JICA 国際協力専門員 
社会配慮： 三宅 博之 北九州市立大学法学部教授 
環境協力： 眞田 明子  JICA 地球環境部環境管理グループ環境管理第一課 
協力企画１： 牧本 小枝 JICA バングラデシュ事務所次長 

協力企画２： 柏村 正允 JICA バングラデシュ事務所所員 
評価分析： 大迫 正弘  有限会社ネフカ 

調査期間 2010 年 8 月 8 日～2010 年 8 月 27 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 
 プロジェクト目標は以下の通りほぼ達成される見込みである。 

1) 廃棄物搬入量の目標値（52.5%、2,053 トン/日）はほぼ達成されており、上昇傾向も確認できる 
2) 廃棄物収集サービスに対するダッカ市民の満足度は目標値の 50％を達成している。 

(2) アウトプット 
1) アウトプット 1：廃棄物管理活動の管理・調整のための能力が向上する。 

ほぼ達成される見込みである。アウトプット 1 は、廃棄物管理局（Waste Management Department、
以下「WMD」）による体制および制度の整備を目指すものである。具体的には、WMD のマネージャク

ラスが廃棄物管理事業に必要な制度案を策定し、それを DCC が認可し、それに基づいて事業を計画し、

予算をつけ、実施し、グッドプラクティスを普及拡大するというものである。住民参加型廃棄物管理プ

ログラムや安全かつ衛生的な清掃人の作業体制の整備等の制度整備、各年度の事業計画の策定及びその

評価、事業計画に基づく廃棄物管理の事業実施並びにマスタープランの改訂については比較的順調に進

んでいるが、予算計画とグッドプラクティスの普及拡大には未だ日本人専門家チーム（JICA Expert 
Team、以下「JET」）の支援を必用としている。 
2) アウトプット 2：住民参加型廃棄物管理プログラムが促進される。 

達成される見込みである。アウトプット 2 は、住民参加型廃棄物管理プログラムを現場で担う清掃官

（Conservancy Officer、以下「CO」）、清掃検査官（Conservancy Inspector、以下「CI」）、清掃員（クリー

ナー）などが能力と意欲を高め、ワード（区）を単位とした住民参加型廃棄物管理活動（Ward-Based 

Approach、以下 WBA）を実施し、1 次収集サービスの改善を目指すものである。CI 等の経験・意識・能

力の向上、住民参加型廃棄物管理ガイドラインの策定、一次収集サービス業者（Primary Collection Service 

Provider（PCSP））認証・登録制度の展開等を基に 90 あるワードのうち、およそ 20 のワードで WBA に

よる住民参加型廃棄物管理が導入され、それぞれに一定の成果を上げている。また、本活動の核となる

数名の CI の能力的・意識的成長は著しいものがあり、彼らの職務内容も拡大している。 
3) アウトプット 3：廃棄物収集運搬能力が向上する。 

ほぼ達成される見込みである。アウトプット 3 は、WBA を通して、各ワードに適した新収集システ

ムの考案・導入を目指すものである。EGAP で供与した新収集システムに対応した新型収集車両の投入

も含まれている。イノベーティブな発想が要求される活動であるが、安全及び衛生の意識に対する認識

の向上に対する支援も行いつつ、CI を中心として約 20 のワードに新収集システムを導入した。一方で、

DCC側の負担事項であるドライバーの確保が十分進んでいないこと等によりEGAPで供与された 100台

の収集車両全てが稼働しているという状況ではないため、これらの車両の全面稼働が緊急の課題となっ

ているが、稼動している車輌のメンテナンスは定期的に行われている。 
4) アウトプット 4：最終処分場が適切に運転・維持管理される。 

達成される見込みである。アウトプット 4 は、ダッカ市内のふたつの最終処分場であるマトワイル処

分場（既存）とアミンバザール処分場（新設）の適切な運転・維持管理を目指すものである。なお、マ



 

トワイルの拡張工事とアミンバザールの新設工事は JDCF によるものである。マトワイル処分場の運営

管理に関しては、WMD の要員配置の遅れ、廃棄物管理・重機管理・輸送管理の縦割り体制の弊害、運

転手組合の妨害、予算不足など、様々な障害を抱えているが、JET の指導のもと、可能な限りの対策を

講じ、現状で許される最大限のパフォーマンスをあげていると思われる。アミンバザール処分場は、建

設工事が遅れており、部分的には操業を開始しているが、全面操業は 2010 年 10 月以降になる予定。 
5) アウトプット 5：廃棄物管理のための会計システムが改善される。 

達成される見込みである。アウトプット 5 は、廃棄物管理に関して、適切に予算策定し、執行し、収

支報告を行ない、最終的に廃棄物管理の収支の改善を目指すものである。予算策定および財務報告はな

されるようになってきている。執行も、予算費目にありながら全く執行されていなかった「コミュニテ

ィ予算」が徐々に執行されるなど、一定の効果が見られる。コスト効率に関してはプロジェクトが調査

中である。 
 

3-2 評価結果の要約 
(1) 妥当性：非常に高い 

バングラデシュ国の国家政策「バングラデシュ貧困削減戦略（PRSP）（2005 年 11 月）」、および日本の

対バングラデシュ援助政策「対バングラデシュ ODA ローリングプラン（2009 年）」は、ともにダッカ市

の廃棄物管理の改善と DCC の廃棄物輸送能力の強化を優先項目に挙げている。地域住民のニーズとして

は、依然としてダッカ市内の廃棄物に関する環境と衛生の問題は広範に存在しており、DCC の廃棄物管

理サービス向上の必要性は高い。プロジェクトのアプローチの適切性に関しては、開発調査、JDCF、草

の根無償資金協力、EGAP、JOCV と、広範多岐にわるアプローチの組み合わせが全体的でダイナミック

なプログラム・アプローチを形成している。 

(2) 有効性：普通 
本プロジェクト目標の「廃棄物管理サービス」は住民も含めた衛生・廃棄物管理の意識向上を基に収

集・運搬及び最終処分場管理サービスを提供することであり、各アウトプットの達成がそのサービスを提

供する能力強化に寄与したといえる。また財務管理を含めた組織能力の強化をアウトプットとして含める

ことでそのサービスを「持続的に」提供するための能力強化についてもアプローチしている。 

(3) 効率性：普通 
バングラデシュ側カウンターパートと JET は WMD の体制整備に予想以上の時間を割かれた。そのた

め、インプットを効率的にアウトプットに転換することができなかった。また、WMD の要員配置が遅れ

たために、相当数のカウンターパートが十分にプロジェクト活動に関わることができなかった。上記(2)

で述べた WMD の体制整の遅れとそれによって DCC が被った機会損失の問題は、効率性においても同様

にあてはまる議論である。 
(4) インパクト：高い（大きい） 

1) 上位目標の達成見込み 
上位目標の指標としている廃棄物収集量の将来予測を行うために収集量に係るデータの継続的把握が

必要であるが、上記記載の通り本プロジェクトでは適切に廃棄物を収集・運搬及び管理するサービスを持

続的に提供するための能力強化に係る支援を行っており、DCC が WMD の機能化に係る課題を解決し、

プロジェクトを通して得られた技術・知見を効果的に生かしていくことで上位目標の達成は可能と見込ま

れる。 
2) その他のインパクト 
 WBA 活動に深くかかわることによって、CI は非常に能力を向上させ、モチベーションも高まり、職

務内容も大きく広がっている。その結果、CI に対する DCC 職員や地区住民の認知度が上がっている。

 WBA 活動を通して、総合的・全体的な廃棄物管理が実現し、その最先端の現場を担う CI と清掃員

の意識が大きく変化した。合わせて WBA 活動が導入された地区では、地区内の環境がより清潔で衛

生的になっており、住民の衛生に対する意識向上も見られる 

 WBA 活動を通じて、地域住民とのコミュニケーションが深まり、DCC と住民の協働が可能になっ

てきている。ワードオフィスは地域に開かれた場を提供しており、DCC の行政サービスに関する説

明責任と透明性を高めている。また、ワードオフィスを通じて地域住民とのコミュニケーションが



 

深まった結果、苦情対応の時間が大きく短縮されている。 

 マトワイルおよびアミンバザール両処分場の周辺地域の環境に対する負の影響は認められない。 

(5) 自立発展性：低い 
1) 政策面 

「環境法 1995（Environment Act 1995）」以外に WMD の事業をバックアップする廃棄物管理に関する

ガイドラインや戦略が存在しない。プロジェクトは「Clean Dhaka – Directives of Waste Management 

Department」という、WMD の日々の業務の原則を定めるガイドラインを作成・配布しているが、DCC

と WMD には、本冊子をダッカ市内の廃棄物管理関係者に広く配布・徹底させることが期待される。 

2) 組織面 
組織面での課題は非常に大きい。DCC 側で対応すべき WMD の要員配置が大幅に遅れており、その

ためにダッカ市内の廃棄物管理に様々な障害を生んでいる。現在、配属されている職員はほぼ全員が出

向者で、今後も現ポストに留まるかどうかは不明である。そのため、WMD は非常に脆弱な組織体制と

なっている。また、DCC および WMD のトップマネジメントが頻繁に交代するため、マネジメントお

よび政策の一貫性が欠ける傾向がある。既述の通り、本プロジェクトの活動を通して、CI や清掃員とい

った廃棄物管理関係職員の認知度が高まり、彼ら自身も自分の仕事に自信と誇りを持つようになってき

ている。しかし、DCC の人事制度は依然として硬直的で、彼らの変化に対応できておらず、一部では

彼らのチベーションを低める要因となっている。 

3) 財政面 
DCC の廃棄物管理予算はコンスタントに増えてきている。しかし、依然として必要とするすべての

資機材やサービスを自前で調達できるには至っていない。 

4) 技術面 
特に CI のコアメンバーとマトワイル処分場のスタッフに対する技術移転は着実な効果をあげてい

る。しかし、既述の通り、WMD スタッフのほぼ全員が出向者で、WMD 以外に本来の職務を有してい

る。仮に彼らが WMD に留まらない場合、彼らに行なわれた技術移転は、彼らとともに WMD を去るこ

とになる。例えば、財務管理（アウトプット 5）のバングラデシュ側カウンターパートは能力・モチベ

ーションともに高いが、彼が唯一の財務関係のカウンターパートであり、監査局からの出向者である。

したがって、財務管理分野での技術的な自立発展性も高いとは言えない。 
 

3-3 効果発現に貢献した要因 
(1) 計画内容に関すること 

開発調査（ダッ力市廃棄物管理計画調査、2003 年 11 月~2006 年 3 月）、その後の 1 年間のフォローア

ップ、そして、開発調査でまとめられたマスタープランを実行するための本技術協力プロジェクト、環境

プログラム無償、さらには、JDCF を用いた最終処分場の拡張・新設、環境教育分野の青年海外協力隊員

の派遣、草の根無償資金協力を用いた医療廃棄物管理プロジェクトの支援と、日本国政府は 10 年におよ

ぶ廃棄物管理分野での協力を継続している。これらが全体として複数の異なるスキームを効果的に組み合

わせたプログラムを形成しており、この包括的なアプローチが効果の発現に貢献している。 

(2) 実施プロセスに関すること 

WMD は技術部門（engineering wing）と廃棄物管理部門（conservancy wing）からなる縦割り体制にな

っており、業務が必ずしも効率的に行なわれていない。この非効率さを緩和するために、プロジェクトは

両部門の協働体制で業務を行なう WBA という新たなアプローチを採用した。これは、現状に柔軟に対応

した適切なプロジェクトの軌道修正であり、高く評価できる。また、本プロジェクトの当初のデザインは、

廃棄物の収集ルートを見直すことによって処分場への廃棄物搬入量を増加させるというものであった。し

かし、プロジェクト開始後、交通量の多さや住民など関係者の合意形成の難しさから、収集ルートの見直

しが困難であることが判明した。そこでプロジェクトは、収集車両数を増やすことによって収集量の増加

を目指すというアプローチに軌道修正し、EGAP を申請することによって 100 台の収集車両を調達した。

これもまた、実施プロセス中の適切な軌道修正として高く評価できる。 
 

3-4 効果発現を阻害した要因 



 

(1) 計画内容に関すること 
外部条件及び前提条件でありDCC側がプロジェクトの初期の段階で達成すべきであったWMDの設立

及び必要な人員の確保を含めた WMD の機能化が当初計画から大幅に遅れたことでプロジェクトの運営

及び効果発現に大きな影響を与えた。計画段階での外部条件・前提条件の実現可能性をより詳細に分析す

る、プロジェクト開始のタイミングを図る、外部条件・前提条件を必要に応じて内部化するといった対策

を適宜講じることでプロジェクトの成果を更に効果的に発現させることができたと考えられる。 

(2) 実施プロセスに関すること 
WMD の要員配置が大幅に遅れていること、WMD 内の技術部門（engineering wing）と廃棄物管理部門

（conservancy wing）間、マネジメントとフィールドレベル職員間での連携が十分図れていないこと、DCC

内の他の関連部局（運輸局（Transport Department）と機械部（Mechanical Division））との連携・コミュニ

ケーションが不十分であること、収集車の運転手組合（Drivers’ Union）が WMD に敵対的であることなど、

実施プロジェクトに関しては様々な阻害要因が見られる。しかし、それにもかかわらず、バングラデシュ

側カウンターパートと日本人専門家チームの努力と様々な工夫によりプロジェクト目標とアウトプット

の多くが一定程度、達成されたことは、高く評価できる。 
 

3-5 結論 
DCC とダッカ市民の本プロジェクトに対する期待及び必要性は高く、本プロジェクトの妥当性は高い。

しかし、WMD の組織体制の整備の遅れから、バングラデシュ側カウンターパートおよび日本人専門家チ

ームの真摯な努力にもかかわらず、いくつかの事業・活動において当初計画通りに進んでいない部分が見

られ、加えて自立発展性に課題を残している。 

一方、このような状況の中で、WBA 活動は一定の効果を示しており、様々な可能性を提示している。

CI のコアメンバーや清掃員も、WBA 活動を通して能力やモチベーションを高めている。PCSP を介した

コミュニティの参加も高まっており、収集サービスに関する住民満足度は総じて高まっている。EGAP に

よって供与された収集車 100 台をフル稼働させるなど、投入された機会を最大限に生かしてダッカ市の廃

棄物管理をさらに改善させるためには、WBA 活動の一層の維持・拡大が強く望まれる。 
 
3-6 提言 
1) WMD の機能化（人員配置） 
・ 本プロジェクトでは住民参加型廃棄物管理等プロジェクトにおいて開発・導入した活動・アプローチ

を局の公式な業務として規定しかつマニュアル化することで、人員不足及び人事異動に可能な限り対

応できる工夫をしているが、プロジェクトの自立発展性を確保するためには DCC は可及的速やかに

WMD の人員配置を完了させることが必要である 
・ 本プロジェクトを通して経験・能力を積んだ C/P を WMD において今後十分に活用できる人員体制と

すること 
2)  コミュニケーションの更なる促進 
・ Chief Engineering Officer（CEO）と Chief Waste Management Officer（CWMO）等 DCC 上層部、

WMD 実務者レベル及び専門家チーム間のコミュニケーションをさらに密にする。 
・ WMD のスタッフと一次収集業者・ドライバー・クリーナー等収集現場でのワーカーレベル間のコミ

ュニケーションの促進 
・ WMD と廃棄物収集車輌を含めた DCC 全体の車輌管理を行っている「Transport Department」及び

「Engineering  Department」との連携促進 
  3) WBA の促進・拡大。 
  ・ WBA の中で設置してきたワードオフィスはワードレベルでの意見交換の場、廃棄物管理にかか

るスタッフの地位向上等多様な役割を果たしており今後も積極的に設置に取り組むべき。 
・ WBA を全市に拡大していくためには本プロジェクトの C/P でもある「WBA コアグループ」のメン

バーの経験・能力を十分に活用すべきである。 
・ WBA 促進の土台作りのための住民啓発、環境教育の促進 
4) 廃棄物処分場の運営・維持管理の改善。 



 

・ マトワイル処分場で（現在期限付きで雇用している）処分場管理ユニットのスタッフの正式雇用及び

アミンバザール処分場での処分場管理ユニットスタッフの新規配置を迅速におこなうこと。 
・ 処分場管理スタッフと（Engineering Department に所属の）重機オペレーターとの協同・連携をさ

らに促進する。 
 
3-7 教訓 
1) 本プロジェクトにおいて外部条件、前提条件とされプロジェクトの初期の段階で DCC 側により完了

されるべき条件であった WMD の設立、人員配置が大幅に遅れたことによりプロジェクトの運営・管

理に大きな影響が生じた。類似プロジェクトの実施に当たっては各国の社会的、政治的現状を十分に

考慮し、外部条件、前提条件の実現可能性とともに、事前評価段階で関係する機関の適切性について

体制等も含めて適切かどうかについてより深く検証する必要がある。 

2) 本プロジェクトでは WBA というアプローチを取ることで（それまでほぼ交流がなくむしろ対立する

ことさえあった）WMD 内部間の連携、WMD と他部局（Transport Department 等）との連携強化が進

み、そのことが廃棄物管理サービスの向上に繋がった。廃棄物管理については担当部局以外に様々な

部局が係わっていることが多い（また組織上は一元化されても実質的に事業・権限が分散しているケ

ースもある）ことから、部局間等での連携強化を効果的に図ることができるかどうかもプロジェクト

目標の達成に大きな影響を与える点に留意する必要がある。 

3) 本プロジェクトでは WBA を進めていく中で社会的地位が非常に低かった廃棄物管理従事者（CI、ク

リーナー)の地位向上にも努め、従事者のモチベーションを高めて、地位・モチベーションの向上がワ

ードレベルでの廃棄物管理能力の向上につながった。他の国においても廃棄物管理は貧困者もしくは

社会的な地位が低い人々が従事する場合が多く、従事者の地位・意欲・モチベーションを向上させる

アプローチが現場レベルでの廃棄物管理業務の改善に繋がる点に配慮する必要がある。 

4) 包括的に技術協力プロジェクト、環境プログラム無償、環境教育 JOCV 等の投入を行ったことも（未

だ課題は残るものの）ダッカ市の廃棄物管理能力の向上に貢献した。ダッカ市においては廃棄物管理

に係るソフト面での課題に加えて、ハード面での課題及び住民の衛生に対する認識の低さといった課

題があり、同様の状況にある国・都市においては、包括的アプローチが有効といえる。 

 


