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国名
地方自治体廃棄物総合管理プロジェクト

エルサルバドル

Ⅰ 案件概要

協力金額 563 百万円

協力期間 2005 年 11 月 1日 ～2009 年 3月 31 日
相手国側機関 環境天然資源省（MARN）、厚生省（MSPAS）、自治体開発庁（ISDEM）

日本側協力機関 八千代エンジニアリング（株）

関連案件

・サンサルバドル首都圏廃棄物管理計画（開発調査、1999～2000 年）
・地方自治体廃棄物総合管理プロジェクトフォローアップ協力（フォローアップ、2010 年 2 月）
・環境教育（青年海外協力隊、パイロットプロジェクト対象地域：延べ 9名)
・地域別研修「中南米地域廃棄物処理技術及び 3R」帰国研修員支援（2011 年度）

プロジェクトの
背景

エルサルバドルでは、都市部や市街地への人口集中、消費増大、経済構造の変化により廃棄物の量が
増加しているにもかかわらず、廃棄物管理体制が整っていないため、適切に処理処分されない廃棄物に
よる地下水汚染や土壌汚染が拡大し、健康面や生態系への悪影響が問題となっていた。1998 年に「環境
基本法」、2001 年には「固形廃棄物政策」が策定され、環境天然資源省が「固形廃棄物国家戦略計画」
を作成するなど対策に必要な体制及び具体策を形成する一方、大統領令により 2007 年 9 月までに国内
の不適切なゴミ捨て場所の撤去あるいは適正管理を開始することが決められた。しかし、実施機関であ
る自治体の多くは、十分な対応能力を持たず対策が遅れ、不十分な廃棄物の収集サービス、不衛生な廃
棄物処分場などの問題を解決できないでいた。こうした状況に対応するため本プロジェクトは、自治体
の対応能力不足に対する解決策として上記の固形廃棄物政策で言及されている複数自治体による廃棄
物対策モデルとして、自治体グループ内に廃棄物管理体制を構築するとともに、その過程で関係者、関
係機関の能力を向上させ、この成果をエルサルバドルの他の自治体、さらには他の中米諸国の自治体に
普及させることを目指した協力を期待して要請されたものである。

投入実績

日本側 相手国側
1. 専門家派遣

専門家：29 人（廃棄物管理、収集・運搬、中間
処理、最終処分、環境教育等）

2. 研修員受入 9人
3. 機材供与  36 百万円
4. 現地業務費 116 百万円

1. カウンターパート配置 21 人
（環境天然資源省 8人、厚生省 3人、自治体
開発庁 10人）

2. 土地・施設提供 プロジェクト事務室、ISDEM
の施設や設備

3. ローカルコスト負担 カウンターパート給
与、研修予算

プロジェクトの
目的

上位目標

全国の地方自治体が、環境衛生改善のため、適切な廃棄物総合管理（ISWM1）を実施する。

プロジェクト目標

中央政府の ISWM 関係機関（環境天然資源省、厚生省、自治体開発庁）が、エルサルバドルの地方自治
体に ISWM を普及するための能力を強化し、かつ中央政府が戦略的 ISWM 推進計画の権限内での実施を決
定する。

アウトプット

・中央政府がラ・ウニオン県北部自治体組合（ASINORLU2）の協力により ASINORLU の 9 市において ISWM
についての持続可能なモデルを開発する。

・中央政府が ASINORLU の協力により妥当かつエルサルバドルの自治体の現況に合わせたガイドライン
を開発する。

・中央政府のカウンターパート（C/P）要員が ISWM に関する知識・経験を習得する。
・中央政府の C/P 要員が自治体のトップ・職員・その他の関係者・中央政府職員・NGO に対する ISWM

に関する研修実施、意識の向上のための能力を身につける。
・中央政府が全国の地方自治体に対しての戦略的 ISWM 推進計画を開発する。

Ⅱ 評価結果

総合評価

エルサルバドルでは、自治体が十分な廃棄物管理の対応能力を持たず、不十分な廃棄物の収集サービス、不衛生な廃棄物

処分場などの問題解決が急務であり、そのために、廃棄物行政の主務官庁である環境天然資源省、1998 年以前の同主務官

庁でありその後保健衛生の観点から廃棄物管理につき指導を行う厚生省、および自治体の管理能力強化支援を行う自治体開

発庁、という、廃棄物対策に責任を負う中央政府組織の能力強化が必要とされていた。

本プロジェクトはプロジェクト目標として目指した「中央政府の廃棄物総合管理（ISWM）関係機関（環境天然資源省、厚

生省及び自治体開発庁）が、エルサルバドルの地方自治体に ISWM を普及するための能力を強化し、かつ中央政府が戦略的

                                                  
1 ISWM(Integrated Solid Waste Management)は、廃棄物の収集運搬から最終処分までの一連の廃棄物処理を適正に実施することを指す。
2 Inter-municipal Association of Municipalities of Northern La Unión Department



ISWM 推進計画の権限内での実施を決定する」につき、ラ・ウニオン県北部自治体組合（ASINORLU）でのパイロット事業に

よる ISWM モデルの構築や研修を踏まえた自治体向けガイドラインの作成および戦略的ISWM 推進計画（案）の策定・中央政

府による承認という形で達成しており、また、上位目標「全国の地方自治体が、環境衛生改善のため、適切な廃棄物総合管

理（ISWM）を実施する」については、2010 年に策定された「固形廃棄物処理向上国家計画」に従い環境天然資源省によっ

て推進され、三つの自治体組合（計 23 市）が ISWM を導入した最終処分場建設を行っており、概ね想定通りの効果発現が認

められる。持続性については、本プロジェクト終了後、カウンターパート機関の 1 つである環境天然資源省に 2010 年廃棄

物ユニットが設置され ISWMに係る国家プログラムに基づき全国自治体への ISWM 普及を進めているところであるが、別のカ

ウンターパート機関である自治体開発庁で政策課題の優先順位が変更になり、自治体開発庁に関しては本プロジェクトで能

力向上が図られた人材による廃棄物管理の知識及び経験の普及が制限されているため、体制面の一部に問題が見受けられ

た。

また、妥当性については、エルサルバドルの開発政策・開発ニーズ及び日本の援助政策と、事前評価・プロジェクト完了

の両時点において合致している。効率性については、プロジェクト期間は計画通りであったが、協力金額が計画値を大幅に

上回った。
以上より、総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は高いといえる。

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに国家計画（2004－2009）及び環境天然資源省が策定し
た国家環境戦略で掲げられた廃棄物管理を含む環境保全や、2007 年 9 月に立法政令 237 号で掲げられた①不衛生な処分場
の閉鎖、②同省の認める衛生埋立方式による処分場の利用」というエルサルバドルの開発政策、廃棄物管理を含めた環境分
野への開発ニーズ及び、日本の援助政策「JICA 国別事業実施計画」に援助重点分野として掲げられた「持続的開発のため
の環境保全」の協力プログラム「環境衛生改善」と十分に合致しており、妥当性は高い。

2 有効性･インパクト
本プロジェクトの実施により、プロジェクト目標として掲げられた「関係機関が地方自治体に ISWM を普及するための能

力を強化し、かつ中央政府が戦略的 ISWM 推進計画の権限内での実施を決定する」は達成された。すなわち、ASINORLU での
パイロット事業（廃棄物収集・運搬、処分場の建設・回収・運営、市民への啓蒙等）による ISWM モデルの構築や関係機関
職員への研修等を通し、自治体が ISWM を適用するためのガイドラインや自治体向け研修プログラムが開発され、さらに自
治体が ISWM を実践するにあたって中央政府が取るべき財政的・技術的施策や広域自治体連合組合との関係強化等を提案し
た戦略的 ISWM推進計画（案）が策定された。同計画（案）は 2008 年 10 月 16 日に環境天然資源大臣、厚生大臣及び自治体
開発庁長官に承認された。

また、上位目標については、環境天然資源省は上記戦略的 ISWM 推進計画を参考にして 2010 年 5 月に「固形廃棄物処理向
上国家計画」を策定し、6ヶ所の衛生埋立て最終処分場新設、3ヵ所の既存処分場の拡張、42 ヵ所のコンポスト製造所の設
置が計画されている。これに基づいて、衛生埋立処分場が 3箇所（Santa Ana 県（13 市で組合結成）、 Ahuachapán 県（同 6
市）、 Chalatenango 県（同 4市））にて建設中である。建設に当たっては、該当する市役所の意思決定者（市長、市議会）
や IDB、KfW といった国際機関を巻き込んだ形で施策が展開されている。処分場のほか、2011 年には全国 11 箇所で有機廃
棄物を利用したコンポスト製造所が建設されており、これらは複数自治体で結成された組合方式の運営も実施されている。
さらに、プロジェクト終了後、環境天然資源省は帰国研修員フォローアップ事業を活用して全国の自治体向けの研修を実施
しており、ASINORLU も他市や他国からの視察を受け入れているなど、本プロジェクトへの関心は引き続き高いと言える他、
本プロジェクト成果の他事例への応用可能性を示唆している。一例として、隣国ホンジュラスからは、環境大臣が本プロジ
ェクトサイトの視察を行っており、本プロジェクトで能力強化されたエルサルバドル人による技術移転等をコンポーネント
とする三角協力技術協力プロジェクトが日本政府に要請されている。このように、本プロジェクトで得られた成果が中米諸
国へ普及する動きがみられており、更なるインパクトの発現が期待できる。自然環境へのインパクトについては、パイロッ
ト事業によって改修・運営した最終処分場からの排水は定期的な水質検査の結果問題なく、また収集・運搬に伴う住民から
の苦情等負の影響は確認されていない。よって、有効性・インパクトは高い。

ASINORLU の運営する最終処分場 プロジェクトで供与した機材（稼働中） 見学受入れの様子（浸出水処理池の説明）

3 効率性

本プロジェクトの成果の産出に対し、投入要素が概ね適切であり、協力期間は計画内に収まったが(計画比 95％)、処分
場建設費の増加や供与機材の増加などにより、協力金額が計画を大幅に上回ったため（計画比 160％）、効率性は中程度で
ある。



4 持続性

本プロジェクトは、政策制度面に関しては、開発 5 か年計画（2010-2014）の中に統合的廃棄物管理が明記されており、

引き続き重要な位置づけにある。ただし、協力終了後、カウンターパート機関の 1つ環境天然資源省では廃棄物ユニットが
設置され体制が強化されたが、地方自治体の職員などに対する研修実施を担う自治体開発庁では他の優先分野に時間を割か
ざるを得ない状況である。本プロジェクトで能力向上が図られた人材による廃棄物管理の知識及び経験の普及は必要に応じ
て行われているものの、限定的であり、実施機関の体制面に一部課題があると判断できる。財政面では、各機関とも潤沢で
あるとは言えないものの、予算は安定的に確保されている。ASINORLU では廃棄物最終処分場使用料によって運営費をまか
なっており、収支も最近 3年間黒字であることから財政状況は安定しつつある。また、技術面では、技術移転を受けた中央
政府機関職員の離職はほとんどなく、また ASINORLU での最終処分場運営については、新規に発生した課題（例えば、ガス
抜き管まわりの目詰まりによると思われるメタンガスの発生等）に対しての技術的な対応には担当職員のみでは困難である
ものの、日常的な運営についてはフォローアップ協力の成果もあり、移転された技術を用い処分場の運営が継続されている。

以上より、実施機関の体制面に課題があると判断され、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中程度である。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

本プロジェクトのカウンターパート機関の 1つ環境天然資源省では廃棄物ユニットを設置し、全国規模での ISWM 推進体

制が強化されてきている。一方 自治体開発庁では、終了時評価時点で廃棄物管理が優先政策課題でなくなっており、カウ

ンターパートの廃棄物管理に関する知見が十分に活かされているとは言い難い状況にある。本プロジェクトで技術移転が図

られたカウンターパートの知見がより活用されるよう、環境天然資源省が自治体研修を実施する際の講師として自治体開発

庁を常に巻き込む、モデル事例として ASINORLU への技術的支援・財政支援を継続するなど、同省廃棄物ユニットと本プロ

ジェクトカウンターパート機関との更なる協働を提案する。

JICA への教訓：

プロジェクト終了後もフォローアップ事業を活用したり、青年海外協力隊や帰国研修員フォローアップ事業等と連携を図

ってきたりしたことは、エルサルバドル全体における ISWM 推進に貢献しており、異なるスキームを組み合わせた結果、プ

ロジェクトの成果の全国への普及が促進された点で他プロジェクトへの有用事例といえる。


