
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:技術協力プロジェクト

評価実施部署：パレスチナ事務所（2013 年 12 月）

国名
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

パレスチナ

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの
背景

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、中央政府であるパレスチナ自治
政府の下、両地区合わせて計 16の行政区域（Governorate、県に相当）と、さらにその下に 483 の地方自治
体（LGU:Local Government Unit）が存在した。多くの LGU では、財政難などで十分な廃棄物管理サービス
が提供されておらず、不適切な処理による健康や環境への負の影響が懸念されていた。他方、地方自治法に
おいて、地方行政サービスの実施に関して小規模 LGUが連合し、広域行政カウンシル（JSC: Joint Services 
Council）1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、共同でごみ処理事業を行うなどの取
組みがとられ始めた。このような背景下、パレスチナ自治政府から日本に対し、ジェリコおよびヨルダン渓
谷地域（JJRRV：Jericho and Jordan River Rift Valley）での JSC を主体とする廃棄物管理モデルの確立
に向けた技術協力への要請がなされた。

プロジェクトの
目的

1. 上位目標：
（1） パレスチナ自治政府（PNA: Palestinian National Authority）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. 想定された課題解決への道筋2：本プロジェクトは、JJRRV における廃棄物管理の主体となる組織（JSC）
の整備、廃棄物管理改善のためのアクションプランの実行（廃棄物収集・輸送、処分場の改善等）、廃
棄物管理に関する市民の意識改善を目的とするワークショップの開催により、廃棄物管理システムのモ
デルの構築と、その実践経験の他の地方自治体への共有を図り、もってパレスチナ全体の廃棄物管理に
関する基本政策の策定と JSC を主体とする廃棄物管理モデルの普及を目指す。

実施内容

1. プロジェクトサイト：ジェリコおよびヨルダン渓谷地域
2. 主な活動：廃棄物管理のための組織整備、JSC 職員の研修、廃棄物処理に係る各種マニュアルの作成、

廃棄物収集・輸送の改善、廃棄物処理場の改善、市民向けワークショップの開催等
3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣

長期専門家 0人、短期専門家 10 人

(2) 研修員受入 22人
(3) 第三国研修（ヨルダン）9人
(4) 機材供与 ジェリコ処分場拡張、廃棄物処理用機材

の修理・スペアパーツ、等

相手国側
(1) カウンターパート配置 6人
(2) 土地・施設提供 JSC の施設・機材

協力期間
2005 年 9月～2008 年 8 月
（延長）2008 年 9月～2010 年 2 月

協力金額 395 百万円

相手国実施機関
地方自治庁（MoLG: Ministry of Local Government）、ジェリコおよびヨルダン渓谷広域行政計画・開発評
議会（JSC JJRRV: Joint Council for Services Planning and Development for Solid Waste Management in 
Jericho and the Jordan River Rift Valley）3

日本側協力機関 八千代エンジニアリング株式会社

関連案件

我が国の協力：パレスチナ地方行政制度改善プロジェクト（技協、2005～2010 年）、本プロジェクトフォロ
ーアップ事業（2008 年～2011 年）、パレスチナ地方行政制度改善プロジェクトフェーズ2（技協、2012～2014
年）、UNDP 経由での廃棄物収集機材供与（無償、2006～2009 年）、西岸地域廃棄物管理改善計画（無償、2012
年～2015 年）
他ドナーの協力：固形廃棄物環境管理プロジェクト（世界銀行、2000～2009 年）、南部西岸地域固形廃棄物
管理プロジェクト（世界銀行、2009～2014 年）、固形廃棄物管理プログラム（GIZ・KfW、2005～2012年、2011
年～）

Ⅱ 評価結果

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「パレスチナ環境戦略」（1999 年）および「パレスチナ
改革開発計画」（2008～2010年）に掲げられた「廃棄物管理体制の確立」というパレスチナの開発政策、「廃棄物の適切な収集
と最終処分の実施」という開発ニーズ及び行政能力の向上を含む「国づくり・改革支援」および廃棄物処理を含む「生活基盤
改善」を重点分野とする日本の援助政策と十分に整合しており、妥当性は高い。
2 有効性・インパクト

                                                  
1 プロジェクト実施時点では、通称で Joint Councils for Services, Planning and Development (JCspd)と呼ばれることもあった。
2 事後評価時に整理。
3 ジェリコ市及びヨルダン渓谷の 16LGU の計 17LGU により構成される。



各地域で収集したごみを、中継基地で最終

処分場まで運ぶ容器に積み替えている。

積み替えた容器を中継基地から最終処分

場まで輸送する。

本プロジェクトでは、プロジェクト目標として目指した、JJRRV における持続的で衛生的な廃棄物管理システムの導入およ
びその実践経験の関係者間での共有は概ね達成された。プロジェクト完了時点においては、JJRRV 域内の 17LGU のうち、16LGU
において定期的なごみ収集サービスが開始され、それまで利用されてきた域内 4ヵ所の不法投棄場所への持ち込みは停止され
たため、不当投棄は減少したと判断された。事後評価時点では、3LGU において料金支払率の低下によりサービスを停止してい
るものの、13LGU において定期的なゴミ収集サービスが継続している。プロジェクト完了後対象地域のごみ排出量は測定され
ていないため、事後評価時点における不法投棄量は確認できていないものの4、不法投棄場は減少しており、かつ、ゴミ収集量
およびジェリコ処分場における廃棄物処理量は増加しており、JJRRV 域内における不法投棄量は減少しているとみられる。医
療廃棄物処理については、2006 年 3 月以降の政治的変動の影響による財政難から、新ジェリコ病院での焼却処理のための燃料
費を賄うことができず、プロジェクト完了時点ではジェリコ処分場の専用場所において埋立処理が行われていた。事後評価時
点では、一部医療廃棄物については焼却処理が行われるようになり、それ以外の医療廃棄物は引き続きジェリコ処分場で埋立
処理が行われている。また、JSC JJRRV は、本プロジェクトにおいて組織体制の整備（任務分掌の明確化、会計管理システム
の導入、管理機材の維持管理体制の確立など）を行った。特に料金徴収方法の改善により、懸念された財務赤字は 2009 年以
降概ね黒字を計上しており、事後評価時点でも良好な財務基盤を維持している。また、本プロジェクトで導入された廃棄物処
理システムは、プロジェクト実施中に国家レベルの廃棄物管理システムに係るセミナーやヨルダン川西岸地域 11JSC 会議等を
通じて紹介され、JSC を主体とする広域廃棄物管理システムのモデルとして共有された。

上位目標としては、「国家廃棄物管理戦略（2010～2014 年）」に JSC を実施主体とする廃棄物管理システムの考え方が反映
された結果、すべての行政区域において JSCが設立され、廃棄物管理サービスの提供を
行うようになった。さらに、プロジェクト完了後、JICA フォローアップ事業によるセミ
ナーや他ドナーの支援による研修等を通じてモデルの普及が図られた。その結果、ヨル
ダン川西岸地区の 11JSC のうち 7JSC において、設備・機材の運営維持管理、人員配置・
管理、財務会計システムといった本プロジェクトで導入された運営モデルの一部5が実
践されていることから、上位目標は部分的に達成されたと判断される。

正のインパクトとしては、JSCを主体とする廃棄物管理を実践しているトルカレム、
ナルブス等では、不法投棄場を多数閉鎖し、適正な最終処分場における廃棄物処理が行
われるようになり、不法投棄量が減少したという効果が確認されている。不法投棄の減
少は、住民の衛生環境の改善にもつながっており、農村部の住民へのインタビューによ
れば「悪臭がなくなり、周辺の衛生状態が向上し、子供の病気が減った」との声も聞か
れた。また本プロジェクトを通じて、行政担当者と住民が「一緒に働く」という意識や
公共サービスに対する対価を支払うという意識が醸成されたことも、社会的インパクト
として確認された。他方、当初ラマッラに建設が予定されていた広域処分場に収集した
ゴミを搬入することが計画されていたものの、同処分場の建設が遅れ、ジェリコ処分場
が継続利用されているため、ジェリコ処分場は処理能力の限界に達している。そのため
処分場の表面にある廃棄物の発火によって大気汚染が発生している。また、汚水や家畜
処理場の廃棄物の受入を行っているものの、下水処理場の未整備のため悪臭が発生する
といった問題が発生している。ジェリコ処分場の処理能力については無償資金協力によ
る拡張工事が予定されており、下水処理場についても既に無償資金協力（2015 年完了
予定）による建設が実施されており、これらの点は解決される見通しである。

以上より、本プロジェクトの有効性・インパクトは、高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(プロジェクト目標)

① JJRRV における持続

的で衛生的な廃棄物管

理システムの導入

② 廃棄物管理の改善事

例の共有

収集・運搬が改善され、不法

投棄が減少する。

（プロジェクト完了時）達成。定期的な収集サービスを受ける LGU は 16 となり、

JJRRV 内の非衛生処理の 4 処分場は閉鎖。

（事後評価時）2010年から2012年のJSCによるごみ収集量（推定値、2010年11,586

トンから 2012 年 14,025 トン）およびジェリコ処分場の廃棄物処理量 10,985 ト

ンから 13,305トン）の増加。

医療廃棄物の分別収集と適正

処分がなされる

（プロジェクト完了時）部分的に達成。新ジェリコ病院の財政難から同病院での

焼却処理を実施できず、ジェリコ処分場の専用場所で処理。

（事後評価時）引き続きジェリコ処分場の専用場所で処理。薬品等一部の医療廃

棄物については、新ジェリコ病院で焼却処理。

現地の条件に応じた適正技術

による衛生埋立がなされる

（プロジェクト完了時）達成。改善されたジェリコ処分場での廃棄物処分の実施。

（事後評価時）ジェリコ処分場の実質的な処理可能残余期間は終わっているが、

廃棄物の堆積の高さを 2.5mから 4m上げることによって対応し、2014 年 3月まで

は受入可能。

廃棄物を担う機関が、財政基

盤を改善する。

（プロジェクト完了時）達成。2009 年に JSC JJRRVは黒字化。
（事後評価時）JSC は概ね黒字を維持。

パレスチナ他地域においてジ

ェリコ及びヨルダン渓谷の改

善事例が認識される。

（プロジェクト完了時）達成。セミナーやワークショップを通じて、関係省庁や
LGU、他の JSCに改善事例が紹介された。

(上位目標)

① 地方都市の包括的な

廃棄物管理に関する

基本政策の確立と具

JSC による廃棄物処理に係る

政策文書

（事後評価時）達成。JSC を主体とする廃棄物管理サービスのモデルは、国家戦
略に反映された。

上記政策に基づく具体的な行

動計画（例、中期計画）

（事後評価時）達成。行動計画は策定された。

                                                  
4 不法投棄量は、ゴミ排出量と適正な最終処分場で処理される廃棄物量の差により推定される。
5 管理マニュアルの活用や住民の啓発活動は、7JC 中 4JC のみ実施していることが確認された。



体的な方針の整備

② 効果的な廃棄物管理

体制モデルのパレス

チナ全土への普及

JJRRV におけるセミナー・研

修コースの定期的な開催

（事後評価時）達成。JICAフォローアップ事業として、モデルの普及のためのセ
ミナー・研修を開催。

PNA 内（の地方自治体）にお

ける JJRRV/SWM モデルの実現

（事後評価時）達成。7つの JSC において、設備・機材、人員、財務会計システ
ムのモデルが実施されている。

出所：終了時評価報告書、プロジェクト完了報告書、カウンターパートへの聞き取り調査。

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素は概ね適切であったが、パレスチナ国内の政治情勢により、JICA が直接機材
調達を行うことが困難であったため、UNDP 経由での機材調達（廃棄物収集車両および機材）としたものの、その遅延により協
力期間を延長し専門家が活動を継続した結果、協力期間は計画を大幅に上回り（計画比 150％）、またそれに伴い協力金額も計
画を上回ったため（計画比 146％）、効率性は中程度である。

4 持続性
政策面では、「国家廃棄物管理戦略（2010-2014 年）」において、JSC を主体とする広域廃棄物収集・最終処分体制の整備の

方針が打ち出されたことから、本プロジェクトで導入された廃棄物管理モデルが国家戦略に反映された。実施体制について、
JSC JJRRV においては、人員 38名に増員され、処理施設および運搬車両の維持管理、13LGUの定期的なごみ収集サービス、ジ
ェリコ衛生処分場における最終処理を行うという体制が維持されている。また、サービス提供を受けているLGU は料金徴収、
廃棄物の一次収集、二次収集サービスのモニタリング、啓発活動を行っている。廃棄物管理システムモデルの普及は、廃棄物
管理に関する国家委員会を通じて普及を行うメカニズムはあり、人員も徐々に増員されているものの、財政難と人員不足のた
め十分な体制は整備されていない。また、ヨルダン川西岸地区の 11JSC に対して、11JSC 会議を通じて、本プロジェクトで改
善された廃棄物管理システムの実践経験の共有を図ってきたが、各 JSC の事務局長間でのインフォーマルな情報・経験共有は
続いているものの、JICA によるフォローアップ事業後は同委員会は機能していない。技術面では、JSC JJRRV では本プロジェ
クトで整備された廃棄物管理マニュアルや処分場運営マニュアルが活用されており、本プロジェクトで習得した知識・技術も
維持されているが、他の JSC においては、これら技術マニュアルは必ずしも活用されていない。さらに JC spd の給与水準が
抑制されていることから技術者の入れ替わりが頻繁にあり、新規採用者への技術研修の必要があるが、MoLGの予算および研修
の企画や技術指導を行う人材が不足していることから定期的な研修は行われておらず、本プロジェクト完了後は JICA フォロ
ーアップ事業（2010 年）や EU の支援（2013 年～）による支援等で研修が実施されている。財務面では、JSC JJRRV の主要財
源であるゴミ収集料金の徴収率は、2008 年 63％から 2009 年 93％に改善し、2009 年上半期以降黒字を維持している。他方、
JSC からサービス提供を行っている各 LGU からの徴収率にはばらつきが見られ、徴収率 100％のジェリコ市からの収入で、料
金負担が困難な農村部の LGU（徴収率36％～54％）へのサービス提供の負担を補っており、不払いの LGU に対するサービス提
供は停止している。2010 年までは MoLG からの補助金を受けていたものの、財政難のため 2011 年には停止された。2013 年か
ら、活動を行っている JSC への交付が再開される見通しであるが、その継続性は不透明である。

以上から、体制面、技術面、財政面の一部にそれぞれ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。

5 総合評価

本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指したJSC JJRRV を主体とする持続的かつ衛生的な廃棄物管理システムの導
入が達成され、定期的なごみ収集と衛生的な廃棄物処理が JJRRV 内で実現し、かつ、財務的に安定した廃棄物収集・処理サー
ビスの提供主体としての組織体制が確立した。また上位目標についても、国家廃棄物管理戦略に JSC を主体とする廃棄物管理
モデルが反映されるなど、概ね計画通りの効果発現が認められる。持続性については、政策的な裏付けはなされたものの、MoLG
の予算不足および人員不足から、他の JSC へのモデルの普及は十分に行われておらず、また、技術者に対する廃棄物処理等に
関する技術研修はドナーの支援に依存している状況である。JSC JJRRV の財務状況は安定したサービス料金徴収を背景に黒字
を維持しているものの、料金支払いを行えない LGU へのサービスを停止することで黒字を維持している側面もある。このため、
体制面、技術面、財政面の一部に軽度の問題が見受けられた。また、効率性については、予定していた UNDP 経由のゴミ収集
車両の調達の遅延から、プロジェクトの活動の進捗が遅れたため、事業期間の延長とそれに伴う事業費の増加につながった。

以上より、総合的に判断すると、本事業の評価は高いと言える。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

本プロジェクトで導入された廃棄物管理モデルを効率的にパレスチナ全土に普及するためには、MoLG の JSC局が人員増加およ

び予算の確保を行い、本プロジェクトで作成された廃棄物管理マニュアル等を活用し、能力が不十分な他のJSC への普及に取

り組むことが求められる。また、中央省庁からの通達や指導を行う場である 11JSC 会議を活発化させることが求められる。

JICA への教訓：

・プロジェクトの形成・計画段階から、サービス利用者である住民をプロジェクトの取り組みに参画させる手法や、それを考
慮したサービス提供主体の組織体制作りを十分検討しておくことが重要である。本プロジェクトの実施中、住民向けの大規模
な啓発活動を行うと同時に、住民参加によるゴミ収集場の清掃等を含んだ定期的な廃棄物収集サービスを行う体制整備を行っ
たことで、住民の理解を得、高い料金徴収水準を実現できた。これにより、安定した財務基盤を確立できたことで、プロジェ
クト完了後も安定した廃棄物処理サービスを継続することが可能となったと考えられる。また、こうした住民を巻き込んだ「協
働」によるアプローチは、住民の公共サービスに対する意識改革にもつながっており、持続性確保の要因ともなっている。
・プロジェクトの効果の普及や政策への反映には、プロジェクト完了後も継続した取り組みが必要であるため、フォローアッ
プ事業の活用も有効である。本プロジェクトでは、フォローアップ事業を通じて、廃棄物管理サービスを提供する各行政区域
の実施機関同士の自発的な協力活動の促進にも貢献した。一方で、こうした完了後の継続的な取り組みのため、計画時からど
のようにそれらを実施するか、あらかじめ検討していくことが重要である。
・モデルを構築し、その後の普及を目指すプロジェクトでは、普及を担う機関（中央省庁など）の能力強化についても予めプ
ロジェクトで組み入れることが望ましい。本プロジェクトのフォローアップ事業終了後には、普及を担うべき MoLG の体制の
未整備から普及の速度の低下が見られた。


