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終了時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（延長）

分野：環境管理（廃棄物管理） 援助形態：技術協力プロジェクト（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）：5.9 億円（本体フェーズ含む） 

協力期間 

(R/D): 2007年 2月～2011年 2
月 
(延長): 2011年2月～2013年2
月 
(F/U) :  
(E/N)（無償） 

先方関係機関：ダッカ市役所（DCC）、廃棄物管理局

（WMD） 
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、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 
バングラデシュ国では、都市への人口集中（増加率 5.6%/年）や市街地の拡大が急速に進んでおり、

それに伴い都市における廃棄物、大気汚染、スラム拡大等、悪化する都市環境への対応が緊急の課題

となっている。とりわけ、首都ダッカ都市圏では人口が 1,200 万人を超え、増大する廃棄物の管理が

大きな社会的課題となっている（廃棄物発生量、一人当たり 0.5kg/日）。 
ダッカ市では、ダッカ市役所（DCC: Dhaka City Cooperation）が同市内の廃棄物管理を担っている。

しかしながら、廃棄物管理に係る実施体制の脆弱さ、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。そのような状況の下、開発調査「ダッカ市廃

棄物管理計画調査」（2003 年～2006 年）の結果を踏まえ、バングラデシュ国政府が導入したクリーン

ダッカ･マスタープランに基づき以下の複合的支援をこれまで実施してきてきた。 
・債務削減相当資金「 終処分場の管理改善｣（2005 年～2010 年） 
・青年海外協力隊「環境教育｣（2006 年～） 
・技術協力プロジェクト「ダッカ市廃棄物管理能力強化プロジェクト｣（2007 年～） 
・環境プログラム無償「低炭素収集車両及びメンテナンス設備｣（2009 年～2010 年） 
本件プロジェクトは上記のうち、ソフトコンポーネントを担う目的で実施されている技術協力プロジ

ェクト「ダッカ市廃棄物管理能力強化プロジェクト」に該当し、要請に基づき 2006 年 12 月に討議議

事録（R/D: Record of Discussion）が締結され、DCC をカウンターパートとし、4 年間の予定でプロ

ジェクトが開始された。 
2007 年 2 月から専門家が派遣されて本格的にプロジェクトが開始し、2011 年 2 月までがプロジェク

ト期間とされたが、2010 年 8 月に実施された終了時評価において、プロジェクト目標は達成見込みで

あるものの、廃棄物管理局の機能化が課題であり、廃棄物管理サービスを更に向上させ持続性を確保

する必要性からプロジェクトの延長が提言され、提言に基づき延長に係る R/D を 2011 年 2 月に締結

し、2 年間の延長フェーズが開始された。 
 
1-2 協力内容 
(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、市の衛生環境が改善される。 
(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) アウトプット 

1) 廃棄物管理局の管理・調整能力が向上する。 
2) 廃棄物管理局の WBA 促進能力が向上する。 

(4) 投入 
日本側：専門家派遣 6 名（23.2 人月）、本邦研修受け入れ 3 名、第三国研修受け入れ 3 名 

機材供与なし、ローカルコスト負担 19,982 千円 
バングラデシュ側：カウンターパート配置約 12 名、執務室提供、ローカルコスト負担 
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2. 評価調査団の概要 
調査者 総括/団長： 遠山 慶 JICA バングラデシュ事務所次長 

廃棄物管理： 吉田 充夫 JICA 国際協力専門員 
環境協力： 真鍋 卓也 JICA 地球環境部環境管理グループ環境管理第二課 
協力企画： 狩野 剛 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 2012 年 11 月 17 日～11 月 30 日 評価種類：終了時評価（延長） 
3. 評価結果の概要 
3-1 実績の確認 
(1) アウトプット 

1) アウトプット 1：廃棄物管理局の管理・調整能力が向上する。 
アウトプット 1 はほぼ達成されている。 
・ 「廃棄物管理年間活動計画 2012-2013」が南北ダッカ市それぞれの廃棄物管理局（Waste 

Management Department: WMD）で作成されている。一方、日本人専門家による支援も大き

いのが現状である。 
・ 廃棄物管理予算は適切に策定されている。一方、2011 年度予算にプロジェクトによって導入さ

れたボトムアップ方式（ゾーンからの積み上げ）が 2012 年度予算策定には用いられていない。

・ マトワイル 終処分場は、総じて良好に運営管理されている。一方、 終処分場管理ユニット

（LMU: Landfill Management Unit）のほぼ全員が出向者である状況は変わっていない。アミ

ンバザール 終処分場は、工事がまだ完了しておらず、職員の配置も十分になされていない。ま

た、両処分場において環境モニタリングが実施されていない。 
・ 廃棄物管理モニタリングは、WMD Directives の改訂会議がその機能を担っているが、モニタリ

ングを主目的とした恒常的な体制にはなっていない。 
・ 廃棄物収集車の運転手の多くが依然として 終処分場での計量台による収集量計量を拒否して

おり、処分場では代替的な手段で収集量を推定している。 
 

2) アウトプット 2：廃棄物管理局の WBA 促進能力が向上する。 
アウトプット 2 はほぼ達成されている。 
・ 15 のワードオフィス（廃棄物管理区事務所）が建設され、廃棄物管理を現場で担う清掃官（CO: 

Conservancy Officer）、清掃検査官（CI: Conservancy Inspector）、清掃員、地域住民などに、

職員の事務所のみならずクリーナー点呼場所や住民からの相談窓口として広く活用されている。

・ 住民参加型廃棄物管理活動（WBA: Ward-Based Approach）の核となるコアメンバー（CO、CI
など）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。 

・ 清掃員の交通事故実態を把握するための WBA 報告書は、清掃員組合の反対により導入が見送ら

れた。 
・ 5 つのワード（区）で、CO、CI、一次収集業者（PCSP: Primary Collection Service Provider）、

住民からなるコミュニティグループ（CUWG: Community Unit Working Group）によってコミ

ュニティ活動計画が策定され、計画に沿って住民参加型廃棄物管理活動が実施されている。 
・ ハンドトローリーを用いた狭隘道路の収集改善など、7 つのワードで従来から行われている収集

システムの改善が図られている。 
 

(2) プロジェクト目標 
プロジェクト目標はプロジェクト終了時までにほぼ達成される見込みである。 
・ 2012 年 6 月の廃棄物収集量は 2,492 ﾄﾝ/日、10 月は 2,385 ﾄﾝ/日といったレベルで推移しており、

プロジェクト目標（58%、2,540 ﾄﾝ/日）は達成される見込みである。 
 

(3) 上位目標 
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上位目標は達成目標年度 2015 年までに達成される見込みである。 
2012 年 6 月の廃棄物収集量は 2,492 ﾄﾝ/日、10 月は 2,385 ﾄﾝ/日といったレベルで推移しており、収

集車両の稼働状況や 終処分場の収容能力などが現状から大きく変化しなければ、上位目標（66%、

3,054 ﾄﾝ/日）は 2015 年までに達成される見込みである。回帰分析の結果もこの予測を裏付けている。

 
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）」及び「第 6
次 5 カ年計画 2011-2015」では、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。日本政府の「対バングラデシュ国別援助方針（2012 年 6 月）」においても、開

発課題「都市開発」の一つとして廃棄物対策が位置づけられており、支援方針と合致している。また、

地域住民のニーズとしても、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、開発調査で策定されたマスタープランをベースとしつつも、債務削減相当資金（JDCF: Japan 
Debt Cancellation Fund）、環境プログラム無償（EGAP: Environmental Grant Aid Program）、青年

海外協力隊（JOCV: Japan Overseas Cooperation Volunteers）といった投入に合わせて柔軟に軌道修

正し、その結果として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おり、その結果、WMD 職員の能力向上といった人材面、WMD の設置と

いった組織面、 終処分場建設といったインフラ面、WBA を通じた住民参加と、広範で包括的な開発

効果をもたらしている。 
(2) 有効性：高い 

プロジェクト目標の指標（廃棄物収集量）はほぼ達成されており、その他の改善効果も以下のよう

に広範に見られる。その一方、幹部レベルの人事体制、 終処分場の建設及び運営管理体制、廃棄物

収集車の計量拒否等、上記 3-1 (1) に示した課題が残っている。 
・ 住民インタビュー及び住民参加型廃棄物管理活動の観察結果から、街中のごみや悪臭が低減され

たことに対する住民の満足度は高いと判断される。 
・ 廃車により収集車両の総数は減少しているにもかかわらず、全体の廃棄物収集量が増加している

ことから、廃棄物収集がより効果的・効率的に行われていることが推測される。 
・ ごみ収集車の運転手 50 名及びごみ収集補助員等 69 名が新規雇用されるなど、以前からの懸案

であった人員配置に一定の進歩が見られる。 
・ 終処分場の拡張、廃棄物中継基地、広域処分場、ごみ焼却炉等、廃棄物管理の改善に向けた

DCC 独自の動きが見られるようになってきている。 
 

(3) 効率性：非常に高い 
WMD の人員整備の遅れのために、カウンターパートの配置状況は必ずしも十分なものではなかっ

た。そのために、廃棄物管理年間活動計画の原稿作成など、一部で日本人専門家が中心になって業務

を進める場面が見られた。しかし全般的には、限られた人数のカウンターパートが日本人専門家チー

ムからの技術移転を受け、双方の努力によってアウトプットはほぼ達成され、その他にも、上記 3-1 に
示した様々な改善効果を生んでいる。すなわち、小さなインプットで所期の目標を達したことになり、

効率性は非常に高いと判断される。なお、カウンターパートの配置不足による機会損失等が見られた

が、それらついては有効性及び持続性に反映させている。日本側の投入は、専門家派遣、カウンター

パート研修、ローカルコスト負担など、ほぼ計画通りに投入され、日本人専門家の派遣時期、専門性、

指導力、カウンターパート研修の時期、内容などについて、バングラデシュ側カウンターパートの評

価は高い。 
(4) インパクト：多くのインパクトが見られる 

1) 上位目標の達成見込み 
上記 3-1 (3) に示した通り、上位目標は達成される見込みである。 
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2) その他のインパクト 
・ PDM（Project Design Matrix）では WMD の管理能力強化（アウトプット 1）と WBA の促進

能力向上（アウトプット 2）のふたつの成果が目指されていたが、プロジェクトはそれを超えて、

廃棄物の一次収集から 終処分場の運営管理までを広範に含む活動を展開し、それぞれの分野で

一定の成果を上げている。 
・ 街中のごみや悪臭が低減されたことに対する住民の満足度が高まっている。 
・ 本プロジェクトによって開発された廃棄物管理モデルが周辺都市にも知られ、広域処分場の必要

性が周辺都市間で共通の認識になりつつある。 
・ 周辺５都市がマトワイル処分場に倣った衛生処分場の建設を始めている。 
・ クルナ及びチッタゴンの２都市では、本プロジェクトに倣った廃棄物管理手法の導入が検討され

ている。 
・ 2012 年 12 月に、スーダン及び南スーダンの廃棄物管理関係者に対して本プロジェクトの活動が

紹介される予定になっている。 
(5) 持続性：中程度 

1) 政策面 
WMD の事業をバックアップする廃棄物管理関係のガイドラインや戦略が、「環境法 1995

（Environment Act 1995）」以外に存在しない。プロジェクトは WMD Directives という、WMD
が担う廃棄物管理業務の指針や原則を定めるガイドラインを作成中であり、早期の完成が望まれる。

また、2005 年に策定されたクリーンダッカ・マスタープランを現状に即したものに改定するマスタ

ープランⅡの作成も求められる。 
2) 組織面 

WMD の要員配置には配置数が増加するなど一定の進展が見られるが、幹部クラスは依然として

状況は深刻である。特に、廃棄物管理局次長（Additional CWMO, Deputy CWMO）や技監（Executive 
Engineer）といった幹部クラスの空席は様々な障害を生んでいる。また、現在配属されている職員

の多くが出向者で、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 は依然とし

て脆弱な組織体制と言わざるを得ない。本プロジェクトの活動を通して、CI や清掃員などの現場レ

ベルの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 の人事制度は硬直的で、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が、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。南北分割以前の WMD には、監査局からの出向者ではあ

ったが、1 名の財務担当者が配属されていた。しかし、南北分割後にはいずれの局にも財務担当者が

配置されていない。クリーンダッカ・マスタープラン（2005 年 3 月）で計画されていた資産価値の

再評価、廃棄物関連税（conservancy tax）の税率見直し、徴税の強化といった増収策は実行されて

いない。また、収集車など資機材の減価償却による資金の積立もなされていない。 
4) 技術面 

南北の WMD がそれぞれに「廃棄物管理年間活動計画 2012-2013」を作成しているが、原稿を日

本人専門家が作成している。事業計画は技術力の要であり、自ら事業計画を策定することが望まれ

る。マトワイル処分場の LMU に対する技術移転は着実な効果をあげているが、LMU のスタッフ全

員が出向者である。仮に彼らが WMD に留まらない場合、彼らに移転された技術は彼らとともに

WMD を去ることになる。アミンバザール 終処分場は建設工事が完了しておらず、運営維持管理

に関する技術力が近い将来の課題となることが予想される。EGAP で建設した収集車両整備場には

100 台の車両に対して 2 名しか職員が配属されておらず、人材及び技術力に課題が残る。 
5) その他 

プロジェクトが持続性の強化を目指して、WMD の人員配置、外部者による事業モニタリング、

WMD 業務の指針や日常業務の明確化（WMD Directives 策定や各種マニュアルの作成）の３点を意

識的に推進してきたことは評価できる。 
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上位目標及びプロジェクト目標の指標となっている廃棄物収集量は 2005 年のクリーンダッカ・マ

スタープランが掲げる目標値であり、当時の人口予測に基づいた廃棄物量の予想値に基づいている。

しかし現在のダッカ市の人口はすでに当時の予測を大きく上回っており、廃棄物量も予想値を超え

ていると思われる。マスタープランの見直しと DCC の廃棄物管理能力の一層の強化が求められると

ころである。 
 

3-3 効果発現に貢献した要因 
(1)  開発調査、JDCF、EGAP、JOCV、本技術協力プロジェクトと、多岐にわるアプローチの組み合

わせがプログラム・アプローチを形成したことは、広範で包括的な効果発現をもたらした要因とし

て特筆できる。中でも JOCV の活動は、CO、CI、清掃員、PCSP といった現場スタッフの能力向

上と住民参加の促進に大きく貢献している。 
(2)  WBA を担当した CO 及び CI の能力とモチベーションの向上は著しく、彼らの積極的な取り組み

がなければ住民参加型廃棄物管理は実現しなかったと思われる。特に WBA コアメンバーは、参加

型事業計画策定、ファシリテーション、モニタリング評価などの能力を身につけ、清掃人の監視に

留まっていたかつての状況から、地域の廃棄物管理の推進役に変化している。このような CO 及び

CI の能力向上は、将来的に本事業をモデルとして他地域に広めていく際にも、重要な要素となりう

る。 
(3)  住民の理解と協力は、1 次収集のみならず、定時定点収集が要求されるコンパクター（ゴミ収集車）

による 2 次収集においても必須の要因となっている。 
(4)  プロジェクトは、廃棄物管理に関わる職員・作業員の自らの仕事に対する意識の変化を促す努力を

してきた。これらは目に見えないものであるが、廃棄物管理の改善には不可欠の要因である。 
 
3-4 効果発現を阻害した要因 
(1)  DCC の人事の停滞、特に WMD 幹部レベル職員の長期にわたる多くの空席は、中央レベルのみな

らず、 終処分場、収集車整備場、CO 及び CI による現場作業など、多くの局面に様々な影響を及

ぼしている。 
(2)  2011 年 12 月の DCC の南北分割により、プロジェクトの特に中央レベルでの交渉・調整活動がす

べて 2 か所で行われることになり、プロジェクトの作業負荷が 2 倍になった。 
 

3-5 結論 
指標の目標値（廃棄物収集量）は、プロジェクト目標、上位目標ともに達成される見込みである。

人員配置の問題は依然として大きな課題であるが、一部で職員の新規雇用が進んでいること、 終

処分場の拡張など新規事業の計画が DCC 独自のイニシアチブで進められつつあることなど、ダッカ市

の廃棄物管理能力向上の表れと受け止められる事象が観察される。 
妥当性の高さは、DCC とダッカ市民の本プロジェクトに対する期待の高さ、必要性の高さを示し

ている。WBA は本体フェーズに続いて本延長フェーズにおいても一定の効果を示しており、様々な改

善効果を生んでいる。CO、CI、清掃員といった現場スタッフは、WBA アプローチを通して能力やモ

チベーションを高めている。これら総合的な廃棄物管理サービスの向上を反映して、住民の満足度は

総じて高まっている。 
 
3-6 提言 
(1) WMD の人員配置について 
1) WMD の人事ポストのすべての空席に適切な人材が配置されることが望まれる。特に、Additional 

CWMO、Deputy CWMO、Executive Engineer といった中央幹部クラス及びゾーンレベルの幹部

である Assistant CWMO の人員配置を可及的速やかに進めるべきである。また、現在、運輸局

（Transport Depart）所属となっている収集車運転手の WMD への移籍も急がれる。 
2) 車両整備場への人員配置、特に整備・修理にあたる機械工の配置が必要である。 
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3) マトワイル 終処分場の LMU スタッフの正規雇用化、及びアミンバザール 終処分場の LMU ス

タッフの新規雇用を可及的速やかに進めるべきである。また、 終処分場の重機運転手と作業助手

の所属並びに重機の所有を機械部（Mechanical Division）から WMD に移管するべきである。 
4) 南北 WMD それぞれに財務担当者（budget officer）を配置することが望まれる。 
 
(2) WMD のマネジメントについて 
1) 南北 DCC が協力して、クリーンダッカ・マスタープランを 新のダッカ市の現状に合わせた改定

版マスタープランⅡに改訂するべきである。これは両 DCC の廃棄物管理に関する今後の中長期計

画になるとともに、新都市構想（New City Corporation）における廃棄物管理計画のモデルとも

なりうるものである。 
2) ワードオフィスは、現在 92 あるワードのうちの 17 のワードに建設されている。ワードオフィス

はコミュニティレベルでの廃棄物管理、特に WBA の拠点となるものであり、残るワードでの建設

が急がれる。 
3) WBA を全市に広めていく役割を担っている WBA コアメンバーがその活動に従事できるよう、

DCC には必要な便宜を図ることが求められる。 
4) WMD の活動を定期的にモニタリングするためのオープン・ミーティングの設置が望まれる。 
5) 南北 DCC において、廃棄物管理会計及びボトムアップ方式の予算策定の継続が望まれる。 
 
(3) WMD の活動について 
1) アミンバザール 終処分場の全面運用を 1 日も早く実現するために、建設工事の早期完工が求めら

れる。 
2) マトワイル及びアミンバザール両 終処分場での環境モニタリングの実施が強く望まれる。 
2) WMD による清掃員への安全具（セイフティギア）の継続的配布が必要である。 
 
(4) その他 
1) クリーンダッカ・マスタープラン及び本技術協力プロジェクトでは、ダッカ市の廃棄物の 66％の

収集を目標（指標）としているが、66％に留まらず、さらなる高いレベルの収集を目指した継続

的な事業展開が望まれる。 
2) PDCA（Plan-Do-Check-Action）による廃棄物管理、コンパクターによる効率的収集、衛生処分

場、廃棄物管理の一元的責任部局の設置など、本技術協力プロジェクトを通して得られた経験と知

識を国家レベルの廃棄物管理関連法規に取り入れることが望まれる。現在、環境局（DOE: 
Department of Environment）が策定を進めている 3R 戦略、固形廃棄物取扱ガイドライン、医療

廃棄物ガイドラインがその対象として想定される。 
3) 本技術協力プロジェクトを通して得られた経験と知識を今後の総合都市開発計画に取り入れるこ

とが望まれる。現在、構想されている新都市構想（New City Corporation）がその対象として想

定される。実行の第 1 段階として、バングラデシュ内の都市及び市町村からなるネットワークの創

設を提言する。 
4) 住民の啓発と参加など、本プロジェクトによって開発された廃棄物管理モデルをより広く周知して

いくために、マスコミを活用した一層の広報が望まれる。 
 
3-7 教訓 
1) 地区ごとに責任範囲・権限を明確にした廃棄物管理を行う WBA は都市部における住民参加型廃棄

物管理のひとつのモデルとして有効であり、今後の廃棄物管理関連プロジェクトでのさらなる試行

が望まれる。 
2) 都市部の人口密集地における廃棄物収集には、コンパクターの導入などによる 2 次収集の改善が効

果的である。 
3) 本プロジェクトは開発調査、EGAP、JDCF、JOCV などと連携し、結果的にプログラム・アプロ
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ーチを形成して総合的な開発効果を実現することに成功した。ただし、当初からプログラムとして

計画されていたものではないため、 終処分場の建設の遅れなど、一部で十分な相乗効果を発揮で

きない要素が見られた。類似案件の計画に当たっては、当初からプログラムとして立案・計画する

ことが望まれる。 
4) 本プロジェクトでは、WMD の幹部レベルの人員不足から、望みうる開発効果を十分に実現するこ

とができなかった。プロジェクトによる開発効果をフルに実現するためには、中央で意思決定に関

わる幹部レベルのカウンターパートを確保することが極めて重要である。 
5) 本プロジェクトでは、合同調整員会（JCC: Joint Coordination Committee）が十分に機能しなか

った。プロジェクトの効果的な実施のためには、JCC を通した、高いレベルのカウンターパート

の積極的な関与が必須である。 
6) プログラム・アプローチを成功させるためには、諸活動を定期的にモニタリングし、その結果に応

じて柔軟に活動計画を変更・修正することが求められる。本プロジェクトで、クリーンダッカ・マ

スタープランの当初計画に含められていなかった WBA が途中で導入されたのは、その好事例であ

る。 
 


