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事業事前評価表 

 

国際協力機構 地球環境部 環境管理第二課 

１．案件名                                                 

 国 名： パレスチナ暫定自治政府 

 案件名： 和名： ジェリコ下水運営管理能力強化プロジェクト 

 英名： Technical Assistance and Capacity Building Project for the Jericho 

Sanitation Project 

  

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国におけるジェリコ市下水セクターの現状と課題 

ヨルダン川西岸地区、死海の北 10km の海抜マイナス 250m に位置するジェリコ市

は、世界で最も標高の低い世界最古の都市1である。冬季の温暖な気候を活かして農

業が盛んで、ヨルダン国境にあるアレンビー橋と接しており、物流上の重要な拠点と

もなっている。 

ジェリコ市はヨルダン渓谷において中心的な都市であり、近い将来人口・観光客増

が見込まれ、生活用水や農業用水の需要量は増加傾向にある。しかし、降水量2は

年間約120mm（2010年 124mm、2009年 116mm）で東京の一割弱と非常に少なく、生

活用水は市内にあるアイン・スルタン湧水に 100％近く依存し、農業用水には同湧水

と地下水を使用している。一方、適切な汚水処理は遅れており、ヨルダン川西岸地区

では、下水管に接続している人口は35%3、稼働している下水処理場は一ヶ所のみで、

汚水が適切に処理されている人口は 2%4に留まっている。 

現在、ジェリコ市では公共下水道施設が未整備であり、家庭から発生する汚水は、

各家庭敷地内に設置されている浸透槽から直接未処理のまま地下に浸透しており、

市街地の衛生環境の悪化や地下水汚染が懸念されている。2007 年におけるジェリコ

県内の測定対象井戸の亜硝酸性窒素5の平均濃度6は 44.0mg/L で農業省が定める

農業用水基準（30.0mg/L）を超過している。地下水の塩害化も進行し、農業用水とし

て適さない井戸が増えている。ジェリコ市では、衛生環境の改善と併せて、主産業で

ある農業の水源の確保及び水質保全が喫緊の課題となっている。 

                                                  
1 ジェリコ市ホームページ 
2 Metrological General Directorate 
3 National Sector Strategy for Water and Wastewater, March 2010 
4 Al-Bireh 下水処理場の処理人口 46,000 人を西岸地区人口 235 万人（National Census 2007）で除した数

値 
5 亜硝酸性窒素は、生物による有機物の分解、主としてタンパク質の分解によって生じたアンモニア性窒

素が硝化細菌により酸化される硝化反応の中間生成物。数値が高い場合はし尿による汚染の可能性がある。 
6 “Water Statistics in the Palestinian Territory, Annual Report, 2008”, Palestinian Central Bureau 

of Statistics 
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こうした状況を改善するため、パレスチナ暫定自治政府（以下「パレスチナ」）は

2008 年 8 月に我が国政府に対し、ジェリコ市での下水道施設の建設を目的とした無

償資金協力「ジェリコ市水環境改善・有効活用計画」（以下「無償プロジェクト」）を要請

した。2011 年 9 月に施設の詳細設計が開始され、本体工事を経て 2014 年 4 月頃の

供用開始を予定している。完成後の下水道施設が所定の機能を発揮するには適正

な運転・維持管理が必要となるが、現在ジェリコ市にはこれらを担う組織及び人材が

非常に脆弱である。そのため、実施体制の整備及び維持管理にかかる能力向上が

不可欠であるが、パレスチナは、下水処理事業の経験が非常に少なく、独自での組

織設立及び人材育成が難しい。そのため、日本の下水道維持管理分野の豊富な経

験の活用を勘案し、技術協力プロジェクト「ジェリコ下水運営管理能力強化プロジェク

ト」（以下「本プロジェクト」）を我が国政府に対して要請した。 

 

（2）当該国における下水セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

パレスチナは 2010 年 3 月に「水・下水セクター戦略（National Sector Strategy for 

Water and Wastewater） 2011-2013」を策定し、衛生環境及び水環境の保全に資する

下水道施設の整備や下水処理水の再利用の促進（戦略目標 III）、当該分野の人材

育成環境の提供及び住民の啓発活動の実施（戦略目標 IV）等を優先課題とし取り組

んでいる。本事業は、上記戦略を踏まえ、ジェリコ市における下水道施設の運転・維

持管理を担う組織の設立及び人材育成を目指している。 

 

（3）下水セクター／ジェリコ地域に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の対パレスチナ援助は、2006年 7月に中東を訪問した小泉純一郎首相（当

時）が提唱した「平和と繁栄の回廊」構想を軸に展開している。この構想は、イスラエ

ル・パレスチナ間の持続的な和平には「二国家構想」の実現が重要との前提に立ち、

持続的な経済の自立を伴うパレスチナ国家を樹立しようというもの。同構想はヨルダ

ン渓谷における経済社会基盤の強化を目的とし、その実現のためには、民間セクタ

ー開発が主導的な役割を果たすとされていることから、現在 JICA は、地理的特徴を

有するジェリコ地域で農産加工団地建設のための支援（「ジェリコ農産加工団地のた

めの組織機能強化プロジェクト（2010年7月から2011年12月）」等）を実施している。 

本事業の実施により、ジェリコ市及びその周辺地区ならびに農産加工団地で発生

する汚水の適切な処理の実施及び下水処理水を農業用水として活用するための体

制が整備され、ジェリコ地域の生活環境の改善及び農産業の発展に寄与するととも

に、「平和と繁栄の回廊」構想の実現に資することが期待される。 

JICA は当該地域で、「パレスチナ官民連携による持続可能な観光振興プロジェクト

（2009年 3月から 2012年 2月）」、「ヨルダン渓谷地域高付加価値型農業普及改善プ

ロジェクト（2011 年 9 月から 2015 年 1 月）」等を実施している。 
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（4）他の援助機関の対応 

パレスチナにおける下水セクターの援助は、ドイツ、アメリカ、フランス、世界銀行、

EU、フィンランド、スウェーデン等が実施している。支援対象としては下水処理場や下

水管路等の下水道施設建設への援助が多く、他に、パレスチナ水利庁（Palestinian 

Water Authority, PWA）の組織改革等を実施している。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、ジェリコ市において、下水道事業に関する組織・法制度を整備し（成果

1）、下水道施設の運転・維持管理能力（成果 2,3）及び財務管理能力を強化（成果 4）

することにより、下水道事業の運営管理体制の確立を図り、もって持続的な下水道事

業の運営管理に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

ジェリコ市及び下水処理区域内の周辺地域 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

ジェリコ市役所の下水道事業の運営に関わる職員 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2012 年 5 月～2016 年 3 月を予定（計 47 ヶ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約 3.9 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

ジェリコ市役所 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

① 専門家派遣（80MM程度） 

  ・ 組織運営、法制度整備、排水規制、下水処理場運転管理、機械設備維持管理、

電気設備維持管理、下水処理水・汚泥有効利用、下水管路維持管理、財務管

理、住民啓発 

② 機材供与 

  ・ 必要に応じ灌漑用ポンプ 



 4

③ その他 

  ・ 本邦研修（下水処理場運転・維持管理、管路維持管理、経営、水質、組織開発、

設計）、各戸接続のためのパイロットプロジェクト 

2）パレスチナ側 

① カウンターパート職員の配置 

  ・ プロジェクト・ダイレクター （ジェリコ市長） 

  ・ プロジェクト・マネジャー （ジェリコ市技術部長） 

  ・ 日本人専門家の担当分野に応じた職員をジェリコ市役所から配置 

② その他 

  ・ プロジェクト活動に必要な執務室 

  ・ 移動用車両及び運転手 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類： C 

②カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010年 4月）を勘案した

結果、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし 

3)その他 

特になし 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

関連する技術協力プロジェクトとして、JICA は「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（2005年 9月から 2010年 2月）」を当該地域で実施

した。プロジェクトで取り組んだ料金徴収に関する制度構築支援や住民啓発活動の

教訓等の知見を本事業で活用する。 

また、開発調査「ヨルダン渓谷農産加工・物流拠点整備計画 F/S 調査」（2007 年 3

月から 2009年 5月）等を通じた支援が実施されており、2012年中に操業開始予定の

農産加工団地では、入居工場の排水をジェリコ下水処理場で処理する計画であるこ

とから、排水水質や下水処理料金制度を検討する際に連携する予定。 
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2）他ドナー等の援助活動 

ヨルダン川西岸北部のナブルス市では、ドイツの支援により下水処理場を建設中

で、2012年 12月に完成予定である。同市はジェリコ市よりも早くに下水処理場を運転

開始することが見込まれるため、先行する人材育成等に関する知見を情報収集して

いく。また、同市では、同じくドイツの支援により 2012 年に下水処理水の農業利用の

ための実現可能性調査を実施する予定である。本事業でも下水処理水の農業利用

のための検討を行うこととしているため、ナブルス市での調査方法及びその結果にも

留意する。 

ジェリコ市に隣接し下水処理区域内にあるアクバット・ジャバル難民キャンプでは、

フランス ブザンソン市の支援により、キャンプ内の下水管の設計を 2012 年に開始す

る予定であるため、同キャンプにおける管路施工は、ジェリコ市の下水処理場に流入

する汚水量に関係するため、その動向に留意する。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

ジェリコ市の下水道施設が健全な財務状況の下で適切に運営管理される。 

指標 1 ジェリコ市の下水道事業の年間収入が●NIS を上回る。 

指標 2 ジェリコ市下水処理場の月間平均放流水質（BOD, TSS, T-N）が年間を通して

基準値を下回る。 

 

2）プロジェクト目標： 

ジェリコ市の下水道事業を運営管理する体制が確立する。 

指標 下水道経営計画及びマニュアル7に基づいて下水道事業が運営される8。 

 

3）成果及び活動 

成果 1：ジェリコ市における下水道事業担当部署の組織基盤が構築される。 

指標 1.1 下水道事業を担う部署がジェリコ市役所に公式に承認される。 

指標 1.2 下水道事業の専従の常勤職員が●人以上配置される。 

指標 1.3 ジェリコ市の下水道条例が施行する。 

指標 1.4 下水道経営計画がジェリコ市議会に承認される。 

                                                  
7 本プロジェクト等を通じて作成される下水道事業運営のための計画及びマニュアルを指す。 
8 下水道経営計画及びマニュアルが策定された時点で、プロジェクト目標の達成を確認するための具体的
な指標の設定を行う。 
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活動 1.1 下水道事業実施を担う部署を設立する。 

活動 1.2 必要な職員を配置する。 

活動 1.3 下水道条例案を作成する。 

活動 1.4 下水道経営計画案を作成する。 

 

成果 2：ジェリコ市役所が下水処理場を適正に運転・維持管理する能力を習得する。 

指標 2.1 職員の●人以上が下水処理場運転・維持管理に関する技術試験に合格す

る9。 

指標 2.2 下水処理場に基準値を上回る汚水が流入しない。 

指標 2.3 処理水量及び発生汚泥量の●%及び●%（または●m3/日）が有効利用され

る。 

指標 2.4 裨益住民の●%以上が下水処理場の必要性を認識する。 

活動 2.1 基礎知識習得のための研修/ワークショップを実施する。 

活動2.2ジェリコ下水処理場の運転・維持管理に係るマニュアルを作成し、それに沿っ

た OJTを実施する。 

活動 2.3 下水道に接続する事業者に対する排水基準案を作成する。 

活動 2.4 下水処理水及び汚泥を農業用水及び堆肥等として有効利用する10。 

活動 2.5 知見や業務内容を住民及び関係機関に発信する。 

 

成果 3：ジェリコ市役所が管路施設を適正に維持管理及び各戸接続を促進する能力11

を習得する。 

指標 3.1 職員の●人以上が下水管路の維持管理・各戸接続に関する技術試験に合

格する12。 

指標 3.2 ●戸の宅内排水設備が公共下水管に接続され、居住世帯の●%以上が接

続手法に満足する。 

指標 3.3 裨益住民の●%以上が下水管路の必要性を認識する。 

活動 3.1 基礎知識習得のための研修/ワークショップを実施する。 

                                                  
9 試験内容及び合格基準はプロジェクト開始後に設定する。 
10 具体的には、参加型ミーティングを通じた使用者及び関係機関の意向確認、有効利用計画・基準案の作
成、試験的な有効利用の実施及び効果の検証等を想定している。 
11 各戸接続は無償プロジェクトの支援対象外である。本プロジェクトではパイロットプロジェクトを通じ
た当該能力の強化を行う。また、パイロットプロジェクト対象地区は本プロジェクト開始後、パレスチナ

側と協議の上、決定する。 
12 試験内容及び合格基準はプロジェクト開始後に設定する。 
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活動3.2管路の維持管理に係るマニュアルを作成し、それに沿ったOJTを実施する。 

活動 3.3 一部地域にて、各戸の宅内排水設備を下水管に接続する。 

活動 3.4 知見や業務内容を住民及び関係機関に発信する。 

 

成果 4：ジェリコ市役所が下水道事業に関する財務管理能力を習得する。 

指標 4.1 下水道使用料金の徴収率が●%以上となる。 

指標 4.2 中期財務計画について関係機関の承認を得る。 

指標 4.3 裨益住民の●%以上が下水道使用料支払いの必要性を認識する。 

活動 4.1 基礎知識習得のための研修/ワークショップを実施する。 

活動 4.2 下水道の使用料金体系を定める。 

活動 4.3 財務計画を作成する。 

活動 4.4 知見や業務内容を住民及び関係機関に発信する。 

4）プロジェクト実施上の留意点 

各指標の目標値は、プロジェクト開始後 3 ヶ月以内に現地の状況を勘案して具体

的な数値を設定する。 

本事業は、ジェリコ市における下水道事業の運営管理体制を確立することを目標と

して、ジェリコ市役所における「組織基盤の構築」（成果 1）及び「人材育成」（成果

2,3,4）を行うものである。下水道経営計画は事業計画、財務計画（成果 4関連）、人材

育成や広報に関する計画を示したものとする。 

 

（2）その他インパクト 

本事業でジェリコ市の下水道事業の運営体制が確立された後、健全な財政状況の

下で持続的に下水道施設が運転されれば、衛生環境及び地下水水質の改善の他、

下水処理水の農業利用による農作物の収量向上が期待される。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）事業実施のための前提 

・対象地域の治安が悪化しない。  

・各活動分野で少なくとも一名のカウンターパート職員が配置される。 

（2）成果達成のための外部条件 

・ カウンターパート職員が大幅に変更しない。 

・ カウンターパート職員がプロジェクトの活動に相応の時間従事できる。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ ジェリコ市の下水道事業運営のための予算が確保される。 
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（4）上位目標達成のための外部条件 

・ プロジェクトで育成された人材が外部に大量に流出しない。 

  ・ 下水処理場に流入する汚水の量が計画値と比べて大幅に減少しない。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、パレスチナの開発政策、開発ニーズ、我が国の援助政策と十分に合致

しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

シリアにおける「全国下水道人材育成プロジェクト（2009年 5月から 2012年 3月）」

では、下水処理場及び下水管路の維持管理に関するマニュアルや研修教材を作成

した。本事業でも同様の分野における人材育成を行うため、これら既往の成果品を活

用する。 

「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（2005 年 9 月

から 2010 年 2月）」では、プロジェクト開始当初は廃棄物管理事業に対する住民の理

解を得ることに苦労したが、コミュニティ・ミーティングを二年間で 200 回程度実施する

等、啓発活動を粘り強く実施することで住民の理解を得て、事業の効果的な実施につ

ながった。本事業でも住民の理解・協力は不可欠であるため、この知見を活かしてプ

ロジェクトの中で住民啓発に取り組む。 

 

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

事業開始 3 ヶ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3年後 事後評価 

以 上 


