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事業事前評価表 

国際協力機構 

産業開発・公共政策部 行財政・金融課 

１．案件名                                                        

 国 名： パレスチナ 

 案件名： 地方財政改善プロジェクト 

 Project for Improvement of Local Finance System in Palestine 

  

２．事業の背景と必要性                                               

 

(1) 当該国における地方行政・地方財政の現状と課題 

 

パレスチナでは、1994年の暫定自治政府発足後、将来的な国家樹立と自立的な行財政運営に

向け、地方自治体法の制定（1997 年）や地方選挙の段階的実施（2004 年）等、地方自治制度の

整備と分権化を推進してきた。しかしながら、約 480 存在する基礎的自治体（市、村などの最小行

政単位）の多くは財源や人的リソースが十分でない等の理由から、満足のいく公共サービスを住

民に提供することが困難な状況にある1。JICA はかかる現状を踏まえ 2005 年～2010 年にかけて

「地方行政制度改善プロジェクト」を実施し、ジェリコ・ヨルダン渓谷を対象とした地方自治体強化

活動を支援すると共に、活動コンポーネントの一つとして地方財政政策案を策定し、同政策はパ

レスチナ地方自治庁（Ministry of Local Governance: MoLG）に承認された。同プロジェクトは 2010

年 12 月に終了したが、プロジェクトを実施した結果、地方自治体による公共サービスの提供にお

いては、とりわけ地方自治体の歳入源の確保が喫緊の課題であることが明らかとなった。 

 

パレスチナの地方財政の特徴としては、地方自治体の歳入の多くが電気料金や水道料金の徴

収料金等の受益者料金に依存していることが挙げられる。現行法律下において、地方自治体

（市：Municipality）の歳入となり得る税目は「固定資産税」及び「教育税」のみであるが、固定資産

税については、2012 年 5 月現在、西岸地域に存在する 109 市の中の、52 市で課税が行われるに

とどまっており、地域間において課税実施状況に差がある。2011 年に JICA が行った調査によれ

ば、パレスチナの固定資産税については、固定資産を評価するための基準が存在しないため、固

定資産税が課されている地方自治体においても、固定資産評価に多くの時間と労力が掛かる、

本来の課税対象全てに課税が出来ていない、また恣意的な評価が行われ、その評価に基づき、

固定資産税が課されているという諸々の課題も明らかとなった。 

固定資産税の徴収状況の改善が地方自治体の歳入改善に与える影響として、2008 年におけ

る世銀の調査によれば、固定資産税の徴収を開始した地方自治体（人口が20,000人を超える）の

                                                  
1
特に 2000 年 9 月に勃発したインティファーダ（民衆蜂起）の結果、パレスチナの経済、財政状況は著し

く悪化し、基礎的自治体の 60％は、十分な財源も持たず、行財政上の自立性を著しく欠くこととなった。 
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中には、固定資産税が市の歳入に占める割合が最高で 49％に達している地方自治体もあり、課

税客体を把握すると共に、固定資産評価基準に基づき効率的な評価を実施し、賦課、納付・徴収

業務を行っていくことが可能となれば、地方自治体の歳入源として大きな貢献が期待できる。 

右現状を踏まえた上で、固定資産税徴収の改善が地方自治体の歳入面の改善、ひいては地

方自治体が提供する住民への公共サービスに与える影響を鑑みた場合、固定資産税が果たす

役割は大きく、固定資産評価基準の策定や評価、賦課、納付・徴収業務の改善及びそれを主管

する財務庁固定資産税局職員の能力の向上を図る必要がある。 

 

(2) 当該国における地方行政・地方財政の開発政策と本事業の位置づけ 

 

パレスチナ国家開発計画（2011-2013 年）は、ドナー等外国からの資金への依存を軽減し、パレ

スチナの財政的自立を図るため、国内の歳入源を増加し、「公共財政ターゲット(fiscal target)」の

達成を目指すことを掲げており、そのための重要な要素として税収の改善を取り上げている。また、

地方行政との関係においては、以下(3)に記述のある通り、JICA の技術協力の一部として策定さ

れた地方財政政策がMoLG大臣によって承認されており、同政策においては、基礎的自治体にお

ける歳入増加及び基礎的自治体の財政管理能力の強化が掲げられている。 

 

(3) 地方行政・地方財政に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

 

我が国は、イスラエルとパレスチナが共存共栄する 2 国家解決を支持する基本的立場をとって

おり、2010 年 7 月に日本・パレスチナハイレベル協議で合意した我が国の対パレスチナ援助重点

分野の中においても、地方自治体の能力強化の他に、財政面での対外依存を軽減するための公

共財政管理強化を掲げ、固定資産課税強化に関する協力もこの中に含まれている。 

地方行政及び地方財政に関する JICA の支援実績については、2005 年 3 月の国別研修「地方

自治行政とマネジメント」に MoLG の幹部、地方自治首長を招聘し、地方分権化や自治行政に関

する問題分析を行った。その結果、①地方財政政策の不在と制度整備の遅れ②自治体間の広域

協力に関する能力不足という 2 点が課題として挙げられ、これらに対処するため、2005 年 6 月か

ら 2010 年 12 月までの 5 年間に亘り「地方行政制度改善プロジェクト」が実施された。同プロジェク

トでは、MoLG を主要な協力機関とし、ジェリコ・ヨルダン渓谷地域を対象とした地方自治体強化活

動を実施すると共に、その活動コンポーネントの一つとして地方財政政策及び広域行政政策（JC

戦略）の策定を行い、両政策はプロジェクト期間中に MoLG に承認された。 

また、2010 年～2011 年にかけて固定資産税局を対象とした国別研修「固定資産税システム改

善」を実施し、地方財政の在り方及び税制の仕組み、固定資産評価のための評価基準の作成等

について理解の促進を図った。加えて、2011 年からの 1 年間、地方財政の歳入面の改善につき

助言を行う目的で「地方行政アドバイザー」を派遣し、固定資産税法改正支援、固定資産税局 3 カ

年戦略の更新、非課税自治体の実態調査等を実施した。また、2011 年には運営指導調査団を現
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地に派遣し、固定資産税に係る現状の調査を行った。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

 

地方財政の歳入面に関する支援は、最近まで JICA が唯一のドナーであったが、2010 年、地方

財政政策がMoLGに承認されたのを機に、他ドナーの参入が相次いだ。右状況を受け、2011年に

は固定資産税局の局長を議長として、固定資産税の地方財政の歳入面における諸ドナーの協調

及び情報共有を目的としたメカニズムが構築され、我が国は 2012 年 1 月に覚書（MOU）に調印し、

同メカニズムに参加している。同メカニズムに参加している他ドナーは、2012 年 5 月時点でデンマ

ーク、国連開発計画（以下’UNDP’）、世界銀行、ドイツ国際協力公社（以下’GIZ’）である。 

 

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、パレスチナにおいて、固定資産税局における業務計画の策定、固定資産税徴収に

係る業務全般についての改善、評価基準の確立を通し、固定資産税局の職員、及び組織の能力

強化を図り、もってパレスチナにおける固定資産税徴収額の向上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 

ラマッラ（固定資産税局本部所在地）及びパイロット支局（Ramallah 支局、Al Ram 支局、Abu 

Dees 支局）の管轄地域2  

 

(3) 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

パレスチナ財務庁固定資産税局本部およびパイロット支局（ラマッラ県を管轄する Ramallh 支局、

及びエルサレム県を管轄する Al Ram 支局、Abu Dees 支局）職員 

 

(4) 事業スケジュール（協力期間） 

2012 年 10 月～2016 年 9 月（4 年間） 

 

(5) 総事業費（日本側） 

約 3 億円 

 

(6) 相手国側実施機関 

パレスチナ財務庁固定資産税局 

                                                  
2 パイロット支局の管轄地域であるラマッラ県、エルサレム県の人口規模は以下の通り。 
ラマッラ県：154,471 人、エルサレム県：92,536 人（2007 年時の調査結果による） 
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(7) 投入（インプット） 

1） 日本側 

① 専門家派遣 

1.1 業務調整/地方財政 

1.2 短期専門家（計画策定、データ収集・入力、文書管理） 

        1.3 ローカル・コンサルタント（戦略立案、固定資産評価） 

② 機材 

オフィス機器等プロジェクト実施に必要な機材 

③ 研修 

3.1 本邦研修 

2） 3.2 第三国研修パレスチナ側 

① カウンターパート(C/P)の配置 

② 土地、施設（執務室等施設、電話、インターネット等） 

③ 運営、管理費用（旅費、宿泊費等） 

 

(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（A,B,C を記載） 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）に掲げる影響を及ぼ

しやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、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。 

 

(9) 関連する援助活動 

1） 我が国の援助活動 

本年度(2012 年度)からパレスチナにおいて開始される「地方行政制度改善（フェーズ 2）」で

は、4 市と 1 地域（4 つの村から構成されている）における開発計画策定支援を実施する予

定となっている。上記開発計画策定支援の対象地域もエルサレム県を予定しており、本プ

ロジェクトの支援を通し、固定資産税の徴収状況が改善され、そこから得られた歳入が上

記 4 市の開発計画の実施において活用されることが期待される。 

 

 



 

 5

2） 他ドナー等の援助活動 

固定資産税に係る他ドナーの支援動向については、GIZ がパレスチナ固定資産税分野にお

ける ICT（固定資産税データ管理システムの導入）支援を検討している。本プロジェクトとの

関係では、固定資産評価基準策定に係るデータ収集及び評価基準の運用時において導入

予定のシステムとの互換性が確保されるよう、情報の共有が必要となる。併せて本プロジェ

クトにおいては、パイロット支局における業務改善の一環として文書管理支援を実施する予

定であり、文書のリスト化の際における文書の分類方法等についても連携を行う予定である。

また、UNDP は固定資産税局職員の能力強化及び固定資産税法の改正(現在西岸地区とガ

ザ地区では現在異なる法律が適用されているため、その統合を目指すもの)における支援を

予定している。法改正の内容については、本プロジェクトにおいて、固定資産評価基準とし

て、賃貸価格を採用するため、この点が法改正で覆されることのない様、連携を図ることが

必要である。 

 

４．協力の枠組み                                                     

 

(1) 協力概要 

1) 上位目標： 

パレスチナにおける固定資産税徴収額が改善される。 

上位目標に関する指標： 

パレスチナにおける固定資産徴収額が基準年と比較して XX%改善する。 

全ての固定資産税局の支局において固定資産評価基準を使用した評価が行われる。 

 

2) プロジェクト目標 

固定資産税局（特にパイロット支局）における資産評価、賦課、納付・徴収に係る業務状況が改

善される。 

  プロジェクト目標に関する指標： 

  パイロット支局において固定資産評価基準を使用した評価が行われる。 

  パイロット支局における固定資産税の徴収額が基準年と比較して XX%改善する。 

 

3) 成果及び活動 

成果 １： Training, Development and Media Unit(TDMU) のデータ及び問題分析に基づく業務計

画（能力開発計画を含む 3 カ年戦略、年次計画3）策定能力が強化される。 

成果 1 に関する主要活動（活動の数が多いため、要約して記述。）： 

 TDMU による業務計画（能力強化計画を含む 3 ヵ年戦略および年次計画）のレビュー、策定、

                                                  
3 固定資産税局における 3 カ年戦略及び年次計画については、既に固定資産税局内において策定されてい

るものの、現実に即した計画であるとは言い難く、今回の支援を通し、固定資産税の徴収状況に関するデ

ータや問題分析に基づいた業務計画を策定するための固定資産税局職員の能力強化を支援する 
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事業年度毎の更新。 

 固定資産税に係るデータ収集、データテーブルの更新。 

成果 1 に関する指標： 

1.1 3 ヵ年戦略（能力開発計画を含む）が策定される。 

1.2 各年の年次計画（能力開発計画を含む）が策定・改訂される。 

 

成果 2：固定資産評価基準委員会4の評価基準策定能力及び運用能力が強化される。 

成果 2 に関する主要活動（活動の数が多いため、要約して記述。） 

 既存の評価データ、他国の先進事例の分析結果に基づき、固定資産評価基準案を策定す

る。 

 固定資産評価基準案運用のためのマニュアル/ガイドラインを作成し、パイロット支局及びそ

の他選定された支局の職員に対し研修を実施する。 

 パイロット支局及びその他の選定された支局において、固定資産評価基準案の妥当性を確

認するための試行を行なう。 

 全支局の評価担当者を対象とした評価基準普及のためのセミナー及びフォローアップを実施

する。 

 セミナー実施及びフォローアップに基づき、固定資産評価基準全国展開のための戦略/計画

を策定する。 

成果 2 に関する指標： 

2.1 固定資産評価基準が策定される。 

2.2 研修に参加した支局職員の評価基準運用についての理解度が改善する。 

2.3 全支局の評価担当者を対象とした評価基準普及のためのセミナーを XX 回実施する。 

 

成果 3：パイロット支局の資産評価、賦課、納付・徴税を行うに当たっての業務上の課題5が抽出さ

れ、改善される。 

成果 3 に関する主要活動（活動の数が多いため、要約して記述。）: 

 パイロット支局において、固定資産税局監督部の指導の下、既存のマニュアルに基づき、パ

イロット支局の業務体制及び業務フローの検証を行い、課題を抽出、業務改善計画を策定し、

実施、評価を行う。 

 パイロット支局が市役所からの協力を得つつ、市民の納税意識向上支援及び市民に対する

納税支援を実施する。 

                                                  
4 固定資産税局に設置される評価基準策定のための委員会。本プロジェクトにおいては、評価基準を策定

すると共に、評価基準運用のためのマニュアルの監修及びパイロット支局及びその他支局における評価基

準の運用研修を行う際の講師となることを予定しており、プロジェクト内においては、そのための能力強

化を支援する。 
5 パイロット支局の業務改善としては、固定資産評価等に係る書類の文書管理、及び支局の年間の業務フロー

に併せた人員配置という意味から年間の業務計画策定を支援することを予定している。 
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 パイロット支局の管轄する地域において、市役所の土地測量を支援し、固定資産評価基準を

使用した評価、賦課、納付・徴収を実施する。 

成果 3 に関する指標： 

3.1 パイロット支局において評価基準を用いた評価、賦課、納付・徴収が管轄下の全ての市で実

施される。 

3.2 パイロット支局において、プロジェクトの開始時と比較し、職員の職務満足度が向上する。 

3.3 プロジェクト開始時と比較し、パイロット支局が提供するサービスを受けた市民の支局サービ

スに対する満足度が向上する。 

3.4 市民の納税意識向上支援及び市民に対する納税支援に参加した市民が固定資産税の重要

性を理解する。 

 

4) プロジェクト実施上の留意点 

(a) パイロット支局選定の理由 

① プロジェクト管理という側面から、移動に支障のない地域であること。 

② 既に都市計画が策定されており、市としての枠組みが確定している地域であること。 

③ Ramallah 支局については、既に一部の地域で固定資産評価が実施されているため、

支局の職員も評価、賦課、納付・徴収につき一定の業務経験を持っており、効果を期

待できること。 

④ エルサレム県における Al Ram 支局、Abu Dees 支局については、Ramallah 支局とは対

照的に固定資産評価が進んでいない地域であり、その意味でプロジェクトの評価が測

り易いこと。 

 

(b) 指標の目標設定 

評価指標については、成果及びプロジェクト目標指標の具体的数値については、評価基

準策定過程において検討を行う必要があることから中間レビューまでに、また、上位目標

の指標の具体的数値については、プロジェクト最終年度に策定される業務計画策定時に

検討を行うことからプロジェクト最終年度に決定する。 

 

(c) プロジェクト成果毎の関連性 

本プロジェクトにおいては、①固定資産税局における業務計画策定、②固定資産評価基準

の策定、③パイロット支局における業務改善を支援する予定である。これら成果の中でプロ

ジェクトの中心の活動となるのは②固定資産評価基準の策定となるが、実際に固定資産の

評価、賦課、納付・徴収業務を担う固定資産税局支局においては、固定資産評価基準の
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不在という課題の他にも、文書管理や業務フローに併せた人員配置、納税者への窓口対

応等に課題を抱えており、これら課題が固定資産税の徴収における障害となっていること

も確認されている。ついては、②の評価基準の策定以外の業務上の課題につきパイロット

支局を対象に成果③の業務改善として支援を行うこととし、また成果①の業務計画策定を

支援することにより、固定資産税局が具体的なデータに沿った問題分析に基づく業務計画

を策定すると共に、成果②、成果③で取り組む活動について固定資産税局自身の活動とし

て当該業務計画に入れ込み、プロジェクトにおける固定資産税局 C/P の取り組みを確保す

る。 

    

（2）その他インパクト 

本プロジェクトにおける固定資産税の徴収額の改善を達成することにより、地方自治体（市：

Municipality）の歳入の改善に繋がり、ひいては住民への公共サービスの拡充となる。 

 

 

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 

実施機関の固定資産税局において、TDMU、固定資産評価基準委員会、監督局およびパイロット

支局の人員及び職場環境が整えられる。 

 

(2) 成果達成のための外部条件 

1） パレスチナにおける政治的、社会的情勢が急激に悪化しない。 

2） 固定資産税に関わる主要関係機関6から協力が得られる。 

3） 固定資産税の評価に際して、賃貸価格が継続して採用される。 

 

(3) 上位目標達成のための外部条件 

1） 固定資産税局において策定された評価基準を全ての支局で使用するための予算が確保

される。 

2） 土地登記簿（Table of Ownership）または所有権の確定作業（Land settlement）が実施され

ていない市については、土地測量のための予算が確保される。 

 

６．評価結果                                                       

                                                  
6 土地登記業務を主管し、土地権利関係の情報を持っているパレスチナ土地公社及び固定資産

税のための土地登録業務を主管する市役所を想定している。 
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本事業は、パレスチナの開発政策、開発ニーズ、日本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                                        

 

本プロジェクトは 2005 年～2010 年にかけて実施された「パレスチナ地方行政制度改善プロジェク

ト」に続く技術協力プロジェクトである。直接の C/P や支援内容が異なるため、フェーズ 2 との位置

づけとはなっていないが、本プロジェクトにおける案件形成は、前フェーズから得られた教訓を参

照しつつ行われた。 

(1) 問題解決方法を具体的に提示するプロジェクト設計 

前フェーズにおいては、地方財政、広域行政、公務員研修といった地方行政に関する 3 つの

大きな独立した課題を 1 つのプロジェクトの成果として配置したことにより、それぞれの成果

による連携、相乗効果をプロジェクト期間中で作り出すことが非常に困難であった。前フェー

ズから得られた教訓を生かし、本プロジェクトにおいては固定資産税局内における問題意識

に対する優先順位を明確化すると共に、成果毎の連携を意識しながら成果及び具体的な活

動につき設定を行った。 

 

(2) プロジェクト外部環境の把握と緊急時の準備 

前フェーズにおいては、パレスチナの不安定な政治・治安状況、政府組織の脆弱性の下で実

施されており、2006年1月、対イスラエル武装闘争継続を標榜するハマス主導の自治内閣政

府が成立した際には、イスラエル側からの関税等の還付が停止され、パレスチナの歳入の

半分近くを占める収入源が止められる事態となり、一時は公務員の給与の未払い等が発生

するなど、プロジェクトの実施が困難となる事態が発生した。本プロジェクトの詳細計画策定

時においても、ガザ地区を実効支配するハマスと主流派のファタハが自治政府の議長選と評

議会選に向けた有権者登録手続を開始するとの報道も流れており、このような動きがイスラ

エル側の強硬手段を実施させた場合、プロジェクトの実施においては、前フェーズと同様に

多くの不確定要素を生み出し、プロジェクトの遅延の事態を生み出す可能性は非常に高い。

本プロジェクトにおいてもこれらの可能性を十分に認識し、中止、又は最小限の活動にシフト

するための準備をしておく必要がある。 

 

８．今後の評価計画                                                        

 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

４. (1) の通り。 

(2) 今後の評価計画 
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事業開始 6 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 


