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事業事前評価表（案） 

 

1. 案件名 

国名：パレスチナ 

案件名：（和）官民連携による持続可能な観光振興プロジェクト (フェーズ 2） 

（英）Sustainable tourism development through public-private partnership 

(Phase 2) 

 

2．事業の背景と必要性 

（１）当該国における観光セクターの現状と課題 

パレスチナは、ベツレヘム、ジェリコ、エルサレム等の豊富な観光資源を有しており、

2000年9月に勃発した第2次インティファーダ(イスラエル国のパレスチナ軍事占領に対す

る民衆蜂起)以前は観光業がGDPの11%を占めていた。その中でもヨルダン川西岸に位置

するジェリコの歴史は約1万年前にも遡り、世界最古の都市と言われている。ジェリコ市

内中心部にあるテル･エス･スルタン(人類最古の古代遺跡)、北部のヒシャム宮殿や新約

聖書にも記載のある西部丘陵地域の｢誘惑の山｣を始めとして、ジェリコを含むヨルダン

渓谷には500箇所以上の豊富な文化遺跡が存在している。 

ジェリコへの観光客は1998年から2000年までの間は年間約23万人から25万人で推移し、

ホテル等のインフラの整備も進んだが、第2次インティファーダの結果、観光客は2001年

には1,200人まで激減し、観光収入の減尐をもたらした。しかし、治安情勢の改善が見ら

れた2005年には10万人程度まで回復し、2010年には約100万人にまで増加しており、ジェ

リコにおける観光産業は、今後も農業と並ぶ重要産業であり続けることが予想される。

他方、ジェリコ地域の観光振興における課題として、治安のほか、観光資源としての文

化遺産の活用、土産物・観光産品の開発不足、観光情報の発信不足等が挙げられていた。 

このような状況の下、JICAは、2009年2月から2012年2月までの3年間、観光遺跡庁

（Ministry of Tourism and Antiquities : MOTA）をカウンターパート(C/P)機関として、ジェ

リコ地域において官民協同による地域住民に直接裨益する持続可能な観光システムを形

成することを目的に、｢官民連携による持続可能な観光振興プロジェクト（以下、フェー

ズ1）｣を実施した。同プロジェクト実施の結果、官民の代表がジェリコの観光振興の方

針について議論するためのプラットフォームであるジェリコ遺跡保存・観光委員会

（Jericho Heritage Tourism Committee; JHTC）1が形成され、JHTCによって地域住民へ

の裨益を最優先しながら持続的な観光振興を進めるための体制が整えられた。また、

Community Based Tourism (CBT)2に留意した活動が展開され、文化遺産の有効活用に向け

                                                   
1 JHTCは、MOTA、ジェリコ市役所を中心に、各関係庁のジェリコ支局、ジェリコ県庁、NGO、アラブホテ

ル協会、NGO代表を構成員として活動している。 
2 地域住民が主体となって観光事業を行い、地域発展を目指す観光形態を指す。 
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たサイネージの設置、ハチミツやモザイク商品の開発支援、バザールや展示会の開催、

ローカルガイドツアーや料理人に対する研修、観光情報の発信を目的とした観光情報セ

ンター（Tourist Information Center; TIC）の設置、観光地図の作成、ジェリコの歴史

を紹介するための本の作成等が実施され、上記課題の解決に向け、一定の成果を達成し

た。 

他方、フェーズ1でパイロット的に実施されたジェリコの観光振興に係る活動は、ジェ

リコの一部の住民に裨益をもたらすことに成功したものの、今後、地域経済全般に裨益

をもたらす形で活動を発展させることが課題として残されている。具体的には、途に就

いたばかりのJHTCの機能を強化しつつ、豊富な文化遺産の更なる有効活用、観光商品・

サービスのより一層の充実を図り、観光客の訪問地の多様化、観光客による飲食店や商

店での観光商品・サービスの購入を促進する必要がある。 

他の地域、例えば、ベツレヘムにおいても、2010年には観光客が100万人を超えるなど、

観光は主要産業となっているが、観光客の訪問地が生誕教会付近に集中しており、観光

による便益が一部の地域にしかもたらされていない。ヘブロンやナブルスでは、共に旧

市街や数々の史跡などの豊富な関係資源が十分に活用されておらず、ジェリコやベツレ

ヘムと比べ、地域全体で見ても観光による便益を十分に享受できていない。 

 

（２）当該国における観光セクターの開発政策と本プロジェクトの位置付け 

パレスチナ自治政府の「国家開発計画 2011-13」において、観光は経済セクター戦略の

中に位置づけられており、観光情報センターの設立、遺跡の保存・修復、国内外の市場

をターゲットとした産品やサービスの競争力強化、豊富な遺跡資源のプロモーション活

動に係る重要性が謳われている。また、MOTA の「観光開発戦略 2011-2013」においては、

戦略目標として、高品質な観光商品、独立した独自の観光目的地としてのパレスチナの

マーケティング、効果的な史跡・文化遺産の保存が掲げられている。本プロジェクトは、

上述の開発政策と合致している。 

また、他ドナーは、観光客誘致のための観光施設の開発や効果的な史跡・文化遺産の

保存に重点を置いている一方、本プロジェクトでは、観光パッケージの改善と新規開発、

独立した観光地としてのパレスチナの地域の確立、観光セクターの既存組織の効率性及

び有効性の改善等を実施予定であり、本プロジェクトと他ドナーの援助に重複はない。 

 

（３）観光セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

日本国政府は、2010 年の日・パレスチナ・ハイレベル協議において、中小企業・輸出

促進、農業、観光、地方行政、財政、上下水道、保健の 7 分野を今後 3 年間の重点分野

とすることを合意した。また、その際には、日本国が 2006 年に策定した、日本国、イス

ラエル国、パレスチナ及びヨルダン国の４者の域内協力を通じて、ヨルダン渓谷の経済

開発を進める「平和と繁栄の回廊」構想を推進することも確認された。 
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本プロジェクトは、フェーズ 1 と同様、JICA の対パレスチナの援助重点分野の一つで

ある「経済成長促進」の「経済開発」の「観光開発プログラム」の一事業として、位置

付けられている。観光開発プログラムでは、世界最古の都市とされるジェリコをモデル

地域とし、観光街づくりを推進する体制及び一部インフラの整備を目指すこととしてい

る。 

 

（４）他の援助機関の対応 

 他の援助機関の支援状況は以下のとおり。 

１）チェコ 

ヒシャムパレス文化人類公園のモザイク保護（第 1 フェーズ）（完了） 

２）ヨーロッパ連合（EU） 

建築遺産の保護機関強化（完了） 

 ３）スペイン（AECID） 

  ア）ミレニアム開発目標、文化開発プログラム（実施中） 

  イ）観光セクター強化によるジェニンとギルボアの協力促進（実施中） 

 

 ウ）パレスチナの国際観光フェア FITUR2008 への参加（完了） 

 エ）パレスチナの国際観光フェア FITUR2009 への参加（完了） 

 オ）国際観光フェア FITUR2011 におけるパレスチナの観光セクターの促進（実施中） 

４）国際連合教育科学文化機関（UNESCO） 

 ア）地下博物館（完了） 

 イ）定期文化プログラム資金 35/C5（完了） 

 ウ）世界遺産（完了） 

 エ）テル・バラータ文化人類公園（科学研究、保存、サイト管理）（実施中） 

 オ）ベツレヘムにおける博物館開発、ベツレヘム平和センターの地下博物館（第 4 フ

ェーズ）（延期中） 

５）ノルウェー代表部 

   地下博物館（完了） 

６）オランダ（Netherlands Development Cooperation） 

 ア）RAM Riwaq Hajjah PRCS センター（完了） 

 イ）ユニスコテル・バラータ（中止） 

 ウ）バラータのプロポーザル作成（完了） 

 

3．事業概要 

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置付けを含む） 

本事業は、パレスチナにおける観光振興の課題を明らかにし、観光プロモーションの
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強化、近隣諸国との連携を行うとともに、ジェリコ及び周辺地域において、CBT に留意

した観光開発を実施し、パレスチナにおける観光振興手法の確立を図り、同手法がパレ

スチナの各地域で活発に実施されることを通じて、パレスチナへの観光客の増加に寄与

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（45,4333人）及び他地域（ベツレヘム（188,880 人）、ヘブロン（600,364 人）、

ナブルス（340,117 人）、トゥルカレム（165,791 人）、ラマッラ・アルビーレ（314,383

人）等） 

 

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

プロジェクトの直接受益者は、C/P 機関である MOTA 職員や、ジェリコ及び他地域で

活動に参加する行政職員や観光分野の民間事業者である。また、間接受益者は、ジェリ

コ及び他地域の住民となる。 

 

（４）事業スケジュール（協力期間） 

  2013 年 2 月～2016 年 2 月を予定（計 36 か月） 

 

（５）総事業費（日本国側） 

  約 4.6 億円 

 

（６）相手側実施機関 

  パレスチナ自治政府・MOTA 

 

（７）投入（インプット） 

１）日本国側 

ア）専門家派遣（想定分野） 

・ 総括/観光マーケティング（14.15 M/M） 

    ・ 観光プロモーション（15.22M/M） 

・ CBT（18.2M/M） 

・ 業務調整（9.13M/M） 

・ 短期専門家（3M/M）：必要に応じて 

イ）機材供与（車輌、事務用機器等、その他必要に応じて） 

ウ）本邦及び第三国研修（エジプト国、ヨルダン国等） 

エ）現地業務費負担（基礎調査及び訪問客調査、ワークショップ、現地研修、観光

                                                   
3 パレスチナ中央統計局（Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)(2010) 
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プロモーション等の活動に係る経費） 

２）パレスチナ側 

ア）C/P の配置 

    ・プロジェクトディレクター 

    ・プロジェクトマネージャー 

    ・ワーキンググループ(Working Group; WG)（成果ごとに 4 つ） 

     - 成果 2：MOTA 職員、民側リーダー4
 

     - 成果 3：ジェリコ市職員、民側リーダー 

     - 成果 4：MOTA 職員 

     - 成果 5：MOTA 職員 

３）プロジェクト事務所の提供（MOTA 内及び関連施設への日本人専門家の活動に必要

な執務スペース及び設備の提供） 

４）ローカルコスト負担（スタッフの給与/日当、燃料、交通費、光熱費などプロジェク

ト活動に必要な経常経費） 

 

（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 

  ア）カテゴリ分類：C 

  イ）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」に掲

げる影響を及ぼしやすいセクター・特性および影響を受けやすい地域には該当せ

ず、環境への望ましくない影響は最小限と判断される。 

 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 

   我が国政府が提唱する「平和と繁栄の回廊構想」の一事業として位置付けられる。 

ア）ジェリコにおける官民連携による持続可能な観光振興プロジェクト 

（2009 年～2012 年） 

  イ）ジェリコ下水運営管理能力強化プロジェクト（2012 年～2016 年） 

ウ）太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画（2009 年～2012 年） 

エ）ジェリコ農産加工団地のための PIEFZA 機能強化プロジェクト 

（2010 年～2013 年） 

                                                   
4 NGO、民間企業等からの選出を想定。 
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オ）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～2015 年） 

カ）西岸地区廃棄物管理能力向上計画準備調査（2011 年～2012 年） 

キ）ヨルダン国サルト市における持続可能な観光開発プロジェクト 

（2012 年～2015 年） 

 ２）他ドナー等の援助活動 

２．（４）に記述の通り。 

 

4. 協力の枠組み 

（１）協力概要 

１）上位目標：プロジェクトで確立された観光振興の手法がパレスチナにおいて活発に

実施され、それらの地域で開発された各観光スポットへの訪問者が増加

し、地元コミュニティに裨益がもたらされる。  

指標１：プロジェクトで確立された観光振興の手法に基づき、XX 地域において同手法

を踏まえた観光戦略、アクションプランが策定又は改訂され、活動が開始又は

前のアクションプランから継続して実施される。 

指標２：開発された各観光スポットを訪問する観光客数が XX%増加する。 

指標３：観光客が滞在期間中に訪問するパレスチナの観光スポット数が XX%増加する。 

指標４：上記アクションプランの活動に参画している人のうち、XX%が同活動から便益

を感じている。 

 

２）プロジェクト目標： パレスチナにおいて CBT に留意した観光振興の手法が確立され

る。 

指標１：MOTA において、プロジェクトによって確立された CBT に留意した観光振興

の活動及び普及方法が観光戦略・アクションプランにおいて明文化される。 

指標２：ジェリコにおいて、アクションプランに記載されている XX 項目の CBT 活動

が継続される。 

指標３：パレスチナにおいて、アクションプランに記載されている XX 項目のプロモー

ション活動が継続される。 

 

３）成果及び活動 

 成果１：パレスチナのコミュニティに広く裨益するための観光振興の課題が明らかに

される。 

 指標１：観光開発の課題が、活動 1.3 のワークショップ実施や協議を通じて、参加者間

で共有される。 

 

 活動： 
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1.1 プロジェクト支援対象地域を対象とした、観光分野に係るベースライン調査・研

究を実施する5。 

1.2 パレスチナの主要観光地を対象とした、訪問客調査（ニーズ調査含む）を実施し、

取り組むべき課題を抽出する6。 

1.3 上述の調査結果の分析や、観光に関わる民間事業者（旅行代理店、ツアーオペレ

ーター、バス会社等）とのワークショップ実施や協議を通じて、パレスチナの観

光開発における課題を明らかにする。 

1.4 協議・ワークショップ等の結果を基に、パレスチナの観光客の増加と目的地の多

様化を図るため、現行の政府観光戦略やアクションプランをレビューする。 

1.5 プロジェクト支援対象地域を対象とした、観光分野に係るエンドライン調査を実

施する。 

 

成果２：パレスチナ全体に関するプロモーションが実施される。 

  指標２－１：観光プロモーションに関するアクションプランが改訂される。 

指標２－２：プロモーション活動が XX項目実施される。 

活動： 

2.1 活動 1.1 から 1.4 に基づき、パレスチナ観光全体に関するプロモーション活動を

実施する7。 

2.2 観光プロモーション活動のレビューを通じて、持続的な観光振興のための観光

プロモーションの課題を明らかにする。 

2.3 活動 2-2で明らかになった課題を踏まえ、持続可能な観光振興に向けた提言を

取りまとめ、アクションプランを改訂する。 

 

成果３：ジェリコにおいて、官民連携による持続的な CBT活動が実施される。 

  指標３-１：CBT に留意した観光戦略、アクションプラン見直しのための JHTC 会合が、

四半期に一度、開催される。 

指標３-２：アクションプランに記載されている CBT活動が XX項目開始される。 

 

活動： 

3.1 フェーズ 1 及びプロジェクト終了後のジェリコにおける観光振興に係る活動状

況をレビューする。 

3.2 活動 1.1 及び 1.2 の結果を参照し、CBT の実施における課題を明らかにする。 

                                                   
5 パレスチナの主要観光地における、観光案内所への訪問客数、土産物店数、観光施設数、宿泊施設数、

観光関連サービス（病院、警察、交通、他）等の基礎情報 
6 パレスチナを訪問する観光客の情報（国、年齢、性別、職業、グループ／個人、滞在日数、目的、他）

やその動向 
7 ウェブサイトの作成、観光促進ツールの作成、国内外への展示会の実施、その他 
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3.3 CBT における現状の課題を踏まえ、JHTC を中心に、CBT を実施するための観

光戦略とアクションプラン（年次計画含む）を策定する。 

3.4 ジェリコの地域住民や民間事業者を、CBT 活動に参加させるためのワークショ

ップを実施する。 

3.5 CBT を具現化するための活動（マーケティング、商品開発を含む）を実施する8。 

3.6 CBT 活動のモニタリングを行う。 

3.7 活動状況に応じて、年次計画を改訂する。 

3.8 CBT 活動の終了後、その活動結果を包括的に評価する。 

3.9 上述の 3.8 の評価結果の分析と課題解決に向けた検討を通じて、ジェリコにおけ

る CBT の持続的な展開を図るための観光ビジョン、観光戦略やアクションプラ

ンの改訂を行う。 

3.10 活動 3.1 から 3.9 が継続的に実施される為の枠組みの構築を支援する。 

 

成果４：ジェリコの CBT による観光開発の経験が、他地域において活用される。 

 

指標４-１：他地域において、CBT に留意した観光振興を実施するための観光戦略やア

クションプランが明文化される。 

指標４-２：他地域において、同アクションプランに基づいた活動の一部がパイロット

的に開始される。 

 

活動： 

 

4.1 他地域の観光分野の状況について、上述の 1.1 及び 1.2 の結果を参照し、検証す

る。 

4.2 ジェリコと他地域の間で、CBT の概念と構成要素、実施方法を共有する。 

4.3 CBT及びCBTに留意したマーケティング活動の実施において取り組むべき課題

を明らかにする。 

4.4 他地域の CBT に留意した観光戦略やアクションプランの策定を支援する。 

4.5 他地域の CBT に留意したマーケティング戦略とアクションプランの策定を支援

する。 

4.6 他地域が主体的に行う CBT の実践やマーケティング活動の一部をパイロット的

に支援する。 

                                                   
8 地域住民への啓発、市街の美化、観光案内所の機能強化による情報発信の改善、現地ツアーガイドの支

援、民間事業者の現地活動グループ（LAG）への参加促進、バザールやフェスティバルの開催、ホームステ

イの導入、観光に係る規範綱領（a code of conduct）の導入、観光目的地の多様化、個人客へのサービス

改善、バス路線の増加、パレスチナ物産を展示するアンテナショップの設置、その他。 
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4.7 ジェリコ及び他地域における活動結果を総括し、CBT に留意した観光振興の定

義、CBT 概念の標準化、CBT の構成要素と実施方法の明確化、CBT に留意した

マーケティング活動の明確化を行う。 

4.8 パレスチナの支援対象地域以外の他地域で、CBT に留意した観光振興を導入す

るための提言とガイドラインを取り纏める。 

 

成果５：近隣諸国（ヨルダン国、イスラエル国、エジプト国等）との間で、観光開発

における連携協力が促進される。 

 

指標５：近隣諸国との、今後の連携の在り方、方向性に関する提言を含んだ報告書が

MOTA により策定される。 

 

活動： 

5.1 観光分野における近隣諸国との連携の在り方、課題を明らかにするため、近隣諸

国の地域観光産業の状況を調査する。 

5.2 近隣諸国の関係者との協議の場を設定し、観光開発における経験を共有する。 

5.3 近隣諸国との今後の連携に向けた方向性に関する提言を含む報告書を取り纏め

る。 

 

４）プロジェクト実施上の留意点 

ア）「平和と繁栄の回廊構想」としての本プロジェクトの位置づけ 

本プロジェクトは、イスラエル国とパレスチナの共存共栄に向けた日本国の中長

期的な取組みである「平和と繁栄の回廊構想」の一つに位置づけられる。持続的な

和平実現のためには、「平和の配当」を人々にもたらし、当事者間の「信頼醸成」を

促進することが重要である。観光振興を通じて、パレスチナ内及び近隣諸国間の経

済連携を強め、関係者間の信頼醸成、WIN-WINの関係構築を促進していくよう留意す

る必要がある。 

 

イ）持続発展性の確保 

    今後、ジェリコにおいては、JHTC を中心とした官民の関係者が観光振興に、自

立的にかつ持続的に取り組んでいけるような状況を作り出すことが必要とされてい

る。特に、リード役不在によって活動が停滞しないための仕組み作りが重要である。 

同時に、ジェリコ以外の他地域では、ジェリコ同様に官民の関係者が観光振興の

主体となるが、ジェリコの経験やノウハウを効率的に伝え、プロジェクト終了後に

おいても、その活動が継続していくよう、持続発展性の確保には十分に留意して取

り組む必要がある。 
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    また、パレスチナ自治政府は恒常的な財政不足の状態にある。パレスチナ内の予

算措置のみならず、必要な資金源として他ドナーの援助も想定される為、プロジェ

クト実施中から他ドナーへも積極的に活動を紹介し、協力を呼び掛けていく必要が

ある。 

 

ウ）観光プロモーションと CBT に留意した観光振興活動の緊密な連携と相乗効果 

    観光客誘致のためには魅力的な観光資源の開発やホスピタリティの向上が必要で

あり、CBT に留意した観光振興活動において、それを実施していく。一方、CBT 活

動が持続的に発展していくためには、観光客が継続的に訪れ、CBT 活動によって生

み出される商品・サービス等を購入することで、CBT 活動の実施者が経済的恩恵を

享受することが必要である。よって、観光プロモーションと CBT に留意した観光振

興活動を表裏一体ととらえ、一方で得られた教訓を他方にも十分に活用しながら、

プロジェクトを実施していく必要がある。 

 

エ）キーパーソンの活用 

    本プロジェクトの C/P 機関である MOTA や、ジェリコ市役所の本プロジェクトに

対する期待は非常に高く、プロジェクトへの積極的な参加の姿勢が伺える。同様に、

ヘブロンやナブルス等の他地域では、官民ともに既に多くの観光振興活動を自ら行

っており、その活動の促進のための支援を本プロジェクトに期待しているなど、実

施体制と意欲は十分なものがある。これらのことから、本プロジェクトの実施にお

いては、他地域に新たな体制を整備するのではなく、上述した参加意欲のあるキー

パーソンを活用し、ジェリコの経験を伝えて、その活動の質を向上させることが、

有効と言える。 

 

  オ）ジェリコでの成功事例の形成とパレスチナ側による他地域への展開 

    フェーズ 1 では、ジェリコにおいて CBT 活動をパイロット的に実施したが、本プ

ロジェクトでは、同活動を本格的に展開し、CBT に留意した観光振興の成功事例形

成を目指す。他地域においても、フェーズ 1 におけるジェリコでの活動を参照しつ

つ、パイロット的に活動を実施するが、同活動の主体はあくまでパレスチナ側であ

る。そして、本プロジェクトを通してジェリコで形成された成功事例、他地域での

活動結果を踏まえ、他地域での CBT に留意した観光振興の本格的な展開、その他の

地域への普及は、パレスチナ側が担っていくことになる。かかる観点から、中小企

業支援及び廃棄物管理等の分野のプロジェクトと連携させながら本プロジェクトを

進める。 

 

  カ）観光振興への住民・民間事業者の参加促進 
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    観光振興のためには、住民・民間事業者の主体的な参加が不可欠である。官民連

携のコンセプトの下、アクションプラン検討段階から、住民・民間事業者に十分に

関わってもらうよう工夫する必要がある。 

 

  キ）プロジェクト活動の広がり、他地域と組織的・人的交流 

    プロジェクトを効率的に進め、活動に広がりを持たせるためにも、他地域との組

織的・人的交流は有益である。ジェリコの活動をジェリコ関係者自身が紹介してい

く、同じようなアクションプランを持つ複数地域については合同でプロジェクトを

実施する、などの工夫が必要である。 

 

  ク）仕組み作りとパイロット事業のバランスのよい実施 

    新しい仕組みを作るのには時間がかかるため、プロジェクトの初期段階で仕組み

作りに時間をかけすぎることなく、仮の仕組みでパイロット事業を実施し、その結

果を見ながらより良い仕組みを検討しつつ、時間をかけて定着させていく等の工夫

が必要である。 

 

ケ）既存の調査の最大活用 

    パレスチナでは、既に多くの観光関連調査が実施されており、本プロジェクトで

はこれらと重複するような大規模な調査は行わない。既存の調査結果をよく参照し、

新規の訪問客へのニーズ調査の結果と合わせて、官民の関係者に理解しやすい形で

情報を提供する。 

 

コ）パレスチナ経済への裨益 

    プロジェクト活動における、CBT のアクションプランの検討、観光商品の開発、

観光プロモーション等を行う際に、如何にパレスチナの経済に裨益し、パレスチナ

住民の生活向上に貢献して行くかといった点を、十分に留意していくこととする。 

 

（２）その他のインパクト 

ポジティブな面から、以下のようなインパクトが想定される。 

１）国家建設を支える観光収入の増加。 

２）観光市場拡大による雇用機会創出、収入向上。 

３）近隣諸国との連携強化（情報共有、共同ツアーの開発等）。 

４）住民の啓発活動による史跡や文化遺産の保護促進。 

５）観光資源整備を通じた住民による歴史・文化の共有。 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 
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（１）事業実施のための前提条件 

１）パレスチナの治安状況が悪化しない 

２）パレスチナ自治区への観光客の立入りが制限されない（イスラエル政府の占領政策） 

３）プロジェクトの人員（C/P 及び WG メンバー）及び予算が適切に配置される。 

（２）成果達成のための外部条件 

１）観光分野の民間事業者が、プロジェクトに対する関心を維持する。 

２）ジェリコの地域住民がプロジェクトに対する関心を維持する。 

３）MOTAの CBT導入に係る政策・方針が変らない。 

（３）プロジェクト目標達成のための外部条件 

１）国際及び国内の観光市場が現状より悪化しない。 

２）パレスチナの治安状況が悪化しない。 

（４）上位目標達成のための外部条件 

１）パレスチナ政府の観光政策が変化しない。 

 

６．評価結果 

 本プロジェクトは、パレスチナの開発政策、開発ニーズ、日本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 

本プロジェクトは、2009 年 2 月から 2012 年 2 月まで実施された、「官民連携による持続

可能な観光振興プロジェクト」の後継プロジェクトの位置付けとなっている。2011 年 12

月に実施された同プロジェクトの終了時評価では、以下の 4 つの教訓が掲げられた。 

（１）多様な組織を構成員とした組織を設立することの困難さ。このような組織を構築す

るにあたっては、多大な労力がかかることを踏まえる必要がある。 

（２）「組織の設立」と「当該組織による活動」は、段階的に実施されるのではなく、同時

進行で実施されるべきである。 

（３）「住民参加」の前段階としての地域住民への啓発活動の重要性。 

（４）市民社会（NGO 等）による参画の重要性。 

 

 上記の教訓のうち、（１）及び（２）は、ジェリコの JHTC の組織化についての教訓であ

る。今般のプロジェクトでは、ジェリコ以外の 5 つの地域についても、プロジェクトの他

地域に含めるが、これらの地域においては、改めて組織を立ち上げることを目指すのでは

なく、官民の関係者が集う会議の場を活用することで官民連携に必要な機能を担保しつつ、

観光戦略やアクションプランを策定し、同アクションプランに基づく実際の活動を支援し

ていく。 

また、JHTC は設立されたものの、活動を本格化させるために、本プロジェクトにおい

ては、実際の活動を進めながら、JHTC が CBT の活動実施主体としての役割を一層果たす
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ことを促していく。 

 （３）を踏まえ、アクションプランの中に、住民への啓発活動を重視するよう、助言・

指導していく。そして、（４）を踏まえ、成果 2 の WG の民側リーダーとして NGO を迎え

るとともに、ワークショップやアクションプランで取り決められる各活動においては、NGO

等にも幅広く参加を呼び掛けていく。 

 

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 

2014 年 7 月頃    中間レビュー 

2015 年 7 月頃    終了時評価 

事業終了 3 年後    事後評価 


