
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：ペルー共和国 

案件名：固形廃棄物処理事業 

L/A 調印日：2012 年 10 月 12 日 

承諾金額：4,396 百万円 

借入人：ペルー共和国（The Republic of Peru） 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における廃棄物セクターの開発実績（現状）と課題 

ペルーでは国全体で約 23,260 トン/日の一般廃棄物（以下、「廃棄物」という。）が

発生しているが、うち衛生埋め立て処分場で処理されているのは全体の約 26%に留ま

っている。更にそれらの大部分がリマ地域での廃棄物であり、地方都市においては、

ほとんどの廃棄物が回収されないまま投棄されているか、野積み方式によって処分さ

れている状況である。かかる不適切な廃棄物処分は、浸出水の流出・地下浸透に伴う

地下水や水源の汚染、周辺住民の衛生環境の悪化といった深刻な問題を引き起こして

おり、特に地方都市における衛生埋め立て処分場の建設、収集・運搬の能力強化等を

含む統合的な廃棄物の収集・処理体制の整備が喫緊の課題となっている。 

(2) 当該国における廃棄物セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

環境省（MINAM）は「国家環境計画」の中で、2021 年までに 100%の廃棄物が適

切に処理されることを大目標として掲げ、まず 50%の廃棄物が適切に処理されること

を目指し、31 の地方都市を対象として統合的な廃棄物の収集・処理体制を整備する

「優先地域における固形廃棄物処理システム開発プログラム」（以下、「全体プログラ

ム」という。）を策定している。固形廃棄物処理事業（以下、「本事業」という。）は

全体プログラムの一部を構成し、全体 31 都市のうち 23 都市を対象として衛生埋め立

て処分場の建設、収集・運搬の能力強化のための機材調達等を行うものである。 

(3) 廃棄物セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の対ペルー事業展開計画において、「地球的規模問題への対処」を援助重点

分野に掲げている。右方針に基づき、JICA は対ペルー支援において環境保全を重点

開発課題の一つとして支援に取り組んでおり、本事業の実施は我が国及び JICA の援

助方針に合致する。 

(4) 他の援助機関の対応 

米州開発銀行（IDB）は、全体プログラムの対象 31 都市のうち本事業対象の 23 都

市を除いた 8 都市を対象とした借款を 2012 年 8 月に調印済み。米国国際開発庁

（USAID）は 2007 年～2011 年まで各地方自治体の廃棄物処理のための案件形成能力

強化のための技術協力を実施。スイス経済省経済事務局（SECO）はチクラヨにおけ

る衛生埋め立て処分場の建設事業に対する無償資金協力支援を検討中。 

(5) 事業の必要性 

上記のとおりペルーの地方都市においては、これまで廃棄物の管理に関し環境に対

する十分な配慮がなされておらず、環境に配慮した統合的な廃棄物の収集・処理体制

円借款用 



が喫緊の課題である。本事業は右課題を解決するためにペルー政府が策定した全体プ

ログラムの大部分を構成しており、ペルーの開発政策と整合しており、我が国及び

JICA の援助方針とも整合していることから、JICA が本事業の実施を支援する必要

性・妥当性は高い。 

３ 事業概要 
 

(1) 事業の目的 

本事業は、ペルーの 23 地方都市を対象において、廃棄物の収集・最終処理体制の

整備・改善を行うことにより、廃棄物の統合的な処理管理能力の向上を図り、もって

対象地域の自然環境の改善及び住民の生活環境の改善、気候変動の緩和に寄与するも

のである。 

(2) プロジェクトサイト／対象地域名 

23 地方都市（アバンカイ、アイマラエス、アザンガロ、チャチャポヤス、チンチ

ャ、フェレニャフェ、ウアチョ、ワヌコ、イラべ、フリアカ、モヨバンバ、ヌエボチ

ンボテ、パイタ、ピウラ、プエルト・マルドナド、プーノ、サンチアゴ、セチュラ、

スジャナ、タララ、タラポト、タルマ、トゥンベス） 

(3) 事業概要 

1) 資機材調達（施設運営用重機、収集・運搬用車両、備品（清掃具・回収箱等）） 

2) 施設建設・整備（最終処分場（含アクセス道路）、リサイクル施設、管理棟等）

（国際競争入札） 

3) コンサルティング・サービス（詳細設計、施工監理、住民啓発等） 

(4) 総事業費 

6,305 百万円（うち、円借款対象額：4,396 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2012 年 7 月～2016 年 7 月を予定（計 49 ヶ月）。全施設の完成及び調達機器の調達

完了時をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

1) 借入人：ペルー共和国（The Republic of Peru） 

2) 事業実施機関：環境省（Ministerio del Ambiente：MINAM） 

3) 操業・運営／維持・管理体制：対象 23 都市の地方自治体 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：B 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガ

イドライン(2002 年 4 月制定)に掲げる廃棄物処理・処分セクターのうち大規

模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大ではないと判断され、

かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい

地域に該当しないため。 

③ 環境許認可：本事業を構成する 23 のサブプロジェクト各々につき、環境影響

評価（EIA）報告書を作成し、保健省の承認を得る必要がある。うち規模の比

較的大きい 6 サブプロジェクトは詳細設計前まで、その他の 17 サブプロジェ



クトについては工事開始までに、EIA 報告書を作成して保健省の承認を得る必

要がある。 

④ 汚染対策：最終処分場では覆土により悪臭防止を行い、浸出水は適切に収集・

処理されるため特段の負の影響は予見されない。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は自然保護地域等の影響を受けやすい地域またはそ

の周辺に該当せず、自然環境への望ましくない影響は最小限であると想定され

る。 

⑥ 社会環境面：用地取得が必要となる土地については、ペルー国内の手続きに沿

って取得が進められる。なお、住民移転は想定されない。 

⑦ その他・モニタリング：環境省及び対象自治体が EIA 報告書に基づき、大気質、

水質（周辺に河川がある場合のみ）、騒音等についてモニタリングを実施。  

2) 貧困削減促進：特になし。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配

慮等）：特になし。 

(8) 他ドナー等との連携：上述のとおり全体プログラムの一部について IDB が借款を

供与予定。全体プログラムの監理に対して IDB と緊密に連携予定。 

(9) その他特記事項：JICA の支援により、対象都市の職員等を対象に廃棄物管理研修

を実施中。本事業は廃棄物の収集・最終処理体制の整備・改善を図るもので温室

効果ガス（GHG）排出削減に貢献する。本事業による気候変動の緩和効果は約

200,000 トン/年 CO2換算である。 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1) 運用・効果指標 

指標名 
基準値 

（2009 年実績値） 

目標値(2018 年) 

【事業完成 2 年後】

収集車両が調達される地域（注）の

廃棄物収集量（トン/日） 
1,020  1,500  

対象地域で衛生埋め立て処理され

る廃棄物量（トン/日） 
0  1,990  

処分場排水の BOD 濃度（mg/l） 1,000-5,000 <100 

収集車両が調達される地域の廃棄

物収集率（%） 
75 100 

注：本事業で調達される収集・運搬車両は、各地方都市の中でも中心部分（Main 

District）にのみ調達される。その他の District には収集・運搬車両は調達されないが、

それらの地域の廃棄物も、Main District に建設される衛生埋立処分場に運ばれ、処理

されることになる。 

2)  内部収益率 

以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 9.4%と算出される。

なお、廃棄物収集に関する料金徴収は行われるものの、本事業は公共性が高く、料

金徴収による投資費用の回収は念頭に置いていないことから、財務的内部収益率



（FIRR）は計算しない。 

【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営維持管理・再投資費用 

便益：温室効果ガス（GHG）削減効果、衛生環境の改善効果（住民の廃棄物管理

に対する支払可能額）） 

プロジェクト・ライフ：10 年 

(2) 定性的効果 

 対象地域住民の生活環境改善、環境保全、地方政府の行政能力の強化、気候変動の

緩和 

5. 外部条件・リスクコントロール 

 ペルー及び事業対象周辺地域の政治経済情勢の悪化ならびに自然災害。 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

(1) 類似案件の評価結果 

過去の廃棄物事業（インドネシア「ジャカルタ都市廃棄物処理事業」）の事後モニ

タリング結果等から、最終処分場へのウエイストピッカー（非正規廃品回収業者）定

着を防止するためには分別収集を行った上での処分場への搬入が重要であり、そのた

めに関係市民への啓発活動が重要であるという教訓が得られている。 

(2) 本事業への教訓 

本事業では対象地域市民への啓発活動に係る具体的な施策の検討等について、コン

サルティング・サービスの TOR に含めて支援する。 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

① 収集車両が調達される地域の廃棄物収集量（トン/日） 

② 対象地域で衛生埋め立て処理される廃棄物量（トン/日） 

③ 処分場排水の BOD 濃度（mg/l） 

④ 収集車両が調達される地域の廃棄物収集率（%） 

(2) 今後の評価のタイミング 

 事業完成 2 年後 

以 上  


