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事業事前評価表 

 

国際協力機構南アジア部南アジア第四課 

１．案件名（国名） 

国名：バングラデシュ人民共和国  

案件名：廃棄物管理機材整備計画 

（The Project for Improvement of Solid Waste Management Equipment） 

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／ダッカ・チッタゴン地域の現状と課題 

バングラデシュでは、都市への急速な人口集中や市街地の拡大に伴い都市における廃棄

物、スラム拡大など都市環境の悪化が深刻な問題になっている。とりわけ首都の南ダッカ

市、北ダッカ市（以下「南北ダッカ市」という。）及び第二の都市であるチッタゴン市で

は、人口急増と経済発展に伴う廃棄物の増大による住環境の悪化が緊急に取り組むべき課

題である。バングラデシュ政府は、南北ダッカ市において廃棄物マスタープランの策定、

収集車両の増加、処分場整備等を図ってきたが、チッタゴン市を含め、廃棄物管理の実施

体制の脆弱さ、廃棄物収集運搬や清掃に関する機材の不足等、依然として課題を抱えてお

り、都市環境改善のための適切な廃棄物管理が必要とされている。特に、南北ダッカ市に

おける廃棄物収集車両は 2000 年以前に導入された車両が全体の 45％強を占め、老朽化し

たものが多く、廃棄物の収集率は 7 割弱に留まっている。 

(2) 当該国における廃棄物セクター／ダッカ・チッタゴン地域の開発政策における本事業

の位置づけ及び必要性 

国家開発戦略の最上位に位置づけられる「第 6 次五か年計画（2011～2015 年）」におい

て、地方自治体が取り組むべき重要課題として廃棄物管理の改善が位置づけられており、

本事業はその政策に合致するものである。 

本事業では、対象都市が 3 市と複数になることから地方自治体を所管する国の地方自治

部門をカウンターパート機関とし、廃棄物管理事業の実施機関である各市と調整を行いつ

つ事業を実施する。対象地域の衛生・生活環境改善等人間の安全保障の観点からも、人道

上ニーズに対応した事業であり、無償資金協力としての本事業の実施意義は高い。 

(3) 廃棄物セクター／ダッカ・チッタゴン地域に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

対バングラデシュ国別援助方針（2012 年 6 月）における重点目標として「都市開発」が

定められ、その中で廃棄物分野の支援を行う方針が掲げられている他、JICA 国別分析ペー

パー（2013 年 4 月）では、経済成長の加速化のため「都市開発」が重点課題であるとされ

ている。主な支援実績は、以下のとおり。 

・技術協力：ダッカ市廃棄物管理計画策定調査（2003～2006 年）、ダッカ市廃棄物管理能

力強化プロジェクト（2007～2013 年）。 

・無償資金協力：ダッカ市廃棄物管理低炭素化転換計画（2009 年） 

(4) 他の援助機関の対応 

アジア開発銀行（ADB）は、2010 年 1 月から 2014 年 12 月の 5 か年計画（期間延長予

定だが現時点では詳細不明）で、7 市（北ダッカ、南ダッカ、チッタゴン、ボリシャル、
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クルナ、ラッシャヒ、シレットの各市）を対象に、「Urban Public and Environmental Health 

Sector Development Project」（7984 万ドル（55 億 5 千万バングラデシュタカ）の借款）

を実施している。同プロジェクトでは、一般廃棄物及び医療廃棄物管理の向上を目的に、

衛生埋立地及び廃棄物の収集運搬に関する中継施設を各都市に建設する予定であるが、建

設工事は遅延しており、現段階においては、JICA の本プロジェクトの活動と関連する可能

性は少ないものと想定される。 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

本事業は、対象地域において廃棄物収集車両を整備することにより、廃棄物収集運搬能

力の改善を図り、もって地域の衛生・生活環境改善に寄与し、バングラデシュの都市開発

に資するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

南ダッカ市、北ダッカ市（両市合計人口 864 万人）、チッタゴン市（人口 328 万人） 

(3) 事業概要 

1) 土木工事、調達機器等の内容：【機材】廃棄物収集車両 150 台 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容：実施設計、調達監理、

コンパクター導入に係る配車計画策定支援、ワークショップマネジメント・メカニック能

力強化 

(4) 総事業費/概算協力額 

 総事業費 15.25 億円（概算協力額（日本側）：14.86 億円、バングラデシュ側：0.39 億円） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2015 年 8 月～2016 年 12 月を予定（計 22 ヶ月。詳細設計、入札期間を含む） 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

地方行政農村開発組合省地方行政総局（Local Government Division of the Ministry of 

Local Government, Rural Development and Cooperatives）を主管官庁とし、南北ダッカ市

（Dhaka South City Corporation, Dhaka North City Corporation）、チッタゴン市（Chittagong 

City Corporation）がそれぞれ実施機関となる。 
(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: 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 月公布)上、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) 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) 他事業、ドナー等との連携・役割分担： 本案件に関連した我が国支援実績として、

技術協力では「ダッカ市廃棄物管理計画策定調査」（2003～2006 年）及び「ダッカ市廃

棄物管理能力強化プロジェクト」（2007～2013 年）、無償資金協力では「ダッカ市廃棄

物管理低炭素化転換計画」（2009 年）（本案件の前フェーズに相当）がある。また、今後、

技術協力プロジェクトにて実施機関の廃棄物管理能力の向上を図るとともに、協力隊派
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遣を通じ住民に対する衛生教育、啓発活動を行う。 

(9) その他特記事項：特になし 

 

(1)事業実施のための前提条件 

先方負担事項として、機材の運営維持管理に要する人員・予算が確保されること。現在、

南北ダッカ市では整備士の雇用手続きを進めていることから前提条件が満たされる見込み

である。 

(2)プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

バングラデシュ政府および南北ダッカ市、チッタゴン市の廃棄物関連政策が大きく変更

されないこと。バングラデシュの治安・政治情勢が極端に悪化しないこと。 

 
 

(1)類似案件の評価結果 

ベトナム「ハノイ市廃棄物管理機材整備計画」の事後評価結果によると、廃棄物収集車

両の調達を行ったことにより、廃棄物の収集量等の目標をほぼ達成し、他都市のモデルと

なる事業となっており、日々市民の目に触れる廃棄物収集車両はビジビリティも高いと評

価されている。また、無償資金協力の案件形成にあたっては、技術協力等との有機的連携

を図りつつ、高いモデル性を有し波及効果やビジビリティを発揮し得る案件の形成に引き

続き努めることが重要との教訓が得られている。 

また、インドネシア「ジャカルタ都市廃棄物処理事業」の事後評価結果では、廃棄物収集

車両調達により、対象地域における廃棄物の発生量が処分場の能力を超えたため、廃棄物

処理にかかる事業形成の際には、技術的な方策に偏ることなく初期段階から自治体との利

害調整や住民への啓発・教育の実施が必要との教訓が得られている。 
(2)本事業への教訓 

以上を踏まえて、本事業では、技術協力プロジェクトと連携・調整しつつ、収集・運搬、

安全管理、自治体との協議や、発生するごみの量を減らすための住民への啓発・教育の実

施等を含め、総合的に廃棄物管理能力の向上を図り、他都市への波及効果が期待されるモ

デル性の高い支援となるよう留意する。 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1) 妥当性：バングラデシュ政府の支援ニーズ並びに我が国及び JICA の援助方針に合致

している。対象地域の衛生・生活環境改善等人間の安全保障の観点からも、人道上ニーズ

に対応した事業であり、本事業実施の意義は高い。 

(2) 有効性 

1) 定量的効果 

対象地域 指標名 
基準値 

（2014 年実績値） 

目標値（2019 年） 

【事業完了 3 年後】 

3 都市合計 
廃棄物収集量（トン/日） 4,547 6,377

廃棄物収集率（％） 68 84

北ダッカ市 廃棄物収集量（トン/日） 1,356 2,040

４. 外部条件・リスクコントロール 

５. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
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廃棄物収集率（％） 65 85

南ダッカ市 
廃棄物収集量（トン/日） 1,991 2,475

廃棄物収集率（％） 66 75

チッタゴン

市 

廃棄物収集量（トン/日） 1,200 1,862

廃棄物収集率（％） 75 98

（注）想定人口は全体：1,193 万人（2014 年）→1,312 万人（2019 年）、南ダッカ市：509

万人（2014 年）→541 万人（2019 年）、北ダッカ市：356 万人（2014 年）→393 万人（2019

年）、チッタゴン市：328 万人（2014 年）→377 万人（2019 年）であるが、人口増加率の

変動に伴い収集率も変動する可能性あり。  

 2) 定性的効果 

対象地域における衛生・生活環境の改善、健康状態の改善。 
  
７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

  6.(2) 1)のとおり。 
   
(2) 今後の評価のタイミング 

  ・事後評価    事業完成３年後 
以 上 


