
評価調査結果要約表 

 

I. 案件の概要 
国名：インドネシア共和国 案件名：インドネシア火山地域総合防災プロジェクト 
分野：防災（砂防） 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：社会開発協力部社会

開発協力第一課 
協力金額（評価時点）： 
機材供与総額約 101,785,000 円（携行機材を含む） 
先方関係機関： 
居住・地域インフラ省（所管省） 
居住・地域インフラ省水資源総局（所管総局） 
居住・地域インフラ省水資源総局官房（上部機関） 
居住・地域インフラ省水資源総局技術指導局（指導機関） 
砂防技術センター（プロジェクト実施機関） 
カウンターパートは砂防技術センターの他に、水資源総局技術指導局および居

住・地域インフラ省研究開発局の下部機関である砂防研究センターからも配置

されている。 
日本側協力機関：国土交通省河川局砂防部 

協力期間 
(R/D)： 
2001 年 4 月 1 日～ 
2006 年 3 月 31 日 
 

他の関連協力： 
(1) 無償資金協力（砂防技術センター施設） 
(2)プロジェクト方式技術協力（下記の第 1 と第 2 フェーズ） 
(3) 草の根無償資金協力（対象地区はメラピ、クブメン、プルオレジョ、クロ

ンプロゴ） 

1. 協力の背景と概要 

インドネシアでは、地方の成長にともない、多くの地域において土石流によって人命や財産が喪失される危険

が増大してきており、JICA は、火山砂防技術センター（1982 年～1990 年）と砂防技術センター（1992 年～1997
年）に対してプロジェクト方式技術協力を実施した。両プロジェクトは日本の砂防技術を同国に導入し、約 220
名の砂防技術者を育成した。 

インドネシアの主要課題のひとつは丘陵・山間地における社会基盤の整備であり、土木工学のみならず社会経

済状況を考慮した総合的な地域防災計画の策定や事業実施手法の確立が求められており、また住民参加による防

災事業を策定・実施できる技術者の育成が急務となっている。 

こうした背景から同国政府は、地域総合防災対策に係る計画・実施手法を確立するとともにこれを実施するた

めの人材育成を目的とするプロジェクト方式技術協力を日本政府に要請してきた。 

JICA による一連の調査を経て、2001 年 3 月に火山地域総合防災プロジェクトの討議議事録が署名され、2001
年 4 月 1 日から 5 年間の協力が開始されることになった。 

今般プロジェクトの半期が経過したため、その進捗をモニターし今後の運営へ活かすため中間評価調査が実施

された。 

 

2. 協力内容 

(1) 上位目標 

インドネシア国内の災害危険地域で総合防災事業が実施される。 

 

(2) プロジェクト目標 

火山地域の村落において、行政と住民が連携し、土砂災害による危険を軽減するための事業を計画、実施でき

るようになる。 

 

(3) 成果 

1 行政と住民が連携して実施する防災事業の計画手法、実施方法が確立される。 

2 適切な防災対策を推進するための地域防災組織・体制づくりの手法が確立される。 
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3 防災事業を望ましい方向に導くことのできる技術者が育成される。 

4 総合的な土砂災害対策の技術者育成プログラムが開設される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣 10 名（延べ人数） 

短期専門家派遣 30 名（延べ人数） 

研修員受入 12 名（延べ人数） 

機材供与（携行機材を含む） 約 101,785,000 円（2001～2003 年度） 

ローカルコスト負担 88,957,000 円（2001～2003 年度） 

インドネシア側： 

カウンターパート配置 24 名およびモデル地区のカウンターパート 20 名 

ローカルコスト負担 2,757,345,000 ルピア（2001 年～2003 年） 

 
II．評価調査団の概要 

調査者 団長・総括： 小野修司 

 

総合防災対策：古賀省三 

 

砂防：    綱川浩章 

協力企画：  中山敦司 

 

評価分析：  鶴田伸介 

国際協力機構社会開発協力部 

社会開発協力第 1 課 課長 

国土交通省河川局砂防部砂防計画課 

火山土石流対策官 

国土交通省中部地方整備局河川部建設 専門官 

国際協力機構社会開発協力部 

社会開発協力第 1 課 副参事 

（株）地域計画連合 代表取締役 

調査期間 2003 年 11 月 30 日～2003 年 12 月 20 日 評価種類：中間評価 

 
III. 評価結果の概要 
1. 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

インドネシアにおける地方分権のための急激な制度変革は地方レベルでの人材開発を必要としている。特に防

災部門における有能な技術者の育成は多くの地方で緊急の課題となっている。したがって、砂防技術センターに

蓄積された経験を活用し各地方の技術者を育成することによって防災対策を普及することは非常に重要である。

本プロジェクトでは、地域社会、地方政府、NGO といった地元からの参加の促進を目指すとともにソフト（非

物的）施策や低コストの技術を創出することを意図しており、こうしたアプローチは地域のニーズに対して極め

て合致していると言える。 

しかしながら、参加型やボトムアップ型のアプローチが本格的に始まったのは近年のことであり、それらが地

域社会に受け入れられるには多くの努力が必要となっている。 

 

(2) 有効性 

本プロジェクトにおける研修コース（OJT コース、WIDE コース、MPBA コース）は防災部門における技術者

を養成しつつあり、防災情報システムも着実に整備されつつある。 

しかしながら、モデル地区のうちの最初の事業実施地区であるアグン火山モデル地区における事業は、本プロ

ジェクトチーム関係者や関係政府機関と地元住民との間の理解の不足により、現在までのところ限定的な成功を

おさめているにすぎない。 

一方、被災した地域の中には砂防技術センターに対して災害調査と復興対策の検討・支援を要請する地方政府
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もでてきている。また NGO によっては彼らの防災活動の支援のために同センターに問い合わせる団体もある。

現在本プロジェクトは、プロジェクト目標達成への重要なステップとして、地方政府、NGO などとの緊密な関

係を構築しつつある。 

 

(3) 効率性 

長期および短期専門家は当初計画に沿って派遣されている。また延べ 12 名のカウンターパートが日本での研

修を受講した。彼らは日本で得た知識や見聞を活用して OJT コースや WIDE コースで講義を行っており、日本

での研修は乗数効果を伴う効率の高いものとなっている。 

供与機材は適切に管理され使用されている。特にコンピュータシステム関連機器は特別に整備されたコンピュ

ータ室に設置されている。 

一方、災害現地調査においては水資源総局内の各部署がより効率的に連携する必要がある。 

 

(4) インパクト 

現在はまだ本プロジェクトの中間時点であり、プロジェクトの全般的なインパクトを特定するには時期尚早で

ある。しかしながら、土砂災害予防キャンペーンや、モデル地区を始めとするいくつかの地区におけるコミュニ

ティに対する知識普及活動を通じて、地域社会を自然災害から守る必要性は広く認識されるようになってきてい

る。自然災害は全く人間のコントロール外であるという伝統的な考えは、自然災害は適切な対策によって減少で

きるという新しい認識に着実にとってかわられつつある。 

 

(5) 自立発展性 

砂防技術センターは、居住・地域インフラ省水資源総局官房の下部にあり、その枠内においてセンター管理部

門によって通常の運営がなされてきている。しかしながら、専従スタッフの不足が業務の制約になることもあり

その補強が求められている。 

我が国は砂防分野においてインドネシアと 30 年間以上にわたって協力を行ってきた。この間における両国側

の共同の努力は防災活動の確固とした基礎を確立した。他方、今後の自立的・持続的な発展のためには本プロジ

ェクトの両国の構成員が多大な努力をする必要がある。 

居住・地域インフラ省から同センターへの予算配分は本プロジェクト開始以来急速に増額されてきているもの

の、プロジェクトの活動においてはいまだに予算が不十分であることが制約条件となっている。同省の防災に対

する積極的な取り組み姿勢を考慮すると、少なくとも現在の水準の予算は今後とも確保されると考えられるが同

センターのより本格な稼働のためにはいっそうの予算増が必要である。 

本プロジェクトのカウンターパートの多くは代々の日本人専門家とともに同センターまたは砂防研究センタ

ーに長年勤務している。したがって彼らは日本の専門知識の多くを吸収し蓄積している。今後は、新しいスタッ

フによる組織の新陳代謝と旧スタッフから新スタッフへの技術移転が課題となる。一方、同センターはその専門

知識を地域コミュニティに実際に応用した経験を豊富に有しているわけではない。したがってスタッフがモデル

地区や災害現地調査の活動からさらに学ぶことが求められる。 

 

2. 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

計画内容に災害現地指導が含まれており、十数件の災害復旧対策の調査を行った。これらの実際的な活動は高

く評価され、一般社会の防災意識向上にも寄与している。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

防災に積極的に取り組んでいる県政府、ガジャマダ大学工学部、NGO などとの連携が実現した他、カウンタ

ーパートの多くが JICA プロジェクトの経験豊富なスタッフであることが活動の推進に寄与している。 

 

3. 問題点および問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

iii 



アグン火山モデル地区では、事業の優先度、社会・文化状況、意思疎通などに関する課題がモデル事業推進の

制約となった。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

砂防情報および地域防災分野では専従カウンターパートが不足している。この点は砂防技術センターが恒久組

織となっていないこととも関連する。  

 

4. 結論 

概して研修・教育活動は計画に沿って順調に実施されている。一方モデル地区での活動実績は現在までのとこ

ろ限られたものとなっている。アグン火山モデル地区では住民の支援や参加の欠如といったプロジェクト側のみ

で進めることが困難な原因があげられる。同地区での活動は貴重な教訓を与えており、そうした教訓を今後十分

活かすべきである。 

なお、中間評価の一環として、プロジェクト運営の改善のためにプロジェクトデザインマトリックス(PDM)が
修正された。 

 

5. 提言 

(1) 総合防災モデルの確立にむけ、アグン火山モデル地区での活動成果を他の地区での活動に生かすべきであ

る。またメラピ火山モデル地区では対象範囲の再検討が必要である。さらに各モデル地区における地方カウ

ンターパートの活動予算を確保すべきである。 

(2) クブメン県への取り組みを強化する可能性を検討すべきである。 

(3) 砂防技術センターは若手技術者の育成を強化すべきである。 

(4) 砂防情報および地域防災分野のカウンターパートを増強すべきである。 

(5) 砂防技術センターを恒久組織とすべきである。 

 

6. 教訓 

住民参加をともなう事業では、住民から見た事業の必要性・優先度の把握、事業地区の社会・文化状況の理解、

関係者間の継続的かつ密接な意思疎通が重要である。 
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