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評価調査結果要約表 
１. 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 
分野： 水資源－災害対策 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署： 地球環境部第三グループ（水

資源・防災） 
協力金額（評価時点）：8.9 億円 

先方関係機関： 公共事業省水資源総局 
日本側協力機関： 国土交通省、（財）砂防・地すべり技術セ

ンター 

 
 
協力期間 

(R/D): 2001.4.1～2006.3.31 
(延長):  
(F/U) :  
(E/N)（無償）  他の関連協力：  

1-1 協力の背景と概要  
 インドネシア国では経済資産の集積が都市部に限らず地方でも進んでおり、地方部における泥流や

土石流による災害や各種施設への被害の危険性が相対的に増大する傾向にある。同国では中山間地住

民の生活基盤整備が課題となっており、土木工学的視点のみならず、地域社会・経済状況を視野に入

れた地域防災計画（総合防災計画）の計画策定及び事業実施手法を確立すると共に、住民の参加を促

しつつこの様な防災事業を策定、実施できる技術者の育成が急務となっていた。このような背景から、

インドネシア政府は、地域総合防災対策に係る計画。実施手法を確立すると共に、これを実施するた

めの人材の育成に係る技術協力を我が国に要請した。 
 これを受けて、火山地域総合防災プロジェクトが 2001 年 4 月 1 日から 5 年間の予定で開始された。

プロジェクト期間の残りが半年を切ったことから、プロジェクトのプロセス、プロジェクトの実績・

成果を評価することならびにプロジェクトの残り期間及びプロジェクト終了後についての提言を行う

目的で調査団を派遣し、終了時評価調査を実施することとなった。 
 
1-2 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。（総合防災モデ

ルの確立） 
2) 適切な防災対策を推進するための地域総合防災組織・体制づくりの手法が確立される。(地域防

災体制の確立) 
3) 防災事業を望ましい方向に導く事の出来る技術者が育成される。 (技術者の育成) 
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。 (技術者育成プログラムの確立)
5) 災害復旧対策の調査、計画、実施手法が確立される。 (災害復旧対策手法の確立) 
6) 普及型雨量計等が開発され、利用方法が立案される。(普及型雨量計等の開発) 
7) 砂防情報システムの基盤が整備される。 (砂防情報システムの基盤整備) 
 

(4) 投入（評価時点） 
日本側： 
 長期専門家派遣   延べ 14 名  短期専門家派遣 延べ 69 名 
 研修員受入     計 23 名   機材供与    総額 1.27 億円      
 ローカルコスト負担 2.23 億円 
相手国側： 
 カウンターパート配置 27 名（終了時評価時） ローカルコスト 計 74.3 億ルピア  
 土地・施設提供           
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 ２. 評価調査団の概要 
調査者 団長/総括： 永石雅史 独立行政法人国際協力機構 地球環境部第三グループ防災チ

ーム チーム長 
防災政策： 西本晴男 国土交通省 砂防部砂防計画課火山・土石流対策官 
協力企画： 中山敦司 独立行政法人国際協力機構 地球環境部第三グループ防災チ

ーム 
評価分析： 道順 勲 中央開発（株）海外事業部 

調査期間  2005 年 11 月 20 日～2005 年 12 月 10 日 評価種類：終了時評価 
３. 評価結果の概要 
３-１ 実績の確認 
現在、４種類の技術指針の作成が進められ、プロジェクト終了時までに第一次案が作成される予定

である。その指針とは、①メラピ火山モデル地区のための総合土砂災害対策(ISDM)実施計画書、②警

戒避難システムガイドライン（警戒避難基準マニュアル）、③警戒避難システムガイドライン（ハザー

ド警戒システムマニュアル）、④警戒避難システムガイドライン（土砂災害ハザードマップ作り）であ

る。 
また、本プロジェクトにおけるカウンターパートへの技術移転、研修コース（MPBA コース、WIDE

コース、OJT コース）の実施を通じて、技術者の防災に関する能力は向上している。アンケート調査

結果によると、WIDE コース及び MPBA コースの修了者・卒業生の場合、60%以上の回答者が研修コ

ースで学んだことをかなり頻繁にあるいは頻繁に仕事に用いているとし、時々使うと回答した者の割

合は 27%であった。また、OJT コースの研修生の場合は、70%の回答者が研修コースで学んだことを

かなり頻繁にあるいは頻繁に仕事に用いているとし、時々使うと回答した者の割合は 30%であった。

全般的には、ISDM（総合土砂災害対策）モデルの基礎が確立されると判断される。 
 
３-２ 評価結果の要約 
（１）妥当性：  
 本プロジェクトは、インドネシア国の中期開発計画 2004-2009 に示されている「安全かつ平和な生

活」、そして公共事業省の公共工事部戦略計画 2005-2009 に示されている「境界地域、孤立した地域、

紛争地域、そして被災地域もしくは被災する恐れのある地域の平和と安全を確保するために、インフ

ラ整備を図ること」の方向性と合致している。また、我が国の援助政策の中には「環境保全・防災へ

の支援」が含まれ、整合性がある。モデル地区の選定の妥当性やプロジェクトのアプローチ・手段と

しての適切性については、若干の課題が見られものの、全般的には妥当性は高いと判断する。 
 
（２）有効性：  
 本プロジェクトで実施した 3 種類の研修コースへの参加を通じて防災に関わる技術者の知識・技能

が強化された。研修受講者は、研修受講後それぞれの職場で学んだことをかなりの頻度で活用してい

る（質問票調査結果による）。現在、4 種類の技術指針の作成が進められ、2006 年 3 月のプロジェクト

終了時までに、第一次案が作成される予定である。いくつかのアウトプットについてはその達成度が

必ずしも完全なものとは言えないこと、またプロジェクト目標もプロジェクト終了時までに完全に達

成するという見込みではないことから判断して、本プロジェクトの有効性は中程度であると判断する。
 
（３）効率性：  

日本側及びインドネシア側の投入は、その量、質、タイミングの面において概ね適切に実施された。

課題として挙げるならば、長期専門家派遣については、もっと社会分野の専門家の派遣が必要であっ

たと思われること、また、短期専門家については、複数の専門家が同時期に派遣された事例が見られ、

受け入れる方のカウンターパートの負荷が一時期に集中したこと、またカウンターパートの多忙な時

期に派遣された例もあった。全般的には、本プロジェクトにおける投入は良好に利用されアウトプッ

ト達成に寄与しているので、本プロジェクトの効率性は満足できるものであると判断する。 
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（４）インパクト：  
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」達成の見通し 

モデル地区での活動を通じて技術指針の作成が進められ、中央政府や地方政府に勤務する技術

者の能力強化も実施された。本プロジェクトでは、一つのモデルの基礎が確立されるものの、技

術指針に関してはモデル地区以外の災害地域に適用できるよう仕上げる必要が残される。 
なお、ISDM コンセプトは、JBIC 融資プロジェクトである、メラピ地区及びバワカレン地区の

事業、そしてインドネシア政府の資金で実施するバホロク事業にも取り入れられる（計 3 事業）。

これらの事業の実施は、近い将来始まる予定である。研修受講者やカウンターパートがこれらの

事業に参画し、本プロジェクトで学んだ知識や技能を活用することが期待される。 
 
2) その他のインパクト 
・バリのモデル地区には、砂防施設兼道路としての機能を持つ構造物が建設された。この施設は、

周辺住民によって道路として活用されている。また、その施設の取り付け道路の一部を部分舗

装したが、地方政府はそれをまねて取り付け道路の一部の舗装を実施した。 
・西スマトラのモデル地区では住民自身で、「3 時間以上の降雨が継続した場合は、避難する」と

いう避難規定を作った。 
・クブメン県とバニュマス県では、WIDE コース受講者によって防災啓発セミナーが企画・実施

された。それぞれのセミナーへの参加者は、当該県の県職員で、60-100 人の参加があった。 
 
（５）自立発展性 

1)  政策面 
2005 年 4 月、インドネシア大統領は、「水保全のための連携国民運動」と題する水資源保全を

目的とする政策を発表した。いくつかの総合プラグラムが開始され、その中で砂防技術は、浸食

防止や土砂災害防止のための重要なツールとなっている。国家政策における災害管理の重要性は、

この水保全との関連で確保されている。 
 
2)  組織面：  

砂防技術（土砂災害防止）関連並びに災害発生後の対策実施において地方政府への支援活動と

いった機能を発揮できるよう STC に役割を付加する必要がある。現在、STC の組織的位置づけを

恒久的なものとする検討が公共事業省内で進められている。したがって、JICA 協力終了後も本プ

ロジェクトの活動を継続するために必要な組織的・制度的地位を STC が得ることが期待される。
 
3)  財政面：  

近年、インドネシア政府は、STC への予算配分を増加する努力を行ってきた。また、STC の組

織的地位が水資源総局内の恒久的組織となることが期待されている。今後も、STC が防災管理活

動に必要な予算を確保することが期待される。 
 
4)  技術面：  

全般的にカウンターパートは砂防技術に関して高い能力と豊富な経験を有する。本プロジェク

トにおける技術移転に関しては、ISDM 手法自体の開発が未完了であり、そしてまた、ソフト面

（防災のための非物的手法）は重要な部分であるものの、カウンターパートにとっては新規の技

術であったという面がある。カウンターパートが STC や他の関連機関の職員に対し技術移転する

能力は高いものがあると思われるが、上記の点を考慮すると、カウンターパートのさらなる能力

強化を図ることが望まれる。なお、カウンターパート中には 50 歳以上の者も多く、定年も近いの

で考慮が必要である。高齢のカウンターパートからより若い世代の職員への技術移転並びに若い

世代の育成が必要である。 
 

３-３ 貢献要因あるいは問題点及び問題を惹起した要因 
(1) 総合土砂災害対策（ISDM）コンセプトの明確化に関して 
中間評価時に ISDM の基本コンセプトが定義され、その後、関係者間で共通の理解が得られるよう

になった。そのことで、その後の活動を円滑に進められるようになったことは、中間評価を実施した

ことの効果と言える。ただし中間評価は、プロジェクト開始から２年半経過した時点（2003 年 12 月）

で実施されている。プロジェクト前半の活動の進捗に遅れが生じたことは否めない。 
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(2) 地域住民や地方行政との意見調整や相互理解に関して 

防災事業を地域住民や地方政府機関の参画と協力を得て進めるためには、関係者間での意見調整や

相互理解を図ることが極めて重要である。バリ州のアグン・モデル地区での活動は、結局一部住民の

協力が得られなくなったため、途中で中止せざるを得ない事態となってしまっている。プロジェクト

前半の活動の重点が、このモデル地区に置かれていたため、ISDM モデルを構築する上では、大きな

マイナスとなっていると言える。 
 
３-５ 結論 
「本プロジェクトのプロジェクト目標はプロジェクト終了までにほぼ達成され、プロジェクトの成

果は全体としては比較的高く評価できる」と判断し、「本プロジェクトは、当初の予定どおり 2006 年

3 月をもって終了する」と結論する。 しかし、以下の事項については、本プロジェクトの成果を定着

させ、その持続性を担保することを考慮した場合、継続的に支援することが望ましい。 
 

（１）総合土砂災害対策（ISDM）モデルの確立 
今後、カウンターパートである砂防技術センター（STC）は、本プロジェクトで策定した地域総合

防災事業ガイドライン（案）について、他地域で実証し、できるかぎり汎用性のあるものに修正する

ことが必要である。 
 
（２）STC の機能強化 

STC が ISDM モデルを確立・普及させるためには、STC そのものの機能を強化していくことが必要。

それは公共事業省内の組織的な位置付けだけでなく、STC と地方政府との災害対応の連携を強化する

ことや、これまで STC の組織に蓄積された技術力を持続させていくこと（各種研修コースの継続や職

員の若年化など）も必要である。 
 

従って、以下の事項について、JICA 本部、同インドネシア事務所ならびに日本側、インドネシア側

関係機関に強く提言することとしたい。 
 

・上記事項の支援は本プロジェクトの効果をより一層発現させることに寄与すると考えられ、プロ

ジェクト終了後、個別の長期専門家１名と必要に応じ短期専門家数名を派遣する必要がある。な

お、長期専門家は STC（ジョグジャカルタ）に配属することが望ましい。 
 

・さらに、上記事項への支援をより効果的にすることやインドネシア政府が策定した新水資源法に

基づく、土砂災害防止のための総合的な防災対策や流域土砂管理の視点から ISDM のモデルの確

立や STC の機能強化を図る目的で、中央レベル（ジャカルタ）への専門家派遣等の必要性も考え

られ、本件にかかる協力の可否を含め、その枠組みを検討すべきである。 
 

・インドネシア政府の政策並びに日本政府援助方針にもあるように、防災、土地・水の保全が重要

事項である。したがって、両政府においてこれらの事項に対する努力を傾注する必要性は高い。

「砂防」は総合防災や流域管理の枠組みで取り組んでいくべきものと考えられる。特にインドネ

シアでは、砂防技術、特に河川内の災害防止の技術が蓄積され、上記枠組みの中での重要な技術

としてインドネシア側が主導的にその蓄積された技術を活用・応用できると考えられる。従って、

上記個別専門家の派遣については、これまでの砂防中心、例えば砂防ダム、堤防、床固めなど建

設技術、の長期専門家の派遣や技術協力といった一連の協力の最終段階と位置づける。砂防技術

の利用は、もっと包括的なアプローチの中へのシフトしていくであろう。その意味から判断して、

今後は砂防技術の集大成を図る時期に来ている。 
 
・中央レベルへの専門家派遣等の実施可否も含めた具体的な支援の投入量、内容、時期については、

プロジェクト終了までのプロジェクト活動の進捗予定如何にも因ると考えられ、この終了時評価

調査の段階では確定できなかったため、今後早期に関係機関との協議をふまえ決定すべきである。
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３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
(1)  「地域総合防災事業ガイドライン」の策定・普及 
(2)  各種技術指針の検証 
(3)  普及型雨量計の検証・改良 
(4)  技術者育成/技術者育成プログラムの強化 
(5)  STC の機能強化 
(6)  インドネシア国の新水資源法 No.7(2004 年)との関連における総合防災や流域管理の一部としての

砂防事業の位置づけ 
 
３-７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管

理に参考となる事柄） 
本プロジェクトでは、ISDM モデルや地域防災体制の確立という成果を達成するために、STC と地

方政府との連携、行政と住民との連携が基本的な枠組みとして存在していた。特に住民やコミュニテ

ィへのアプローチについては、カウンターパートである STC 他インドネシア側も社会体制が民主化や

地方分権に変化していくなかで経験したことがなかったため、試行錯誤を繰り返す必要があった。事

実 ISDM モデルや地域防災体制の確立の必要性についての共通の理解を得ることにもかなりの時間を

要している。 
 
行政と住民の連携を考える際、住民やコミュニティの自主的参加や共助や自助の啓発という視点か

ら、プロジェクトとしても技術面中心のアプローチだけではなく、早期に社会的・経済的なアプロー

チをもっと取り入れる必要があり、ハザードマップや緊急避難経路を住民主導で作成するなど、住民

参加手法やコミュニティ防災の専門家をプロジェクトの当初から投入すべきだったと考える。 
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