
 

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 18 年 10 月 10 日 

担当ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾁｰﾑ：地球環境部第三ｸﾞﾙｰﾌﾟ・防災ﾁｰﾑ 

１．案件名 

ジャカルタ首都圏水害軽減組織強化プロジェクト 

２．協力概要 

(1)プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

インドネシア国ジャカルタ首都圏において、治水事業関連組織の河川管理能力、排水施設の

運用能力の向上を図り、また、洪水ハザードマップ及び警報基準の見直しをとおして円滑な住

民避難のための体制を整えることにより、地域全体における非構造物対策による洪水対応能力

の向上を目指す。 

 

(2)協力期間 

2007 年 2 月～2010 年 1 月（3年間）予定 

 

(3)協力総額（日本側） 

２.８億円 

 

(4)協力相手先機関 

和）公共事業省水資源総局 

英）Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works 

 

(5)裨益対象者及び規模、等 

1)直接的裨益者：ジャカルタ首都圏で治水事業に携わる政府、自治体の職員（公共事業省水

資源総局、都市総局、空間計画総局、ジャカルタ特別州公共事業局、西ジャワ州水資源局、

バンテン州公共事業局） 

2)間接的裨益者：プロジェクト対象地域及び洪水災害頻発地帯の住民 

３．協力の必要性・位置付け 

(1)現状及び問題点 

インドネシア国のジャカルタは、低平な扇状地に位置し、そこを南部山岳地帯に源を発する

10 本の河川が貫流するという地形的条件から、長年にわたり洪水被害が繰り返されてきた。ま

た、近年の過度の人口集中と無秩序な住宅密集地の形成により、洪水被害に対する脆弱性が増

大している。こうした状況下で、1973 年にはインドネシア政府により排水・洪水制御基本計画

が策定され、主として排水事業が実施されてきたものの、1997 年、2002 年には近年稀にみる大

洪水が発生し都市機能が麻痺した。インドネシア国政府は、ジャカルタ首都圏地域の洪水被害

を軽減すべく、洪水対策の見直しと共に、治水事業関連組織の能力強化を推進するために必要

な技術協力の要請を行った。上記要請を受け、2005 年 9 月 11 日から 10 月 25 日まで、JICA は



インドネシア国に調査団を派遣し、ジャカルタ首都圏流域で発生した洪水被害と対策事業に関

する基礎データの収集、整理を行うとともに、ジャカルタ首都圏流域での洪水被害軽減に関す

る課題の整理を行った。その結果、河川や施設の現状についての記録やデータ類が不足してい

ること、既存の河川や排水路が十分に活用されていないこと、洪水氾濫想定区域の指定や警報

発令基準があいまいなこと、流域流出量抑制のための配慮がなされていないことなどが指摘さ

れた。 

(2)相手国政府国家政策上の位置付け 

新国家中期開発計画（REPENAS2004-2009）では、安全で平和な社会の実現、公正で民主的な

社会の実現、繁栄の実現が主要な柱となっており、持続的な経済回復を促進するためには、自

然災害の発生により損失・劣化する自然資源や公共インフラを守り、被災による住民の貧困化

を防止することが必要とされている。一方、公共事業省 5ヵ年計画（2005-2009）では、体系的

な河川管理の必要性、洪水の発生要因となる環境劣化防止の必要性、洪水被害軽減に関する住

民啓発の必要性が明記されている。また、治水事業における構造物対策では用地確保の難しさ

に加え資金面や構造物の規模にも限度があることから、構造物と非構造物を組み合わせた総合

的な洪水対策の必要性が認識されている。 

 

(3)我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付

け） 

日本の政府開発援助大綱によれば、自然災害は毎年世界各国に様々な形で深刻な被害を及ぼ

す地球的規模の問題であり、度重なる被害により人々の生活や経済社会の開発が阻害される悪

循環を断つことは、貧困削減、持続可能な開発を実現する上で最も重要な前提条件の一つであ

るとされている。インドネシアに対する国別事業実施計画では５つの重点分野のうち、環境保

全分野における自然環境保全及び都市環境改善に関連しており、自然環境と住民生活との共生

を目指した災害対策や、地方分権化に伴う人材育成ニーズへの対応は急務となっている。 

４．協力の枠組み 

プロジェクト目標「ジャカルタ首都圏において、非構造物による洪水対応能力が向上する」

を達成するため、以下の活動を行う。 

第 1 に、河川・排水路・排水施設に関する基礎的データを収集し、河川・排水施設の維持

管理・運用に関するマニュアルを作成することにより、治水事業関連組織の河川維持管理能

力及び排水施設運用能力の向上を図る。第 2 に、洪水ハザードマップ及び警報基準を見直す

ことにより、円滑な住民避難のための情報提供体制を改善する。第 3 に、流域貯留機能及び

流域土地利用に関する現状を調査し、課題を提示することにより、治水事業関連組織の流域

流出対応能力の向上を図る。 

なお、上記活動は全て治水事業関連組織のカウンターパートと共同で行い、OJT により技術

移転を図る。 

〔主な項目〕 

(1)協力の目標（アウトカム） 



①協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

＜目標＞ 

ジャカルタ首都圏において、非構造物による洪水対応能力が向上する 

＜指標・目標値＞  

1.河川・排水路台帳が洪水対策に活用されること 

2.河川管理・排水施設運用の改善状況 

3.洪水ハザードマップ、警報基準が活用されること 

 

②協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

＜目標＞ 

ジャカルタ首都圏の河川・排水路周辺における洪水リスクを軽減するための非構造物対策

が計画、実施される 

＜指標・目標値＞  

ジャカルタ首都圏での洪水による人命や財産の被害が減少する 

 

(2)成果（アウトプット）と活動 

①アウトプット、そのための活動、指標・目標値 

「成果 1」：ジャカルタ首都圏の治水事業関連組織における河川維持管理能力及び排水施設の

運用能力が向上する。 

「活動 1-1」：河川台帳、排水施設台帳の作成 

「活動 1-2」：河川、排水路に対する測量の実施 

「活動 1-3」：河川・排水路の疎通能力と現有排水施設（排水ポンプ及び排水ゲート）能力の

把握 

「活動 1-4」：洪水調査の実施と洪水原因の分析 

「活動 1-5」：河川・排水路・排水施設の問題点の把握 

「活動 1-6」：河川・排水路維持管理方法の検討 

「活動 1-7」：排水ポンプとゲートの運用方法に関する検討 

「活動 1-8」：河川・排水施設の維持管理、運用に関するマニュアルの作成 

「指標・目標値 1-1」：収集された河川・排水路・排水施設の基礎データ 

「指標・目標値 1-2」：洪水流下能力の解明 

「指標・目標値 1-3」：洪水メカニズムの解明 

「指標・目標値 1-4」：河川・排水施設の維持管理・運用マニュアル 

 

「成果 2」：円滑な住民避難のための情報提供体制が改善される。 

「活動 2-1」：水文観測ネットワークの評価 

「活動 2-2」：流出モデル及び氾濫モデルの検討 

「活動 2-3」：洪水ハザードマップの見直し及び周知方法の検討 

「活動 2-4」：警報基準の見直し  



「指標・目標値 2-1」：水文情報整理状況 

「指標・目標値 2-2」：作成された流出モデル 

「指標・目標値 2-3」：作成された氾濫モデル 

「指標・目標値 2-4」：見直された洪水ハザードマップ  

「指標・目標値 2-3」：見直された警報基準 

 

「成果 3」：流域流出量抑制に係る課題が提示され、治水関連機関の流域流出対応能力が向上

する。 

「活動 3-1」：流域貯留機能の現状把握と課題の提示 

「活動 3-2」：流域土地利用に関する法的規制の現状把握と課題の提示 

「指標・目標値 3-1」：関連機関において流域流出量抑制のための活動が開始されること 

「指標・目標値 3-2」：提示された流域流出量抑制のための課題対応案 

 

(3)投入（インプット） 

①日本側（総額 2.8 億円） 

1)下記分野の専門家派遣 

・プロジェクトリーダー／河川排水施設管理計画 

・洪水警報業務改善計画 

・流域流出抑制計画 

・デジタル地図／測量 

2)機器供与 

・ 現地調査、測量、データ収集に必要な機材（車輌、測量機器など） 

・ データ処理、データ解析に必要な機材（パソコンシステムなど） 

・ 成果の普及広報に必要な機材（複写器、視聴覚機器など） 

3)カウンターパート研修 

・ 日本または第三国において毎年若干名のカウンターパート研修を行う。 

4)在外事業強化費 

・ローカルコンサルタント傭上費 

・プロジェクト実施運営経費等 

 

②インドネシア国側 

1)プロジェクト・オフィスの提供 

2)カウンターパートの配置 

3)カウンターパート予算の負担（カウンターパート人件費、施設・設備、その他） 

 

(4)外部要因（満たされるべき外部条件） 

 ①成果達成のための外部条件 

  1) カウンターパートが予定通り配置されること 



  2) プロジェクト予算が当初予定通り確保されること 

  3) 公共事業省内の関連部局と外部関連機関の連携が成立すること 

 ②プロジェクト目標達成のための外部条件 

  1) 公共事業省内の関連部局と外部関連機関の連携が継続すること 

  2) 研修を受けた職員が現在の職場に留まること 

 ③上位目標達成のための外部条件 

  1) 技術協力終了後も本プロジェクトの活動が継続されること 

  2) 洪水対策事業に対して予算が適切に配分されること 

  3) 洪水対策に係る政策に大幅な変更がないこと 

  4) 急激な自然環境変化が発生しないこと 

 

５．評価 5項目による評価結果 

(1)妥当性 

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

①インドネシア国新国家中期開発計画（REPENAS2004-2009）では、安全で平和な社会の実現、

公正で民主的な社会の実現、繁栄の実現が主要な柱となっており、持続的な経済回復を促

進するためには、自然災害の発生により損失・劣化する自然資源や公共インフラを守り、

被災による住民の貧困化を防止することが必要とされており、首都圏地域における洪水リ

スクの軽減はインドネシア国政府の開発計画、政策と整合する。 

②公共事業省 5ヵ年計画（2005-2009）では、より体系的な河川管理の必要性、洪水の発生要

因となる環境劣化防止の必要性、洪水被害軽減に関する住民啓発の必要性が明記されてい

る。また、治水事業における構造物対策では用地確保の難しさに加え資金面や構造物の規

模にも限度があることから、構造物と非構造物を組み合わせた総合的な洪水対策の必要性

が認識されている。 

③日本の政府開発援助大綱によれば、自然災害は毎年世界各国に様々な形で深刻な被害を及

 ぼす地球的規模の問題であり、度重なる被害により人々の生活や経済社会の開発が阻害さ

れる悪循環を断つことは、貧困削減、持続可能な開発を実現する上で最も重要な前提条件

の一つであるとされている。インドネシアに対する国別事業実施計画では５つの重点分野

のうち、環境保全分野における自然環境保全及び都市環境改善に関連しており、自然環境

と住民生活との共生を目指した災害対策や、地方分権化に伴う人材育成ニーズへの対応は

急務となっている 

④ジャカルタ首都圏地域での洪水により発生する経済的損失は深刻であり、持続的経済復興

と健全な社会の実現のために洪水対策は不可欠である。同地域における洪水対策の現状と

課題は、これまでの調査から上述 3．（1）のとおり明らかにされており、本プロジェクトは

その改善を目標とするものである。 

 

(2)有効性 

本プロジェクトは、以下の理由から有効性があると予測される。  



①河川の環境は日々変化しており、最新の基礎的データに基づく管理を行う必要がある。正

しいデータに基づき、流域や河川の中長期的管理計画を作成し実施することは治水事業の

基本であり、本プロジェクトは治水事業の実効性に大きく寄与することが見込まれる。 

②ジャカルタの洪水を抜本的に解決するためには構造物による対策が有効と考えられている

ものの、用地確保の難しさに加え資金や構造物の規模にも限度があることから、構造物対

策によって自然災害による被害を完全に防ぐことは困難である。洪水被害を軽減するため

には、構造物対策に加え洪水ハザードマップの改善や、流出量抑制のための土地利用規制

など予防的措置の導入が不可欠となっている。 

③本プロジェクトの実施には、ジャカルタ首都圏で洪水対策を実施している政府・自治体の

主要機関が関与することから、プロジェクト活動の成果は具体的政策として各機関の業務

に反映されることが見込まれる。 

(3)効率性 

本プロジェクトの効率性は、以下の理由から高くなると見込まれる。 

①河川の維持管理能力及び排水施設の操作運用能力の向上は、少ない投入資源で既存の施設

能力を有効活用しようとするものであり、新たな構造物対策に比して効率性は高い。また、

洪水ハザードマップの見直しは工学的視点の導入で危険地域をより精密に特定するもので

あり、警報基準の見直しと併せ対象地域の住民に適切な情報を提供することで洪水リスク

の軽減を図ることができる。 

②日本からの長期専門家の派遣は必要最小限に抑え、短期専門家を必要に応じて適時派遣す

るように計画されており、効率的な人材活用を図っている。また、河川測量等においては

ローカルコンサルタントの活用が計画されており、投入予算に比して大きな成果が見込め

る。 

③本プロジェクトの活動内容の中心は、ジャカルタ首都圏における治水事業関連機関の能力

強化であることから、プロジェクト実施にあたっては既存の施設・機器を最大限に活用し、

新規機材の導入は必要最低限に留める。 

 

(4)インパクト 

本プロジェクトの実施によるインパクトは、下記のように予測される。  

①ジャカルタの洪水は広く知られた自然災害のひとつであり、本プロジェクトの活動により、

河川の基礎解析に基づく計画的洪水対策が実施され、さらに洪水ハザードマップや警報基

準の見直しなどによって地域住民への被害を軽減することができれば、インドネシア各地

で洪水被害に悩む治水事業関連組織に対し大きなインパクトを与えることが期待される。

②洪水による交通渋滞や日常生活の混乱を軽減することができれば、その社会経済的影響は

大きい。また、ハザードマップの周知等を通じて住民が洪水対策に関心を持つことで、治

水事業の円滑な実施や地域防災活動へとつながっていくことが期待される。 

③災害に対して脆弱な地区には貧困層が居住する傾向があるため、非構造物による洪水対応

能力が向上し、洪水被害が軽減されれば、貧困層に対して大きなインパクトを与えること

が期待される。 



④本プロジェクトの実施により発生する環境面、社会面その他における負のインパクトは、

現在のところ想定されない。 

 

(5)自立発展性 

以下の観点から、自立発展性は確保されると期待できる。 

①実施機関である水資源総局は、河川管理に関する政策の企画･立案に関し中央政府機関とし

ての責任を担っており、ジャカルタ首都圏で治水事業関連組織を取りまとめながらプロジ

ェクトを円滑に実施するのに十分な組織能力を備えている。 

②本プロジェクト実施によって得られた成果が、河川管理に係る政策の企画・立案を担当す

る水資源総局によって洪水対策の改善に有効と評価されれば、洪水被害を受けている首都

圏以外の地方自治体へと普及していく可能性は高い。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

上記 5.(4)でも述べたとおり、災害に対して脆弱な地区には貧困層が居住する傾向があるた

め、非構造物による洪水対応能力が向上し洪水被害が軽減されれば、貧困層に対して大きなイ

ンパクトを与えることができる。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 フィリピン国の治水行政機能強化プロジェクトでは、実施機関である公共事業道路省内外の

関連機関との連携を密にしつつ総合的な治水行政に取り組むことで成果を上げているため、本

プロジェクトの活動にあたっても、公共事業省水資源総局が、他の治水事業関連組織（公共事

業省都市総局、公共事業省空間計画総局、ジャカルタ特別州公共事業局、西ジャワ州水資源局

及びバンテン州公共事業局）との連携を図り、広い視野からの柔軟なキャパシティ・デベロッ

プメントを実施していく方針で臨むこととしている。 

８．今後の評価計画 

中間評価：プロジェクト開始後 1年 6ヵ月（2008 年 9 月頃）を目処に実施 

終了時評価：プロジェクト終了の約 6ヵ月前（2009 年 9 月頃）を目処に実施 

事後評価：プロジェクト終了後 3年（2013 年 3 月頃）を目処に実施 
 


