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事業事前評価表（開発調査） 

作成日：平成 18 年 12 月 26 日 

担当グループ：地球環境部第３グループ防災チーム 

１．案件名  

インドネシア国「自然災害管理計画調査」 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

本開発調査では、インドネシア国（以下「イ」国）の国、地域両レベルにおける防災計画を策

定する。併せて、防災関連組織の能力強化を行うことにより、「イ」国が全国的に統一した防災

に関する指針と組織体制を確立し、自然災害に対する管理能力を向上させることを目的とする。

   国家防災計画においては、防災上必要とされる諸施策を、国、地方政府、住民等の役割を明

らかにしつつ定めるとともに、地域防災計画において重点を置くべき事項を示す。 

  地域防災計画については、2箇所のモデル地域において州レベル地域防災計画概要と県レベル

地域防災計画を策定するとともに、特定の災害発生が顕著あるいは発生の危険性がある市町村

をパイロット地区として選定し、その地区において、市町村レベル防災計画の策定、災害特性

の把握とリスクの評価、ハザードマップの作成、住民レベルの早期警戒体制の構築、コミュニ

ティ防災活動等を行う。 

 

（２）調査期間       2007 年 4 月〜2009 年 3 月（24 ヶ月） 

 

（３）総調査費用   約 3.7 億円  

 

（４）協力相手先機関  

(a) 協力相手国実施機関名： 

国家災害管理調整局（BAKORNAS PB）、東ジャワ州政府（East Jawa Province）、西スマトラ

州政府（West Sumatra Province）、ジュンブル県政府（Kabupaten Jember）、パダンパリア

マン県政府（Kabupaten Padang Pariaman）、パリアマン市政府（Kota Pariaman） 

 

(b) 協力相手国実施機関の責任者の役職名： 

国家災害管理調整局局長 (Executive Officer in Charge, BAKORNAS PB)  

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

(a) 調査対象： 

国レベル：「イ」国全体の防災計画及び防災関連組織 

地域レベル：東ジャワ州ジュンブル県と西スマトラ州パダンパリアマン県／パリアマン

市の 2箇所のモデル地域における地域防災計画及び防災関連組織 

パイロット地区においては、地区内の災害特性と住民レベルの早期警戒体制

を構築するための計画 

(b) 技術移転の対象： 

国家災害管理調整局（BAKORNAS PB）、東ジャワ州政府（East Jawa Province）西スマトラ

州政府（West Sumatra Province）、ジュンブル県政府（Kabupaten Jember）、パダンパリ

アマン県政府（Kabupaten Padang Pariaman）及びパリアマン市（Kota Pariaman）におい

て防災関連業務に従事する職員、パイロット地区の住民 

(c) 裨益対象 

  ・直接裨益対象： 

国家災害管理調整局（BAKORNAS PB）、東ジャワ州政府（East Jawa Province）西スマトラ

州政府（West Sumatra Province）、ジュンブル県政府（Kabupaten Jember）、パダンパリ
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アマン県政府（Kabupaten Padang Pariaman）及びパリアマン市（Kota Pariaman）におい

て防災関連業務に従事する職員、パイロット地区の住民 

  ・間接裨益対象： 

インドネシア全土における災害発生地域の住民、中央省庁・地方自治体・警察・軍など防

災関連組織の職員 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点  

  「イ」国は、大小数万の島々から成り、地震帯、火山帯、海岸線、河川氾濫原、急峻な山地等

が多く、地震、津波、洪水、土砂災害が発生しやすい自然環境にある。また「イ」国では、沿岸

部、河川氾濫原、火山山麓等の災害が発生する可能性の高い場所に人口が密集している地域が多

く、自然災害に対するリスクはきわめて高い。また 2004 年 12 月には、インド洋大津波によって、

未曾有の被害を出すに至り、現在災害対策は「イ」国における行政上の急務となっている。こう

した状況の中、「イ」国は自然災害管理体制において以下のような問題を抱えている。 

 

① 全国的な災害対策の指針が未整備である。： 

災害対策を効率的に行なうためには、国、地方、住民レベルで関係する全ての組織が連携

しながら、それぞれの役割を果たすことが重要である。このため、国レベルでは国家防災計

画を作成し、その中で国、地方、住民の役割とそれぞれの活動の指針を明らかにする必要が

ある。また地方レベルでは、地域防災計画を作成し、国家防災計画の指針に則りながら、各

地域の特性に照らして、その地域の災害対策の指針を示す必要がある。しかし、現在「イ」

国には、そのような国家防災計画、地域防災計画がなく、国及び地方政府や防災関連組織が

連携し、組織的に防災活動を行う体制ができていない。 
 

② 災害発生の事前段階における対策が不十分である。： 

「イ」国における災害発生時の行政上の体制としては、日本の中央防災会議に相当する

BAKORNAS PB、州レベルの防災調整委員会（SATKORLAK）及び県レベルの防災調整委員会

（SATLAK）が組織され、防災関連組織の災害活動を調整し、連携を促して災害対策を行うこ

ととなっている。従来はそれらの活動では、災害発生時の応急対応活動に重点を置いていた。

しかし、2004 年のインド洋大津波において、津波警報が地震後の津波発生前に住民に届いて

いれば被害を軽減できたことから、災害発生の事前段階の防災活動により重きを置くこと

が、現在「イ」国の防災行政に強く求められるようになっている。BAKORNAS PB 自体も 2005

年に組織構造の改編が行われ、その方向性を強く打ち出している。このように、現状では早

期警戒/警報・避難計画、コミュニティ防災など、災害の事前段階の活動を強化することが、

国レベル、地域レベル双方の防災活動において必要とされている。 

 

③ BAKORNAS PB 及び防災関連組織の相互連携が不十分である。： 

「イ」国においては、国レベルにおける防災関連組織の相互連携が不十分である。BAKORNAS 

PB は本来災害時に、河川管理を行う公共事業省水資源総局、気象情報の提供を行う気象地質

局、土砂災害防止を担うエネルギー鉱業省等の防災関連組織の調整を行う役割を担うが、そ

の調整能力は十分でない。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

2004 年 12 月に起こったインド洋大津波を契機に、防災行政強化が「イ」国の重要な政策の

一つとなった。国家開発 5 カ年計画（2004～2009 年）においては、5 ヵ年計画実施途中であ

りながら、2007 年度から災害対策が同計画の 9つの優先項目の一つに挙げられる予定である。

また、現在 2006 年 12 月時点で Disaster Management Act（災害対策法）が国会にて審議中で

あり、近々制定の見込みである。 
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（３）他ドナーの関連事業との整合性  

    国連開発計画（UNDP）は 1980 年始めから、BAKORNAS PB に専門家を派遣し、事前の災害軽

減に対する助言等を目的として協力を行っている。 

    また、フランスは、災害情報伝達システムに関する支援活動を BAKORNAS PB に対して行っ

ており、その支援によって災害情報センターが設立される予定である。 

調査の実施にあたっては、UNDP、フランスの活動と連携、調整を行い、それらの協力の成

果を活用するとともに、本調査の成果をフィードバックし、全体として「イ」国の防災能力

向上に貢献することを目指す。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ  

 2004 年 12 月のインド洋大津波による災害に対し、国際社会は大規模な支援を行い、我が国

も国際緊急援助や、緊急復旧・復興支援を実施した。2005 年 6 月、小泉総理（当時）と「イ」

国・ユドヨノ大統領は、地震及び津波を始めとする自然災害による被害を軽減する能力を高め

ることが「イ」国にとって優先度の高い課題であることを確認し、「イ」国における自然災害

の予防及び被害軽減のための体制整備に向けた協力強化を目指し、「防災対策に関する共同委

員会」を設けることを決定し、我が国側は内閣府と外務省が中心となって協力部会を設置した。

これを受けて、想定される協力内容の検討・提言を盛り込んだ共同委員会の最終報告書が 2006
年 7 月に提出された。その中には、両国の主要な相互連携として「防災調整組織の確立と関

係組織間連携の強化」が明記され、防災能力向上のための計画・組織・制度等の整備が両国協

力にとって最優先課題であることが確認された。 
JICA 国別事業実施計画（2006 年 6 月）においても、「人間の安全保障」に関する取り組み

のコンポーネントとして「恐怖（紛争・災害等）や欠乏（貧困）からの解放に関する支援」が

明記されており、全国的な防災管理体制の構築を目的とする本調査は、これに合致するもので

ある。 

 

４．協力の枠組み  

本開発調査では、「イ」国の国・地域両レベルにおいて総合防災計画を策定する。併せて、防災

関連組織の能力強化を行い、更に地域レベルの防災計画を全国へ普及させるためのガイドライン

を作成することにより、「イ」国が全国的に統一した防災計画と組織体制を確立し、自然災害に対

する管理能力を向上させることを目指す。 

国家防災計画策定については、防災に関する現行の枠組み評価を行った上で、BAKORNAS PBを始

めとする防災関連組織と共同で計画を策定する。地域防災計画については、2箇所のモデル地域に

おいて、州レベル地域防災計画概要及び県レベル地域防災計画を防災関連組織と共同で策定する。

能力強化については、国レベルではBAKORNAS PB、地域レベルではSATKORLAK,SATLAKを始めとする

防災関連組織の職員に対して、組織間連携体制構築等の手法を提言として示すとともに、ワーク

ショップや研修を通じた調整能力の向上のための訓練等を行う。また、コミュニティレベルでは、

パイロット地区において住民の防災意識向上及び災害早期警戒体制構築のための活動を行う。具

体的な協力の枠組みは、以下の通りである。 

 

（１）調査項目  

コンポーネント１：防災計画の策定 

 コンポーネント１－１ 国家防災計画の策定 

（１） 国家防災に関する現行の枠組みの評価 

（２） 防災計画策定のためのワークショップ開催 

（３） 国家防災計画の策定 

（４） 国レベルにおける自然災害管理体制構築のための工程案の提示 
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  コンポーネント１－２ 地域防災計画の策定 

（１） 地域防災に関する現行の枠組みの評価 

（２） 防災計画策定のためのワークショップ開催 

（３） モデル地域における総合的な地域防災計画の策定 

① 東ジャワ州及び西スマトラ州において州レベル地域防災計画の概要を策定 

② 東ジャワ州ジュンブル県及び西スマトラ州パダンパリアマン県/パリアマン市におい

て県レベル地域防災計画を策定 

③ 上記県内で選定されたパイロット地区において市町村レベル地域防災計画を策定 

（４） モデル地域における優先災害を中心とした災害対策の検討 

 

コンポーネント２：防災関連組織の能力強化 

コンポーネント２－１ BAKORNAS PB の能力強化 

（１） BAKORNAS PB において能力向上が必要な項目の確認 

（２） 能力強化についての提言 

① 災害発生時の防災関連組織の連携体制・情報共有体制構築に関する提言 

② 地域防災計画策定支援方法に関する提言 

③ 各機関の持つ防災関連予算への助言方法に関する提言 

④ その他「コンポーネント２－１（１）」において確認された項目に関する提言 

（３） 「コンポーネント１-１ 国家防災計画策定」を通じた、防災関連組織の責任と役割の理

解強化及び能力強化のための OJT 

（４） BAKORNAS PB 及び防災関連組織職員を対象にしたワークショップ・セミナーの開催 

① 国家防災計画の周知及び理解促進のための講義及び意見交換 

② 「コンポーネント２－１（１）（２）」に関する説明及び意見交換 

③ 「コンポーネント２－１（３）」における OJT の進捗確認及び意見交換 

④ 災害想定訓練（Disaster Imagination Game）の実施等による災害発生時の調整能力向

上 

（５） C/P に対する災害管理研修（本邦研修） 

① 内閣府・国交省・地方自治体職員等による講義（日本の事例紹介等） 

② 防災関連施設の視察 

コンポーネント２－２ 地域レベルの防災関連組織の能力強化 

（１） 地域レベルの防災関連組織において能力向上が必要な項目の確認 

（２） 能力強化についての提言 

① 災害発生時の防災関連組織の連携体制・情報共有体制構築に関する提言 

② 市町村レベル地域防災計画の策定支援方法に関する提言 

③ 各部局の持つ防災関連予算への助言方法に関する提言 

④ その他「コンポーネント２－２（１）」において確認された項目に関する提言 

（３） 「コンポーネント１-２ 地域防災計画策定」を通じた、防災関連組織の責任と役割の理

解強化及び能力強化のための OJT 

（４） 地域レベルの防災関連組織職員を対象にしたワークショップやセミナーの開催 

① 地域防災計画の周知及び理解促進のための講義及び意見交換 

② 「コンポーネント２－２（１）（２）」に関する説明及び意見交換 

③ 「コンポーネント２－２（３）」における OJT の進捗確認及び意見交換 

④ 災害想定訓練（Disaster Imagination Game）の実施等による災害発生時の調整能力向

上 

（５） C/P に対する災害管理研修（本邦研修） 

① 内閣府・国交省・地方自治体職員等による講義（日本の事例紹介等） 

② 防災関連施設の視察 

コンポーネント２－３ コミュニティにおける能力強化 

（１） 住民の防災意識向上のための活動 
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（２） 災害早期警戒体制の構築 

① 災害早期把握のための施設整備（雨量計の設置等） 

② 警報伝達方法・避難方法の策定 

③ 警報伝達訓練・避難訓練の実施 

 

コンポーネント３：他の州、県、及び市町村において地域防災計画の策定を推進するためのガイ

ドライン策定 

 

（２）アウトプット（成果）  

・ 国家防災計画が策定される 

・ 東ジャワ州と西スマトラ州において州レベル地域防災計画概要が策定される 

・ 東ジャワ州ジュンブル県と西スマトラ州パダンパリアマン県／パリアマン市の2地区におい

て県レベル地域防災計画が策定される 

・ パイロット地区において市町村レベル地域防災計画が策定される 

・ パイロット地区においてコミュニティレベルの早期警戒体制が構築される 

・ 地域防災計画が全国の州、県で策定されるまでの方策、手順を示すガイドラインが策定され

る 

・ BAKORNAS PB、中央の防災関連組織、東ジャワ州、西ジャワ州、東ジャワ州ジュンブル県及

び西スマトラ州パダンパリアマン県／パリアマン市の職員の防災行政に関する能力が向上

する 

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  

（ａ）コンサルタント（分野／人数） 

    国家防災計画立案 （6名） 

総括／総合防災計画   

防災行政／防災能力強化  

制度構築／防災資金調達 

社会／経済           

啓発／教育 

環境 

    地域防災計画立案（11 名） 

副総括／地域防災計画 

地域防災組織・制度 

地形・地質解析      

土砂災害解析 

洪水災害解析         

地震災害解析 

津波災害解析 

早期警報計画 

都市計画・土地利用計画 

コミュニティ防災 

データベース        

             合計           17 名    

（ｂ）その他  

(ア) C/P 研修の実施（防災行政、防災計画、災害危険評価、ハザードマップ、早期警戒体制、

避難計画、コミュニティ防災） 

(イ) 防災関連組織の職員を対象とした防災意識向上のためのセミナーの開催 

(ウ) 調査に必要な機材（自記雨量/水位警報装置、事務機器等）の購入 
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５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標  

・ 策定する国家及び地域防災計画が、全国において防災計画の指針として活用される 

・ BAKORNAS PB、中央の防災関連組織、東ジャワ州、西ジャワ州、東ジャワ州ジュンブル県

及び西スマトラ州パダンパリアマン県／パリアマン市の職員の防災行政に関する能力が

向上する 

・ パイロット地区において継続的にコミュニティ防災活動が実施される 

 

（２）活用による達成目標  

・ 策定されたガイドラインにしたがって、地域防災計画が全国の州、県、及び市町村で策定

される 

・ パイロット地区で構築された早期警戒体制が他の地区で適用、構築される 

・ パイロット地区で行われるコミュニティ防災活動が、他の地区で適用、継続される 

・ 防災関連組織間の連携が促され、防災のための技術、資材、人材、情報が効率的に活用さ

れる 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情 

（a）政策的要因： 

開発政策の変更による提案事業の優先度が低下しないこと 

（b）行政的要因： 

   行政改革により各行政機関の業務分掌が大幅に変更されないこと 

行政機関間の調整の不備 

（c）経済的要因： 

「イ」国内外の経済状況が悪化しないこと 

 （d）社会的要因： 

    治安が悪化しないこと 

（２）関連プロジェクトの遅れ  

特に該当なし  

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）  

途上国では河川周辺の低地、海岸沿い、山地斜面など、洪水、津波、土砂災害等の被害を受け

る可能性が高い地域に貧困層が居住するケースが多い。また都市部において、密集する貧困層居

住区の地震災害に対する脆弱性は非常に高い。また、社会情報から孤立する障害者、高齢者や女

性も、警報などに接する機会を逸する等、災害弱者として被害にあう可能性は高い。調査実施に

当たっては、このような社会的弱者の防災教育・普及活動や避難訓練への参加促進、誰もが利用

できるハザードマップの作成、誰もが接することのできる警報や情報伝達など、社会的弱者に十

分配慮した活動を行う。 

途上国においては、社会基盤（インフラストラクチャー）を整備するための開発は避けられな

い課題であるが、同時に、開発が環境のバランスを崩したために土砂災害や洪水などが誘発され

るケースが多い。国、地域における防災計画においては、環境と開発の観点から、災害に対する

脆弱性を増す行為に対する規制や配慮に言及する必要がある。 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

  「インドネシア国火山地域総合防災プロジェクト」では、本案件と同様、「イ」国においてコミ

ュニティレベルの防災活動を実施した。このプロジェクトは、既存コミュニティの特性理解、住

民リーダーシップの醸成、NGO との協調等に特に配慮して実施され、成果をあげている。本調査に

おいてもこれらの点に十分配慮した上で、行政、コミュニティそれぞれの役割を明確にし、両者

が連携しながら防災事業に取り組めるような体制を確立することを目指す。 
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ハザードマップの作成に際しては、行政側が防災計画を策定するために供する比較的広範囲の

ものと、コミュニティ防災のため、住民が理解しやすく住民にとって実用的なレベルのものを区

別して作成することが必要である。 

また、早期警戒体制の構築については、コミュニティが自ら運用し、避難や防災活動に活かす

ことができる、わかりやすくかつ実用的な方策を検討する。特に地震、津波の警報については、

海外の情報、全国レベルの情報を、住民各人にまで届く方策を検討する必要がある。 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標  

（ａ）活用の進捗度 

・ 国家防災計画の防災指針としての活用状況 

・ モデル地域における地域防災計画の防災指針としての活用状況 

・ パイロット地区に構築した早期警戒体制の活用状況 

・ パイロット地区コミュニティの防災活動の継続状況 

 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

・ 「イ」国における災害犠牲者数 

・ 「イ」国における災害被害総額 

・ 「イ」国において地域防災計画が策定された州、県、及び市町村の数 

・ パイロット地区と同様の早期警戒体制が構築された「イ」国内の他の地区の数 

・ パイロット地区と同様のコミュニティ防災活動が開始された「イ」国内の他の地区の数 

 

（２）上記（ａ）及び（ｂ）を評価する方法及び時期  

  （ａ）フォローアップ調査によるモニタリング 

（ｂ）調査終了後２年後以降に評価を実施する 

     

（注）調査にあたっての配慮事項 


