
事後評価調査要約表 

 

1. プロジェクト概要 

国名: インドネシア プロジェクト名:地域開発政策支援プロジェクト 

課題/セクター: 地域開発 協力スキーム: 技術協力プロジェクト 

担当部:社会開発部 協力金額: 372,911 千円 

パートナー国の実施機関:  内務省  

日本における支援機関:なし 

協力期間 : 

2001 年 4 月 8 日 － 2005 年 3 月 31 日

関連協力: 地方政府人材育成プロジェクト(HRDLG) 

 関連協力スキーム: 技術協力プロジェクト 

1-1. プロジェクトの背景 

 1998 年、旧制度を改良するために実施された施策「Reformasi」において、インドネシア政府は、

中央集権体制から地方分権に政策を転換した。この地方分権化の法的枠組み(地方自治法、1999

年 22 号法律、以下地方自治法)は、1999 年に制定され、2001 年 1 月に施行された。これらの法

律の下では、中央政府の権限は、地方政府に大きく委譲され、200 万人以上の国家公務員が地

方自治体に転籍した。地域開発政策とその管理は、中央政府の権限によるトップダウン型から、ボ

トムアップ型へと変更された。このボトムアップ型のアプローチはそれぞれの地域特性を活かし、

地方政府が指導的立場をとる。従って地方政府は、地域開発政策、システム、プログラム/プロジ

ェクトの策定、実施および管理を行うことが要求された。これらの背景の下、インドネシア政府の要

請に基づき、国際協力機構(以下、JICA)は地方政府のための地域開発政策支援プロジェクト

(Regional Development Policies for Local Governments/RDPLG)を実施することとなった。この技

術協力では、「地方政府のための人材育成」支援及び「地方政府のための能力開発プログラム」

作成支援を行うこととしている。支援期間は、当初 2004 年 4 月 7 日までであったが、2004 年 2 月

27 日の協力延長のミニッツに調印し、2005 年３月 31 日まで延長された。 

 

1-2. プロジェクト概要 

(1) 上位目標 

 中央政府(内務省地域開発総局＝BANGDA)と対象州政府において、地方行政能力が向上す

る。 

(2) プロジェクト目標 

 中央政府(BANGDA)と対象州政府において、地方自治を支援するため、地域開発分野における

地方政府の管理能力（あるいは地方政府を支援する能力）が向上する。 

(3) 成果 

a) 地域開発計画が民主的にかつ地域イニシアチブに基づいて策定され、実施される。 

b) 地方政府の地域開発分野における人材が育成される。 

c) 地域開発に係る州・市/県レベルの地域間協力が促進される。 

d) 大学、NGO、民間セクター、住民組織等の地域開発関係者/機関が、地域開発プロセスに適

切に関与する。 

e)  地域開発プログラム/プロジェクトが地域イニシアチブに基づいて策定され、実施される。 

 

 

 



（４）投入(プロジェクト終了時): 

日本側: 

 

（１）長期専門家派遣 (2001 及び 2002 年に 6 人 、2003 及び 2004 年に 4 人) 

（２）短期専門家派遣 (2001, 2002 及び 2004 年に 2 人 、2003 年に 4 人) 

（３）カウンターパート研修： 日本での研修(１１人) 

（４）国別研修： 日本での研修(５６人) 

（５）現地活動費：Rp. 4,289,008,000（約 4850 万円） 

（６）その他：ジャカルタのプロジェクトオフィスと地方のプロジェクト・オフィスを支援するため

の事務機材およびコンピュータ。また両オフィスにおける車輌。 

 

インドネシア側: 

（１） カウンターパート：2002 年に 12 人、2003 及び 2004 年には 16 人 

（２） 備品：プロジェクト・オフィスのための事務用什器 

（３） 事務所、その他設備：インドネシアの政府によって提供 

（４） ローカル・コスト：Rp. 308,942,000 

（５） その他：出張費および日当等 

 

（５）プロジェクト実績 

１） 北スマトラ州、南スラウェシ州および西カリマンタン州の 3 州では、本プロジェクトのイン

プットが結果としてマスタープランの策定に貢献した。また成功事例のモデルとしてテキ

ストとしても全国に配布された。テキストの編纂は、プロジェクトの終了時期に行われ、

地域開発管理のため BANGDA の CDMRD 事業（ＪＩＣＡ長期専門家による支援）からの

支援も得て、このテキストは、地方政府においてベストプラクティス・マニュアルの策定

に使用されている。本マニュアルは、地方自治の周知化のためのツールとして活用され

ている。 

２） 北スマトラ州では、プロジェクトによって策定されたトバ湖マスタープランは、トバ湖の総

合開発および保全計画を PRA を通じて策定が促進された。有機農業を促進し農業の

観光資源化を促進する地域を設定するパイロット事業は、トバ湖マスタープランの活動

内容に含まれており、プロジェクト期間中に実施された。2013 年まで INALUM 社が支払

う 25%の年会費を使用することにより、保全プログラムを行なうというコミットメントに対

し、トバ湖周囲の地方政府は同意している。保全プログラムは、プロジェクトの終了時か

ら現在まで継続して実施されている。オレンジプログラムは、農民グループの管理能力

を強化した。 

３） 南スラウェシ州のオレンジプログラムは、促進エリアを 5 箇所設定する方針および農民

グループのエンパワメント向上にインパクトを与えた。プロジェクト開始の頃は、地方政

府は、特産品の強化として Malangke オレンジの改良を優先した。しかしオレンジ価格の

不安定性および低価格により、現在約 75%のオレンジ農家は、トウモロコシ農家に変更

されている。一方、養蚕および製糸業開発は、GERBANG EMAS プログラムに含まれた

ため、プロジェクトの自立発展性を確保した。本プロジェクトは、地方の農民の能力の増

強を支援するために NGO とナチュラル・シルク・センターを強化することによって農民グ

ループ能力の改善に影響を与えた。 

４） 西カリマンタン州では、オレンジプログラムが、2006 年 5 月にオレンジ製品の品質向上

のための研究施設と情報センターとして柑橘類センターを設立するという Sambas 県の

県知事の考えの基礎となった。現在、柑橘類センターでは、個包装のオレンジジュース

製品の多様化を推進している。一方、内陸における開発計画は、西カリマンタン州の内



陸地方へのかけ橋となる Tayan 橋建設に関するフィージビィリティースタディーの実施

につながった。SINGBEBAS マスタープランは、西カリマンタン州で統合アグリビジネス

エリア(KUAT)を設置する計画に結びついた。SINGBEBAS プログラムは、本プロジェクト

実施期間中に 3 地域間で覚書をまとめたが、プロジェクト終了後にその 3 地域間の調

整ができなかったことによりまだ実施されていない。しかし、BAPPEDA は、西カリマンタ

ン州の 12 の KUAT の詳細設計を計画し、現在まで 4 つの KUAT を実施している。 

５） オレンジプログラムの 3 州間の連携については、プロジェクトの終了後の BANGDA に

よる調整が十分ではなったためまだ実施されていない。地域協力手続きに関する法律

（2007 年 50 号法律)は、2007 年 8 月 22 日に制定された。本法律制定後に確立された

地域間連携の例として、南スラウェシ州において促進エリアが 5 箇所設置されたこと

は、オレンジプログラムの影響を受けたものである。 

 

 

 

(６) 終了時評価調査における提言に対するフォローアップの状況： 

＜プロジェクト終了前：2005 年 3 月 31 日以前＞ 

1) 日本人専門家と、インドネシア人カウンターパートが、テキスト・ブックの編集を完了する必要が

ある。中央のレベルでは、プロジェクトが完了する前に、日本人専門家チーム、インドネシア人

カウンターパート、および、JICA インドネシアが、インドネシアにおけるより良い形の地域開発

に対する当該テキスト・ブックの活用について、協議し、同意する必要がある。 

→この提言は、BANGDA および JICA の専門家によって対応された。当該テキスト・ブックは、

地域の関連事務所に配布され、BANGDA は、いくつかの地域において最良の実施方法につい

ての説明を実施した。 

 

2) （プロジェクトの対象である）三つの州すべてにおいて、日本人専門家と、インドネシア人のカウ

ンターパートは、プロジェクト終了までの間に、継続的にパイロット・プロジェクトを実施し、結果

的にそれらがモデルになるようにしなければならない。さらに、プロジェクトが終了する前に、日

本人専門家チーム、インドネシア人カウンターパート、および、JICA インドネシアは、当該プロ

ジェクト終了後に、これらのプロジェクトをさらに開発することによりモデル化し、より磨きをか

け、広く普及させる手段について検討し、合意に達する必要がある。 

 

→北スマトラ州に対しては、BAPPEDA、および、JICA が、PRA の調整役に対するトレーニング

を 2 件実施した。即ち、2004 年度の終わりに、Karo 県、および、Dairi 県の 2 つの村落におい

て、PRA を 2 件、有機農業のパイロット・プロジェクト、農業観光事業を実施した。BAPPEDA も

また、調整役を育てるトレーニングの実施に指導力を発揮し、2 件のトレーニングを県予算を用

いて実施し、トバ湖周辺の県の間に、当該地域独自の PRA モデルを普及させることについて

の合意取り付けることに成功した。 

 

→南スラウェシ州に対しては、「養蚕、および、シルク生産工業の促進を図る研究」によって、県

間の産業協力を提案した。同活動は、GERBANG EMAS プログラムに統合されることとなった。

繭の生産県と織物生産県の間の協力が、農民が実際に必要とするニーズを基盤として、農民

主導の形で形成された。この自治体間協力は、今日まで継続して行われている。 

 

→西カリマンタン州に対しては、JICA の支援により、当地の大学と NGO が、混成農耕手法を

用いて有機農業を促進する研究を実施した。 2006 年度には、Singkawang 県の、Sagatani 郡

において、稲作、魚の養殖池、および、家畜の飼育という混成農業モデルの実施について、県



政府が予算を計上した。しかし、その一方で、3 県において、SINGBEBAS 基本計画が推奨した

パイロット・プロジェクトは、未だ実施されていない。 

 

＜プロジェクト終了後：2005 年 4 月 1 日以降＞ 

1) BANGDA は、優れた実践モジュール、および、テキスト・ブックを用いて、当該地域のモデル

を、引き続き、他の県にも普及させる活動を実施しなければならない。また、そのような優れた

実践モデルを、中央政府の方針の中に統合することを提言する。 

 

→フォローアップ･プログラムについては、BANGDA は、JICA の専門家の支援を得て、地域開

発管理に関する能力強化（CDMRD）を、2005 年 5 月から、2007 年 3 月の間に実施し、地域開

発管理の能力の強化をはかるとともに、地方分権の実施を支援する努力をした。この際、以下

の 3 種類のマニュアルを作成しているが、いずれも最良の実践ケースとしてテキスト・ブックか

ら抽出したものである。１）地方経済の発展、２）政府の（行政）施行の改革、および、３）住民の

エンパワーメント。これらのマニュアルは、中央政府の職員が、地域開発管理に参加、あるい

は、それらと協調する際の参考として用いられることが期待されている。 

 

2) 西カリマンタン州に対しては、「SINGBEBAS 地域、および、内陸開発」計画がすでに策定され

ており、州政府はこれらの計画を、中央政府、および、その他関連機関の協力を得て実施する

よう提言している。 

 

→SINGBEBAS 基本計画は、2005 年 2 月、講習会を通じ、すべての利害関係者に説明されて

おり、当該計画は、総合農業関連産業地域（KUAT）における有機農業に焦点を合わせて実施

されている。関連県・市における BAPPEDA が、12 件の KUAT の詳細設計を準備した。これら

12 件の計画中、4 件についてはすでに実施されている。KUAT の実施を成功させるため、各

KUAT の管理委員会が 2007 年度に設置された。 

 

→県政府は、Tayan 橋の建設に際し、内陸開発に対する基本計画構想を引用し、それにより、

西カリマンタン県における内陸地域の開発のための同様なプログラム、および、活動に刺激を

与えようと試みた。 

 

3) 北スマトラ州においては、有機農業構想に基づく地域開発パイロット・プロジェクトに対して採用

された参加型の地域開発方式が、環境に優しい方式であると考えられているため、県政府に

対しては、引き続き同プロジェクトの実施を主導するよう提言がなされている。 

 

→トバ湖基本計画中に述べられている優先計画に基づき、北スマトラ州 BAPPEDA は、JICA

専門家の協力を得て、PRA 調整役のトレーニングを 2004 年に実施した。2 つのモデル村落に

おける PRA の実施、および、Karo 県と、Dairi 県の 2 つのモデル村落における有機農業パイロ

ット・プロジェクトと、農業観光事業の実施がそれである。 2 番目の PRA の調整役に対するト

レーニングは、2004 年 12 月に地方政府の予算を用いて実施された。北スマトラ州 BAPPEDA

はまた、自らの予算を用い、トバ湖周辺の各県の政府を取りまとめ、合意を得ることに尽力し

た。 

 

４）南スラウェシにおいては、県および、関連県政府が、オレンジ・プロジェクト、および、養蚕・シル  

ク織物産業プロジェクトを、地域開発のモデルプロジェクトとして、普及させることに成功した。 

南スラウェシ州の北 Luwu 県におけるオレンジ・プロジェクトが、農民グループの能力強化をも

たらした。当該プロジェクトの終了直後においては、北 Luwu 政府は、商品としてのオレンジ



（Malangke オレンジ）に注目していた。しかし、現在では、南スラベシ県、北 Luwu 県 のオレン

ジ農場は、次第にトウモロコシの農場に変更している。現在でも農民グループの勤労意識は保

たれており、当該地域の農業分野の改善に資している。 

 

RDPLG プロジェクトにより実施された天然シルク開発のための、参加型アプローチと域内協力

（Enerkang – Soppeng – Sidrap – Wajo の各県間における）を基盤とした「利害関係者間開発促

進計画の策定」は、南スラウェシ県におけるシルク産業の開発に関心を持つ、「天然シルク・セ

ンター」、および、NGO が参考として用いるところとなった。 

 

5) 資源と知識を最大限に活用することが、地域間協力を促進する上で重要であると考えている。

このことに関し、BANGDA、および、当該 3 県には、オレンジ産業における地域間協力を成功

に導くよう指導することが期待されているが、これは、他の商品についてもその経験を活かせ

ることを考慮してのことである。 

 

当該プロジェクトが終了する前に、北スマトラ、南スラウェシ、および、西カリマンタンの 3 県で

は、BANGDA により、地域間協力の基盤が整備され、JICA 専門家により、覚書が交わされ

た。 

 

（８）評価チーム 

評価チームのメンバー： JICA インドネシア事務所 

委託: PT INDOKOEI INTERNATIONAL 

- Besar Hatmaya チーム・リーダー 

- Uzaimah サブ・リーダー 

- Nani Susanti 開発計画専門家 

- Ari Fernando 評価専門家 

 

（９）評価期間 ： 2007 年 12 月 10 日～ 2008 年 2 月 9 日 

 

3. 評価結果 

3-1. 評価結果の要約 

(1) インパクト 

 北スマトラ州、南スラウェシ州および西カリマンタン州の対象３州におけるマスタープラン策定に

寄与した。また成功事例としてのモデルを集め、それをテキストとして纏め全国に配布した。更に、

有機農家、養蚕業および農村観光の促進を通じて、地域経済の活性化にインパクトを与えた。テ

キストの編纂は、プロジェクトの終了時期に行われた。プロジェクト終了後、内務省ＪＩＣＡ個別専門

家によって実施された地域開発管理のための能力開発事業(Capacity Development for 

Management of Regional Development/CDMRD)では、テキストは地方政府においてベストプラクテ

ィス事業を推進するためのマニュアルとして活用されている。このマニュアルは全国の自治体へ配

布され、地方自治の周知のツールとして活用されている。 

(2)自立発展性 

制度面 
 本プロジェクトにおいて実施されたトレーニングを通じて、地方政府職員の能力は向上した。これ

は、地域開発管理において実施機関の能力が改善されたことを意味している。本プロジェクトによ

って得られた知見は、他の計画、政策および戦略を策定するための参考として活用されている。  

 

終了時評価調査以降、BANGDA および各州 BAPPEDA において大きな組織変更はない。



BANGDA、BAPPEDA 職員および県知事・市長の交代や退官は、自立発展性の観点からはあまり

影響はなかったと言ってよいが、西カリマンタン州では、高官の交代に伴い、地域間の開発会議と

フォーラムの立ち上げは現在に至るまで遅れている。得られた知見を他の地域に普及する公的な

メカニズムが確立されていないことも、自立発展性の阻害要因である。しかしながら、本プロジェク

トが実施した研修、セミナーおよびワークショップは、地方政府の能力開発および人材育成にポジ

ティブな影響を与えた。プロジェクトから得れた知見の他地域への普及は公的には行われていな

いが、研修に参加した職員は、地域開発計画の新しい概念を形成することにより、地域計画の策

定に貢献している。 

 
資金面 
内務省と地方政府は、プロジェクト終了後に、地方自治管理およびいくつかのマスタープランのプ

ログラム実施に関係する予算を割り当てた。JICA は、BANGDA と協力して CDMRD 事業を実施す

ることにより、南スラウェシ州の能力開発およびすべての州へ地方管理に係るベストプラクティスマ

ニュアルを配布し、本プロジェクトの支援を継続した。 

 

技術面 
 研修、ワークショップ、セミナーで使用されたモジュールは、プロジェクト実施期間中に現場の真

の必要性に基づき活用された。研修に参加した職員は、プロジェクトで得られた知見を理論的な側

面からも完全に理解することができたと考えられる。日本の地方自治の経験を研修参加者に紹介

したことにより、BANGDA と地方政府の管理能力の向上に寄与した。これらの経験は、地方の産

物および資源の強化を通じて、地域経済に活性化をもたらした。 

3-2. プロジェクトを促進した要因 

(1) インパクト 

 BANGDA、BAPPEDA および地方政府関係者は、地方主導による地域計画を作る必要があるこ

とを完全に理解した。地域開発プロセスへの地方関係者の参画の重要性は、国家開発計画シス

テム法（2004 年 24 号法律）と反汚職に関する大統領令 2004 年 5 号の施行後、日ごとに認識され

た。地域間の連携を促進する努力として、インドネシア政府は地域間の協力の実施手続きに関す

る 2007 年 50 号法律を制定した。 

 地方自治システムの実施は、地方特産物に基づいて地方経済を発展させるよう地方政府を促し

た。地方自治システムおよびグローバル化によって生じた地方政府間の競争意識は、地方政府関

係者の思考様式とパラダイムの変更を促した。各地方政府は、特産品生産・販売の促進によっ

て、彼らの地域経済が成長できることを理解した。したがって、対象 3 州における、特産品生産・販

売の促進に注目した地方マスタープランの概念は、そのパラダイムにおいて適切であり、プロジェ

クトを促進した 1 つの要因になっている。 

(2) 自立発展性 

 地域経済を活性化するために地方資源の利用を促進することと、地方分権化およびグローバル

化の時代において他の地域との競争を活発化することは、プロジェクトの自立発展性を促す 1 つ

の要因である。したがって、対象州政府では、本プロジェクトのパイロット事業への支援および人材

開発のために予算を確保している。しかしながら、マスタープランにおけるすべてのプログラムを実

施するためには多くの予算を必要とするため、現在一部のプログラムのみ実施されている。 

3-3. プロジェクト阻害要因 

(1) インパクト 

 西カリマンタン州における SINGBEBAS マスタープランの中で提案されたプログラムの実施を阻

害した主な要因は、優先事業と戦略の変更に影響を与えた県知事の交代である。さらに覚書

(MoU)がなかったためプログラム実施に遅れが生じた。同様に MoU がまだ締結されていなかった

ため、オレンジプログラムを実施する 3 州における地域間連携がとれなかった。3 州の間の調整に



は BANGDA のような中央政府の調整機関を必要としている。  

 

 (2) 自立発展性 

 地方政府の限定的な予算は、プロジェクトによって得られた知見を他の地域にまで普及すること

や、マスタープランの中で提案されたパイロットプロジェクトとプログラムの実施を阻害する要因で

ある。また、研修生が得た知見を他地域に普及するための同様の研修を実施するメカニズムがな

かったことも、自立発展性は影響を与えた。 

 有機農法と１村 1 品運動の促進のため、マーケティング、資金調達および技術革新に関して、中

央政府や地方政府が支援することは重要である。 

 南スラウェシ州では、中国からの輸入された安価な合成糸により、Soppeng 県および Enrekang

県など、州内の蚕糸産業の成長を妨げた。地方政府は、蚕糸の輸入政策に関する調整をするべ

きである。  

BANGDA、BAPPEDA 職員および県知事・市長の交代や引退は、自立発展性の観点からは影響を

受けていた。例えば、西カリマンタン州では、高官の交代に伴い、地域間の開発会議とフォーラム

の立ち上げは現在に至るまで遅れている。 

 

3-4 結論 

1) 地方分権化が施行された 2001 年に開始された本プロジェクトは、対象州政府と BANGDA の

地域開発管理に関する能力向上に貢献した。終了時評価調査による提言は、ＪＩＣＡとカウンタ

ーパトよって概ね実施された。 

2) 元来意図されていたのもの他に、肯定的な影響がプロジェクトによりもたらされた。例えば、

NGO、および、農民グループが、地域レベル、時として、村落レベルにおいても急速に結成され

たことが挙げられる。本プロジェクトにより、本プロジェクトに関与した NGO の能力を、間接的

に向上させた。例えば、南スラウェシのシルク産業の開発を通じて「地域開発促進に関する研

究」を実施していた NGO（Wahana Wisata Lingkungan）は、地方政府を含むその他の援助体

が、地方農民に力をつけさせる活動をする際、その活動を支援する団体として起用された。西

カリマンタンにおいては、SINGBEBAS 基本計画に関与していた、いくつかの県の潜在力が、西

カリマンタン州から分離した、新しい県の設立に関する提案をする引き金となった。それら 3 県

では、SINGBEBAS 基本計画が、彼らの地域の改善につながるのであると言う強い信念を持っ

ていた。さらに、プロジェクトが終了した後、2006 年 5 月に、2.6 ヘクタールの土地に、農業診断

のできる施設を含む柑橘類センターが Sambas 県知事により、Sambas を全国的な柑橘類開発

センターにるると言う構想の下に建設された。BANGDA をはじめ、対象 3 州の政府に対して

も、当該プロジェクトからの予想外の悪影響と言ったものは見当たらなかった。 

3) 当該プロジェクトはまた、実施機関の能力をも向上せしめた。プロジェクトの実施期間中、日本

においてトレーニングを受けた BANGDA、および、BAPPEDA の職員は、いかにして地域開発

を実施してゆくか、と言うことについての経験と知識を習得した。中央事務所においては、

BANGDA の都市局から参加した職員達が、2007 年 12 月 11，12 の両日、都市部における標

準行政サービスの構想を策定するなど、地域開発の向上を図る講習会を開催した。対象 3 県

においても、参加者たちは、日本での経験を基に、何らかの計画を提案していた。 

4) プロジェクトの全体的な目的達成に影響を与えた外部要因としては、地方分権に、法的な枠組

みを与えた国家開発計画に関する法律、32／2004 号、法律、33/2004 号、および、法律、

25/2004 号の発布を挙げることができる。これらの法律は、地方政府が地方分権を実施し、さ

らに、当該地方の開発を管理する能力を向上させる上で、精神的なバック・ボーンとなった。最

近、政府規則、第 50/2007 号が発布され、内務省（BANGDA）や、当該県の県知事、あるい

は、県知事、市長などの調整の下で地域間協力を実現していく上での、新しい精神的な支えを

与えることになった。 



5) プロジェクトの達成を阻害した要素としては、県知事の評議員、あるいは、市長などの、突然の

交代を挙げることができる。その影響は、優先されていた計画や戦略の変更、地域間協力の

実施に対する BANGDA からの調整不足、および、オレンジ価格に対する地方政府のコントロ

ールが皆無のため、オレンジ栽培農地をトウモロコシ用の農地に変更するなど、土地利用の変

化などに反映された。 

6) JICA の専門家、BANGDA、および、地方政府による、技術的、財政的な支援が、プロジェクト

の全体的な目的を達成し、その成果を継続させるために不可欠であった。 

 

3-5 提言 

(1) 中央政府 

• 中央政府(BANGDA)は地域開発計画の促進や調整を継続的に実施し、州間の地域間連携

を更に促進することを提言する。 

• 当該プロジェクトから得られた、無くてはならない大切な知識を、地方政府の職員の中に周

知、普及できるような規則、あるいは、仕組みの策定を、BANGDA が引き続き促進すること

を提言するものである。 

 (2) 地方政府 

• 研修を受けた職員が、他地域や他の組織に異動する場合、地方政府の組織的な支援がな

ければ、技術移転された知見を職場に定着させるは困難である。本プロジェクトで得られた

重要な知見の定着と他地域への普及のため、地方政府が継続的な努力することが必要で

ある。 

• 北スマトラ州 BAPPEDA は、Karo 県と Dairi 県などオレンジを生産する地域において、オレ

ンジ農家の地域間の連携を強化するため、輸出市場を含むマーケティングを促進し調整す

る必要がある。 

• 西カリマンタン州においては、地域間開発カウンシルと SINGBEBAS 開発フォーラムを正式

に設置することは、SINGBEBAS マスタープランを実施するための主要な促進要因として提

言する。 

• 南スラウェシ州においては、市場アクセス向上、財源の促進、質の向上および新製品開発

を行う農民を支援するために、BAPPEDA、農業局、産業貿易局等によって構成される統合

促進委員会/フォーラムの設置を提言する。 

3-6 教訓 

• 参加型アプローチによって地方特産品に基づく地域開発マスタープランは確立されたが、こ

れらのマスタープランの中で計画を実施するためには、地方政府による継続的なフォロー

アップが必要である。BAPPEDA 長官または県知事・市長の交代は、確約されたはずの計

画が中断する結果につながった。したがって、地方政府の継続的な努力を確実にするため

覚書(MoU)等を作成することが重要である。 

• 今後の類似プロジェクトを計画する際は、プロジェクト成果のその他地域への普及のため

の明確なメカニズムを考える必要がある。更に、インパクトのモニタリング、発生した問題や

プロジェクトの向上のためのフィードバックを円滑に行うため、BANGDA と地方政府間の調

整に配慮すべきである。 

 


