
事業事前評価表 

 

 

Ⅰ.対象事業名 
国名:インドネシア共和国 
案件名:開発政策借款（IV） 
貸付契約調印日:2008年 3月 18日 
承諾金額:22,080百万円 
借入人:インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 
Ⅱ.本行が支援することの必要性・妥当性 
  インドネシア政府は、我が国、世界銀行、及びアジア開発銀行の支援を受けつつ、投
資環境改善、財政運営改善と反汚職に係る改革及び貧困削減策を実施してきている。マ

クロ経済は概ね良好に推移しており、2002年から 2006年の 5年間で、実質 GDP成長
率は持続的に上昇している1。堅調な国内消費及び投資に支えられ、2008年以降も GDP
成長率は安定的に上昇していくと見られている。インフレ率は、2006年の燃料補助金削
減により一時的に上昇（13.1％）したものの、2007年には 6.4％まで低下している。為
替レートは、サブプライム問題等外性的要因により変動が見られるものの、経常収支は

世界的な一次産品需要に支えられ黒字基調であり、外貨準備は輸入分 6.8 ヶ月に達して
いる。 
 投資環境改善の面では、2006年 3月に投資政策、関税、税制、労働分野における政策
改善を通じた民間投資の拡大を目的とする「投資環境パッケージ」が発表された。2007
年 3月には、内外投資非差別、投資認可の迅速化等を目指す「新投資法」が制定され、
同法を踏まえ、同年 7月には投資非適格対象を明確化した大統領令が発布されている。
関税及び税制面でも、通関手続き一元化（ナショナル・シングル・ウィンドウ）、付加価

値税（VAT）還付手続き迅速化、及び徴税措置への不服申し立て手続き制度化等が進め
られている。加えて、2007年 6月には、経済成長の進展と雇用機会の拡大を目的とし、
①投資環境整備、②金融セクター改革、③インフラ開発促進及び④中小零細企業の強化

を柱とする包括的な「政策パッケージ」を発表している。こうした投資環境改善の取り

組みと併せて、2007年 8月には、日本・インドネシア経済連携協定（EPA）が締結され、
貿易・投資・サービス等分野での両国間の経済連携の進展が期待されている。 
 財政運営面では、プライマリーバランスが黒字基調2にあり、対 GDP比政府債務残高

                                                  
1 GDP成長率は 2003年 4.8％、2004年 5.0％、2005年 5.7％、2006年 5.5％、2007年 6.3%
である。 
2 2003年～2007年におけるプライマリーバランスの対 GDP比率は 2003年 1.7％、2004
年 1.7％、2005年 1.8％、2006年 1.5％、2007年 0.6％である。 



は着実に低下傾向3にある。経済成長促進のためのインフラ公共投資増額、原油価格や食

糧価格の高騰に伴う補助金支出増額等により、2007 年以降の財政赤字4は拡大傾向にあ

るが、インドネシア政府は、支出合理化等を通じて対 GDP比財政赤字を 2.0％以内に抑
制する方針である。財政運営の更なる改善を目的として、インドネシア政府は、国庫一

元化の段階的実施等による歳出の透明化を進めている。また、2008年度予算からは中期
歳出枠組み（MTEF）の導入を通じて開発計画と予算の統合及び歳出合理化を進めてい
く方針である。反汚職面では、2006年に「汚職撲滅に向けた国家行動計画」が大統領令
として発布され、公共調達プロセス等の透明性向上及び公務員制度改革等が進められて

いる。 
 貧困削減面では、ミレニアム開発目標達成に向けた、教育・保健医療の質向上、安全

な水・衛生施設へのアクセス向上等が進められている。加えて、貧困層向け条件付直接

現金支給プログラム5及びコミュニティー参加型開発プログラム（PNPM）6等のプログ

ラムが予算を増額して実施される予定である。  

我が国の「対インドネシア国別援助計画」（2004年 11月策定）においては、民間主導
の持続的な成長のため、財政の持続可能性の確保、投資環境改善のための経済インフラ

整備、裾野産業・中小企業振興、経済諸政策整備及び金融セクター等への支援が掲げら

れている。また、本行の海外経済協力業務実施方針（2005年 4月策定）においては、重
点分野として貧困削減への支援や持続的成長に向けた基盤整備を掲げており、インドネ

シアについては、投資環境整備のための経済インフラ整備を重点分野とすると共に、財

政の持続性の維持等各種改革の促進への貢献を図る、としていることから、本計画はこ

れらと合致する。よって、本行が支援する必要性・妥当性は高い。 
Ⅲ.事業の目的など 
本計画は、第 1次開発政策借款、第 2次開発政策借款、及び第 3次開発政策借款供与後
のインドネシア政府の政策改革実績を評価し、世界銀行及びアジア開発銀行と協調し、

同国の政策改革を支援することにより、政策改革の継続及び我が国との政策対話の促進

を図り、もって同国の (1)投資環境の改善、(2)財政運営の改善及び反汚職、並びに（3）
貧困削減に寄与するものである。 

 

                                                                                                                                                  
3 政府債務残高の対 GDP比率は、78.1％（2001年）から 35.4%（2007年）に低下してい
る。 
4 2003年から 2006年までの財政赤字の対 GDP比率は、2003年 1.7％、2004年 1.0％、
2005年 0.5％、2006年 0.9％、2007年 1.7％である。2008年は 2％まで上昇する見込み。 
5 2005年の燃料補助金削減補償プログラムとして実施された直接現金給付プログラムが、
貧困層を十分ターゲットできなかったことを踏まえて、条件付現金給付プログラムでは、

子供を学校に行かせることなどを条件にして貧困層に対し現金給付を行うこととしている。 
6 PNPMは、既往・新規のコミュニティ開発プログラムの包括的プログラムとして、イン
ドネシア全国の郡を対象に 2010年まで実施予定。 



Ⅳ.事業の内容  
1.事業概要 
 本計画では、目的とする(1)投資環境の改善、(2)財政運営の改善及び反汚職、ならびに
(3)貧困削減のために、各項目について以下の政策を実施する。 

改革項目 達成されたアクション7 今後のアクション 

①投資環境の改

善 

○ 新投資法にかかる細則の

整備 

○ 輸出業者に対する付加価

値税（VAT）還付期間の短
縮8 

○ 徴税措置への不服申し立

てなどを可能とする財務

省令の公布9 

○ 通関手続き一元化の対象

地域拡大 

○ 中小企業政策の改善 

○ 投資法関連実施細則整備、

投資非適格リスト見直し※ 

○ VAT 還付所要期間、徴税不
服審査手続き期間のモニタ

リング実施※ 

○ 国税通則法実施細則の発効

※ 

○ 関税タスクチームによる適

切な関税率、その他輸入規

則の検討※ 

○ 中小企業向け信用制度改善 

②財政運営の改

善と反汚職 

○ 中期歳出枠組み(MTEF)
の導入 

○ 公務員給与待遇の改善と

財務省組織改革計画の実

施 

○ 国庫一元化の推進 

○ パフォーマンス予算制度の

実施体制強化と多年度予算

実行手続きの簡素化※ 

○ 公務員制度改革の継続的な

実施 

○ 国庫一元化の完了 

③貧困削減 ○ 教員免許交付に係る基準

の設定 

○ 地方債発行に係る規制の

整備 

 

○ 教員の給与等待遇改善  

○ 貧困削減プログラムの評価

体制の構築 

○ 貧困層ターゲット精度向上

のためのデータベース構築 

○ 事業成果に応じたコミュニ

ティー開発事業に対する交

付金の支給 

※ すでに達成済み 
 

                                                  
7第 3次開発政策借款で達成された 20アクションのうち目標を超える達成（Exceeded）は
3、達成（Achieved）は 13、部分達成(Substantial Progress)は 4となっている。 
8 VATの還付期間は、平均で 2003年の約 1年、一昨年の 6.3ヶ月から、昨年 7月には 5.1
ヶ月に改善。在インドネシア日系企業へのアンケートでは昨年 7月までに約 8割の企業が
VATの還付を受けたと回答。 
9 税監査手続き改善に係る財務大臣令の制定。これにより納税者は、通知された納税額に異
議がある場合その総額を納付することなく異議を唱えることができること、また、税監査

結果に不服がある場合は上位機関に不服申し立てを行うことができるようになった。 



2.総事業費・借款額 
本計画全体のドナー支援額：約 1,000百万ドル 
うち円借款対象額：22,080百万円（200百万ドル相当円） 
世界銀行資金：600百万ドル 
アジア開発銀行資金：200百万ドル 

3.実施体制 
①インドネシア共和国(The Republic of Indonesia) 
②実施機関：財務省(Ministry of Finance)、経済調整大臣府(Coordinating Ministry of 

Economic Affairs) 
③運営・維持管理体制：②に同じ 

4.環境及び社会面の配慮 
①環境に対する影響／用地取得・住民移転 
(a)カテゴリ分類：C 
(b)カテゴリ分類の根拠：本計画は特段の環境影響が予見されないセクター（構造調整
借款）であり、かつ「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン（2002
年４月制定）に掲げる影響を及ぼしやすい特性や影響を受けやすい地域に該当しな

いため、カテゴリ Cに該当する。 
②貧困削減促進 
本計画には、教育の質改善や地域主導型のコミュニティー開発の促進といった点が

含まれており、貧困層に対する社会サービスの改善のための政策・制度改善を促す

ものであるから、貧困対策案件に該当する。 
③社会開発促進(ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発､障害者配慮等) 
本計画の中におけるプログラムは、地域分権の促進、財政支出システムの改善等を

掲げており、「良い統治」への支援である。 
5.その他特記事項 
特になし。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅴ.事業効果 
運用・効果指標 

指標名 基準値 
(2003年実績) 

現在値 
（2007年末実績） 

目標値10 
（2008年末） 

①マクロ経済の

安定 
 

○ 財政赤字の対

GDP比：1.7% 
○ 公的債務残高

の対 GDP 比：
59％ 

○ 財政赤字の対

GDP比：1.7% 
○ 公的債務残高の

対 GDP 比 ：

35.4% 

○ 財政赤字の対 GDP
比：1.0% 

○ 公的債務残高の対

GDP比：31.8％以下 

②投資環境の改

善 
 

〇 投資の対 GDP
比：18.9% 
〇新規ビジネス立

ち上げにかかる

日数：151日 

○ 投資の対 GDP
比：24% 

○ 新規ビジネス立

ち上げにかかる

日数：105日 

○PPP の実施を促進す
るための部局設立※ 

○ 投資の対 GDP 比：
23-25% 

○ 2006年補正予算及び
2007年予算案にてリ
スク管理機能に係る

予算計上※ 
○ 新規ビジネス立ち上

げにかかる日数：30
日 

③財政運営の改

善と反汚職 
 

〇約18,000に及ぶ
国のキャッシュオ

ペレーションを管

理するメカニズム

がない。 

○国庫一元化に向

け作業中。 
〇国庫一元化の完 
 了 

④貧困削減 
 

〇社会セーフティ

ーネットや各種

補助金の受給者

の多くが非貧困

層。 

○貧困層を対象に

した条件付現金

支給プログラム

の実施（パイロッ

ト） 

〇貧困層を対象にした条

件付現金支給プログラ

ムの実施※ 

（出典：財務省、経済担当調整大臣府、世界銀行） 
※ すでに達成済み 
Ⅵ.外部要因リスク 
特になし。 
Ⅶ.過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
協調融資案件においては、審査段階から監理まで、関係機関との綿密な情報交換を行 

                                                  
10 第１次開発政策借款以降の全体としての成果。開発政策借款では、第１次開発政策借款
以降の一連のアクションを包括的に評価することから、本計画では含まれていないマクロ

経済の安定も指標として取り入れている。 



うことが重要であるとの教訓を得ている。これを踏まえ、本借款においては、協調融資

機関である世界銀行及びアジア開発銀行と密接に連携しつつ借款の監理を行う予定であ

る。 
Ⅷ.今後の評価計画 
1.今後の評価に用いる指標 
 ①マクロ経済の安定に係る成果（公的債務残高の削減等） 
 ②投資環境の改善に係る成果（新規ビジネス立ち上げにかかる日数の短縮等） 
 ③財政運営の改善と反汚職に関する成果（国庫一元化の完了） 
 ④貧困削減に係る成果（貧困層を対象にした条件付現金支給プログラムの実施） 
2.今後の評価のタイミング 
 計画終了後。 

 


