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インドネシア 

円借款事業中間レビュー調査報告書 
「ジャカルタ漁港リハビリ事業」 

評価者：三州技術コンサルタント株式会社 
青木 博  

現地調査：平成 21 年 5 月～7 月 

１．事業の概要 

  
        事業地域位置図                 岸壁嵩上げ工事 

 

1.1 事業目的 

本事業は、ジャカルタ漁港第一期事業で建設された主要施設である東西両岸壁（1,349ｍ）

が、ジャカルタ都市部の地盤沈下の影響をうけて沈下していることから、リハビリ工事等

の実施を通じて、既存施設の機能を維持することにより既存のインフラ施設の有効活用を

図り、もって海岸・海洋資源の効果的かつ持続的利用に寄与するものである。 

1.2 事業概要（借款契約概要等） 

 

円借款承諾額／実行額（2009 年

3 月時点） 

3,437 百万円 ／412 百万円 

借款契約調印／貸付実行期限 2004 年 3 月／2012 年 9 月 

実施機関 海洋水産省 漁獲総局 

本体契約 東亜建設工業・Pembangunan Perumahan, PT Hutama 

Karya (Persero) , PT Menara Agung Sentosa, CV Lestari 

Prima  

コンサルタント契約 オリエンタルコンサルタンツ（株）・PT. Perentjana 

Djaja 

1.3 中間レビューの対象となった背景・理由 
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本事業はL/A調印後5年を経過したが、2008年末になって工事契約が結ばれた状況で2009
年になってようやく土木工事が開始された（但し、緊急洪水対応のための追加パッケージ

の工事契約は 2007 年末に締結）。 

当該漁港のあるジャカルタ北部周辺は都市部の地下水汲み上げの影響と見られる地盤沈

下が激しい。さらには、想定された地盤沈下だけでは説明のつかないペースで海面上昇が

目立つようになっており、地球温暖化の影響とも考えられている。そのため、漁港内の海

水浸水が深刻化し事業の有効性が損なわれる懸念があり、現在の事業スコープが妥当なも

のか、今後の事業の有効性を維持していくためにはどのような対応が必要なのか等、検討

が必要である。したがって、本事業を中間レビューの対象とし、今次現地調査等の結果に

基づき事業を評価項目別にレビューし、結論を導き出した。 

 

2．中間レビュー結果 

2.1 妥当性 

2.1.1 政策・施策との整合性 
審査時点における国家政策・施策という観点では、国家開発プログラム（PROPENAS：

2000－2004）が基本となっていたが、中間レビュー時点（2009 年 9 月）で有効な中期開

発計画は RPJM (2004-2009) である。同計画では、雇用の創出と高い経済成長による貧困

削減に焦点を当てており、次の重点目標を掲げている： 
①貧困削減と経済成長 
②地域間格差の是正 
③教育、保健医療、社会福祉等を通じた人間開発促進 
経済成長を図るための一つの方法は、農業・林業・漁業の再活性化であり、具体的には

インフラ、道路、灌漑等の整備を進めるとしており、当該事業はインドネシアの国家計画

に合致している。 

また、中間レビュー時点で有効な海洋・漁業開発戦略計画（2005-2009）によると中期

海洋・漁業開発の目的は、以下の５つである。 
① 貧困漁業者の生計向上 
② 国家経済への水産業の貢献 
③持続的発展のための環境及び水産資源管理 
④水産物消費の増加 
⑤国家における海洋の役割の増進 

海洋水産省は 2003 年に漁業・水産市場の整備のためのマスタープランを策定、それを

受けて同省の漁業総局は漁業開発マスタープランを策定した。その中で、ジャカルタ漁港

（JFP）は国が決めた外洋漁港として位置づけられている。従って、JFP のリハビリテー

ションを行う本事業は海洋・漁業開発戦略計画（2005-2009）に照らしても上記➀、➁、

➂の目的にかなうものである。 
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2.1.2 開発ニーズとの整合性 
審査時点では、JFP がジャカルタ都市部の過度な地下水の汲み上げ等による地盤沈下の

影響を受けて施設が沈下し、同漁港の機能維持及び関連施設の有効利用のためには、第一

期事業で建設された東西両岸壁を含む施設の沈下対応の必要性が指摘されていた。ジャカ

ルタ地区の地盤沈下については 1980 年以前から指摘されており、インドネシア政府は調

査を行ってきた。沈下測定は水準測量器（レベル）を用いた水準測量、地下水位の変動測

定、そして近年では GPS を用いた定点観測を行っている。測定結果によると、ジャカル

タ地域の沈下の程度は地域性があって、地質の特性が主因ではあるが、地下水のくみ上げ

レベルが大きく影響すると見られている。バンドン工科大学が実施した GPS を用いた

1997 年から 1999 年における調査では年間 2－12cm の沈下が観測された1。特に、ジャカ

ルタ北部の海岸に面した地区での沈下が大きい。1981 年時点での予測では 2009 年には想

定された高潮位（ジャカルタ漁港基準面+1.4m）まで岸壁が沈下し、＋2.5m に嵩上げすれ

ば今後 40 年間は高潮位に対応できると想定されていた。 
中間レビュー時点では、近年の地球温暖化の影響が考えられる海面上昇による潮位の異

常上昇（+1.7m）が観測されたため、この 2.5m をさらに 30cm 上回る＋2.8m の高さで岸壁

嵩上げ工事を実施しており、地盤沈下と潮位上昇の双方に対応した嵩上げ工事の計画とな

っている。 

     

漁港内浸水状況（2009 年 5 月） 

2.2 効率性 
2.2.1 アウトプット 
対象岸壁施設は第一期事業（82 年完成）で建設したもので、ジャカルタ都市部の地盤沈

下の影響を受けて沈下し、高潮時には岸壁が冠水して機能しなくなるものを改善するため

のものであり、当該事業が完成すれば当面の問題は解決に向かうと思われる。現在の予定

では岸壁等の建設は当初計画どおりの 2 年で完成（2010 年）、保証期間を入れても、2011
年末には完成の見込みである。 

岸壁・防波堤などのリハビリ工事についての当該工事方法は、既存の岸壁の上からより

                                                  
1 Land Subsidence of Jakarta (Indonesia) and its Geodetic Monitoring System, Natural Hazards 23:365-387, 2001 
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深い支持層に新たに支持杭を打設し鉄筋コンクリートの床版を設置するもので、防波堤工

事、漁港内道路の嵩上げなどの工事と併せ、損なわれた漁港の機能を復旧する上でも適当

な工法と思われる。主たる工事内容はほぼ当初の数量と変わらないが、JFP 内の沈下の影

響が当初想定より深刻であったため、港内道路とそのアクセスの港外道路を嵩上げ・改良

する工事延長が当初に比べて多くなり、さらに海水の港内侵入を完全に遮断するための護

岸の新設・改良及び雨水排水ポンプ場の新設を追加した。 

        
  ほぼ完成した東護岸嵩上げ（2009 年 7 月） 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 期間 

現在進められている土木工事は工事開始が 2008 年 12 月（工事契約の締結）で、実際

の立ち上げは 2009 年 1 月からである（但し、緊急洪水対応のための追加パッケージの工

事契約は 2007 年末に締結）。通常、工期の最初から約 3 ヶ月は大きな進捗は見込めない

が、中間レビュー時点で現場は活発に動き出している。工程の支障になる用地取得等の

問題は無く、順調に進めば 2010 年末までには本体土木工事が終了する見込みである。 

審査時点で想定された期間のうち、コンサルタント選定までの各種手続きで約 1 年の

遅れがあった。さらに資格審査、入札など建設契約手続きなどの遅れで建設開始が 2008
年 12 月となり、これは審査時点の想定（2007 年 1 月－2008 年 12 月）に比べ約 2 年の遅

れとなっている。完成予定が 2010 年 12 月なので、保証期間も含め貸付実行期限（2012
年 9 月）までには完成する見込みである。 

 
2.3 有効性（インパクト） 
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2.3.1 定量的効果 
運用・効果指標 

表 1 ジャカルタ漁港における運用･効果指標 
 

 
指標名（単位） 

基準値 
2001 年（実績値）

 
2008 年（実績値）

目標値 
(事業完成後 2 年： 

2012 年) 
漁獲物の年間総陸揚げ量（トン

/年） 
35,760 17,433 35,760 

漁獲物の年間総取り扱い金額 

（百万ルピア/年） 
1,673,000  

 
265,916 

 
1,673,000 

 
年間岸壁使用料収入 
（百万ルピア/年） 

2,350 
 

4,120 
 

2,350 
 

コントロールタワー利用日数

（日/年） 
0（2003 年） 365 365 

出典：UPT からのヒアリングによる。 

本事業の目的は、あくまでも悪化した現状を元通りにすることであり、実施機関も同様

な考えを持っている事から、中間レビュー時点での目標値も審査時点から変更する必要は

無いと考えられる。 

審査時点では、事業完成後 7 年を目標達成時期としていたが、リハビリ事業としての効

果発現を早い時期に期待し、通常の事後評価実施時期である事業完成 2 年後を目標達成時

期とすることが適当と考えられる。 

2.3.2 定性的効果 
JFP が国の重要漁港として位置づけられている現在、近年低下している漁港としての諸

機能（漁獲物陸揚げ、水産物加工・取り扱い）が本事業により十分維持され、生鮮食品を

取り扱う施設としての環境が整えば、冷凍魚のみならず漁獲物の輸出促進さらには漁業・

水産加工業への民間投資が見込まれる。 

2.3.3 インパクト 
本リハビリ事業によって岸壁周辺の環境は改善され、潮位が高い時期には漁獲物の陸揚

げが不可能であったものが常時可能となる。それにより既に落ち込んでいる漁獲物の陸揚

げ量・取扱量の改善が図られるようになる。また、水産加工も活発になることが期待され

ることで、海岸・海洋資源の効果的かつ持続的利用が可能になる。 
 
2.4 その他（事業の効果発現および維持に影響を与える事項） 

2.4.1 NGO・現地大学との連携 

 NGO・現地大学との連携は、本事業では無い。 

2.4.2 無償資金協力・技術協力との連携 
審査時点では、地下水くみ上げによる地盤沈下への対応につき、海洋水産省に派遣され

た JICA 専門家からの支援を想定していたが、現時点での無償資金協力・技術協力との連
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携は無い。 

2.4.3 他ドナーとの連携 
現時点での連携は認められなかった。 

2.4.4 環境社会影響 
第四期事業の際、作成された環境影響分析（EIA）、環境管理計画（RKL）、環境モニタ

リング計画（RPL）が適用されている。現事業実施中の段階で、本事業による動植物や自

然環境に与える悪影響、及び水質汚濁や大気汚染は発生していない。また、本事業による

用地取得・住民移転も発生していない。 
しかし、漁港内運営維持管理が不十分であることが問題点として挙げられる。中間レビ

ュー現地調査時点（2009 年 5 月）では、日常的に漁港内の道路とアクセス道路は浸水し、

汚水が港湾内に滞留し、環境の悪化を招いている。これに関しては、インドネシア政府資

金により改善工事を 2009 年内に実施予定である。 

2.4.5 運営・維持管理・技術・財務 
JFP の施設は 2 つの組織によって運営・管理されている。1 つは公共施設の運営・維持

管理を行う海洋水産省漁業総局直轄の漁港管理機関（UPT）、もうひとつは商業施設を対

象とする国営企業省管轄の漁業公社（PERUM）である。本事業の対象施設は公共施設の

ため、維持・管理は UPT が責任主体となる。しかしながら、民間施設からの排出汚水を

処理する施設の改良・維持など、どちらの機関の所管なのか、責任分担が明確でない。 

本リハビリ工事での岸壁の嵩上げで、岸壁の路面高と隣接の建築施設とに高低差が生じ、

荷揚げ・運搬等に不都合が生じる可能性がある。将来、沈下が予測を超えてさらに進み、

地球温暖化による水面上昇も進むと、局所的な改修だけではなく、漁港全体の運営計画を

見直す必要が出てくる。公共施設、商業施設の管理体制は、それぞれ別々に決められてい

るが、個別作業内容については、ガイドライン（Standard Operating Procedures 2008）が存

在し、岸壁の管理、衛生問題への対応など業務の流れ、関連組織などが細かく決められて

いる。ただし、このガイドラインは規定ではなく、要領であるため、必ずしも現場で実際

に履行されていない点もある。 
 
公共施設の運営・維持管理を行う漁港管理機関（UPT）の財務状況を表 4 に示す。 

表 2 UPT の財務状況 

（単位：1000 ルピア） 

支出 年 収入 
予算 実績 

2004 1,386,379 1,100,403 1,668,885 
2005    758,503 6,372,575 1,135,832 
2006    913,038 11,042,969 10,172,061 
2007 1,204,507 10,731,168  9,956,019 

出所：UPT からのデータ 
 

表 3 UPT の収入・支出内訳 （2007 年） 
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（単位：1,000 ルピア） 
支 出 

項 目 収 入 予 算 実 績 
入場料 
食堂収入 
タグボート収入 
建物施設使用料 
倉庫料 
衛生料金 
その他 
給料 
物品、材料 
財務資本 

 754,685
 166,188
   1,500
 174,656
  81,816
  10,400
  15,261

 2,360,180
 5,665,094
 2,705,894

 
 
 
 
 
 
 

 3,020,330 
 4,304,847 
 2,630,843 

 1,204,507 10,731,168 9,956,019 
 出所：UPT からのデータ 

 
表 2 で明らかなように、過去 4 年間は、支出が収入を大きく上回っており、赤字経営と

なっている。現在、JFP からの収入は一旦国庫に入り、改めて必要な費用が予算化され配

分されるシステムとなっており、漁港ごとの独立採算制を取られていない。2006 年から、

支出実績は一気に 10 倍程度増加しているが、UPT によると、現在の予算配分は港内の公

共施設の維持管理には不十分としている。 

収入/支出の内訳を見てみると、収入の中で一番大きな項目は港の入場料で、約 750 百万

ルピア、その他では、建物施設使用料約 170 百万ルピア、食堂収入約 170 百万ルピアとな

っている。支出では、維持管理に必要な物品・材料の購入に約 4,304 百万ルピア、職員の

給料として、3,020 百万ルピア、財務資本に 2,630 百万ルピアとなっている。支出状況か

ら、工事を伴う維持管理作業は行われておらず、運営に必要な最低限の維持管理（物品・

材料購入）しか行われていない事がうかがえる。本事業で実施中の海水浸入遮断対策のた

め、雨水排水のポンプ場の運転維持管理費が新たに必要となるが、本リハビリ事業を有効

かつ持続可能とならしめるためにも、別途予算計上が必要となる。 
 

3．結論及び教訓・提言 
3.1 結論 

JFP 内及びその周辺地区の沈下は相当激しく、本事業の審査時点の予想を超える沈下が

進んでいる。さらに汚水処理施設があるにも拘らず、汚水が港湾施設内に滞留し、環境の

悪化を招いている。本リハビリ事業に平行して、2009 年度内にインドネシア政府予算に

て、JFP 内の環境改善が行われる予定なので、同改善結果に期待したい。 

本リハビリ事業下の岸壁嵩上げ工事の実施で、岸壁は常時使えるようになるものの、岸

壁の路面高と隣接の建築施設とに高低差が生じ、荷揚げ・運搬等に不都合が生じる可能性

がある。当該部分については、民間が使用している部分は民間が必要に応じて改善するこ

とになっているが、さらに、将来、沈下が予測を超えてさらに進み、地球温暖化による水

面上昇も進むと、局所的な改修だけではなく、漁港全体の運営計画を見直す必要が出てく

る。本リハビリ事業により長期的に発現する効果の有効性、さらに、港湾施設内の環境改
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善/対策計画を見据えた総合的な検証・調査を早急に実施する必要がある。 

3.2 提言 

3.2.1 実施機関への提言 

（1）運用開始後に円滑な施設維持・運営が行われるためには、適正な維持・管理実施体

制の確立、財源の手当て措置が重要である。現時点で UPT と PERUM 間での維持管理所

掌が明確でない点があるので、それぞれの責任範囲/役割分担の確認をする必要がある。

また、適正な維持・管理実施のため、組織の充実、維持管理技術の向上、健全な財源の確

保/予算措置が必要である。 

（2）将来の漁港全体の沈下にどう対処するのかを勘案した総合的対策を検討する必要が

ある。総合的な対策を検討するために、漁港内の公共施設と民間施設の管理主体が一緒に

作業を行う機能回復対策検討委員会等を組織する事も必要である。 

3.2.2  JICA への提言 

運用効果指標に関して、事業目的が現状維持を目途としていること並びに実施機関も現

状維持が適当と判断しているため、現段階では審査時の設定指標をそのまま継続すること

が適当と考えられる。 

3,3 教訓 

なし。 


