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事業事前評価表 

１．案件名 

インドネシア共和国 

「生物多様性保全のための国立公園機能・人材強化プロジェクト」 

「 Strategy for Strengthening Biodiversity Conservation through Appropriate National Park 

Management and Human Resources Development」 

２．協力概要 

「林業省林業教育研修センター（CFET）が、国立公園の協働管理に関する研修を実施する

能力を有している」ことをプロジェクト目標とし、そのための研修の企画、運営、モニタリ

ング・評価に係る支援を行う。 

 

協力期間：2009 年 10 月 1 日から 2012 年 5 月 31 日までの 32 ヶ月間 

 

協力総額（日本側）：1.82 億円 

 

協力相手先機関： 

林業省林業教育研修センター（Center for Forestry Education and Training: CFET） 

 

国内協力機関：特になし 

 

裨益対象者及び規模、等 

研修対象の国立公園職員及び利害関係者（地方政府、地域コミュニティなど） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

インドネシアでは、近年急速に国立公園指定が進んだ過程で、地域コミュニティを始め

とする既存の自然資源利用者との調整が不十分なままにその指定が進められた結果、国立

公園管理者と地域の利害関係者（地方政府、コミュニティなど）との間で軋轢が生じるケ

ースが見られる。更に、周辺住民や移住者がもたらす自然資源の利用圧力増加の結果、公

園内に生息する動植物の生息が脅かされる状況も発生している。これらの問題は、インド

ネシアの保全地域、特に国立公園が依然として共通に抱える課題である。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

地元利害関係者との対話及び協力の必要性を認識した国立公園当局は、従来の規制、取

締り中心の公園計画・管理から、地元利害関係者等を加えた「Collaborative Management＝

協働管理」へ転換を進めている 。例えば 2004 年に施行された省令「自然保存地域（KSA）

および自然保全地域（KPA） での協働管理（2004 年省令第 19 号）」、2006 年の「国立公

園のゾーニング・ガイドライン（2006 年省令第 56 号）」で、国立公園管理における利害関

係者との協働の必要性を明示している。 
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（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） 

 外務省が策定した対インドネシア国別援助計画（2004 年 11 月）においては、対インド

ネシア援助における重点分野・重点事項として、環境保全の観点から、我が国として適正

な天然資源管理への支援を行う旨が明記されている。 

 また、JICA「対インドネシア国別援助実施方針」（2009 年 3 月）においても「環境」は

援助重点分野の一つとされており、「自然環境保全協力プログラム」の中では、国立公園

及び保護地域を中心に据えた地域自然環境保全の手段として、「協働型国立公園管理体制

の導入を目指した、国立公園管理手法確立のための現場支援と人材育成支援に係る協力」

の推進が挙げられている。 

４．協力の枠組み 

（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 

【プロジェクト目標】 

林業省林業教育研修センター（CFET）が、国立公園の協働管理に関する研修を実施する

能力を有している。 

【指標・目標値】 

1. 研修のためのデザイン、プログラムが準備される。 

2. 研修参加者の○％以上が本研修を有意義と感じ、公園管理の業務に活用する。 

 

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 

【上位目標】 

インドネシアの国立公園において、協働管理が推進される。 

【指標・目標値】 

1. 研修の成果として、研修を受けた国立公園における協働管理の活動事例が---増加し

ている。 

2. プロジェクトで開発された研修コースが高いプライオリティのもと継続的に実施さ

れている。 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

成果 1 

国立公園の協働管理に関する研修コースが計画される。 

1-1. 初期調査により国立公園の協働管理の事例を選定する。 

1-2. デスクスタディ及びフィールドスタディを通じて、選定事例を分析する。 

1-3. 1-1、1-2 を元に、国立公園の協働管理に必要な技能、心構え、知識を特定する。 

1-4. CFET の研修プログラムにおける本研修コースの位置づけを明確にする。 

1-5. 研修カリキュラムと必要な投入計画を策定する。 

【指標・目標値】 

・ 研修のコースが教育研修ガイドライン（POLA DIKLAT）に登録される。 

・ 2010 年に第 1 回目の研修が計画通り実施される。 
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成果 2 

協力機関との連携の元、研修コースの運営に必要な体制が準備される。 

2-1. 研修コースチームの編成と能力強化を行う。 

2-2. フィールド研修地として GHSNP の機能及び能力の向上をはかる。 

2-3. 研修教材を作成する。 

2-4. 研修コースの持続的発展に向け、協力機関（PHKA、GHSNP など）との連携を強化

する。 

2-5. CFET 関連ドナーなどとの情報交換を活発化する。 

【指標・目標値】 

・ 研修スタッフと講師チームが CFET 内に構成される。 

・ 第 3 回目の研修以降の研修は CFET の通常予算として実施される。 

・ 研修機材と研修のためのフィールドが整備される 

 

成果 3 

国立公園の職員や地元利害関係者を対象とした研修コースの実施を通して、計画・運営

方法が蓄積される。 

3-1. 協働管理の導入が有効と思われる国立公園を研修対象として選定する。 

3-2. 選定された国立公園の職員に対して基本研修を実施する。 

3-3. 選定された国立公園職員に地元利害関係者を加えたフォローアップ研修（研修後ワ

ークショップ）を実施する。 

3-4. 研修効果のモニタリング・評価により研修カリキュラムと教材を検証する。 

【指標・目標値】 

・ 研修参加者による基本研修の評価が改善される。 

・ 研修のモニタリング・メカニズムが機能する。 

・ プロジェクトに対して研修の最終報告書が提出される。  

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 182,155,404 円） 

長期専門家 2 名: チーフアドバイザー/国立公園管理、業務調整/研修管理 

短期専門家： 研修計画策定、教材開発、情報伝達・共有手法、コンフリクト・マネ

ジメント、その他必要に応じて 

資機材： 通常業務に必要な機材（車両、コンピューター等） 

研修： 本邦研修 年間 2 名×3 年間 

その他： プロジェクト活動費（傭人費、ローカルコンサルタント委託費、施設維持・

管理費、機材保守・管理費、物品購入費、旅費・交通費、通信運搬費、資料作成費、

会議費 

 

② インドネシア側 

カウンターパート人件費、施設・資機材、プロジェクト活動費 

 



iv 
 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

・ CFET が 2010 年度のカウンターパート予算を確保する。 

・ PHKA と GHSNP の協力が得られる。 

５．評価 5 項目による評価結果 

（１） 妥当性 

（1） 2004 年以降、インドネシアは国立公園の協働管理を推し進めるための政策転換を

図っているところであるが、現地国立公園職員を中心に未だ協働管理の定義、具体的手

法、方向性などについて十分な認識を持つに至っておらず、また、現場適応も緒につい

たばかりで、問題意識の高まりに対してノウハウの共有および蓄積は不十分な状況にあ

る。このため、CFET の研修プログラムの中で国立公園の協働管理をテーマとしたもの

は限られており、かつ、体系化されているとは言いがたい。本プロジェクトは研修を通

じてこうした課題に対処するための能力向上を目指すものであり、政策的な潮流と現場

ニーズの両面から見ても実施の意義は高い。 

（2） 林業省はかねてから人材育成支援を日本政府に求めてきており、人材強化研修は期

待が高い分野である。とりわけ本プロジェクトは、管理者レベルと実務担当者レベルが

一体となり、課題解決のため実践的な協働管理手法を組織として習得する新たな研修ア

プローチとなっており、協働管理政策の実地展開に資するものである。 

（3） 我が国のインドネシア国立公園分野への協力については、これまで GHSNP 管理計

画プロジェクトや生物多様性保全プロジェクトを通じて経験が蓄積されているほか、マ

ングローブ保全、森林火災予防など、ステークホルダーとの協働関係を取り入れた協力

案件も実施中であり、この分野での経験や知見を十分活用できることから優位性が高

い。 

 

（２） 有効性 

（1） 国立公園の協働管理に焦点を絞った研修実施能力の構築を目指し、明確なプロジェ

クト目標の設定と目標達成に向けた着実な取り組みが期待できる。計画されている活動

や成果はこの目標達成に向けて過不足なく構成されており、その有効性は高いと判断。

（2） 林業省の制度・組織面で CFET は教育・研修機関としての役割を明確に位置づけら

れていることから、既存の条件下でプロジェクト目標および上位目標の達成に向かうこ

とが可能。 

（3） 研修の実施にあたっては、そのプロセスごとに目的と方法を明確にしており、着実

な研修の実行を図っている。また、アクションプランの策定およびその実践中の研修効

果定期モニタリングを実施するとともに、フォローアップ研修では利害関係者を含めた

合同研修の形をとることで、研修参加者が直面している現場課題の解決能力育成に重点

を置いている。これにより、上位目標である、国立公園における協働管理の推進のため

の能力向上に寄与するものと思われる。 

 

（３） 効率性 

（1） CFET は教育研修機関としての一定レベルの能力と施設・機材を有し、各活動に既

存の人材を活用できる。従って、日本側からの投入は比較的小規模に抑えることが可能
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であり、費用対効果の高いプロジェクト運営が可能。 

（2） JICA側はCFETと協力しながら研修コース全体のプログラムやカリキュラム構成、

他機関との調整等を広範囲に担当するが、実際の教材開発や研修講義等では CFET の講

師陣や外部機関からの協力が得られることになっており、役割分担が明確である。これ

により、日本人専門家はプロジェクト全体のマネジメントにより多くの時間を費やすこ

とが可能。 

（3） 現場研修の場となるグヌン・ハリムン-サラク国立公園(GHSNP)は CFET から近く、

既に終了したグヌン・ハリムン-サラク国立公園管理計画プロジェクトで培われた人脈、

人材、供与施設・機材を有効活用することで、効率的なプロジェクト実施が可能。わが

国の援助効率の観点からも、これら過去に実施されたプロジェクトの効率的活用の意義

は高い。 

（4） 研修に参加する国立公園職員、地方政府職員、地域住民、NGO などの利害関係者

が媒体となることで、将来的にも効率的な研修効果の普及が期待できる。 

 

（４） インパクト 

（1） 協働管理はインドネシアの国立公園政策における重要トピックであり、本プロジェ

クトと政策面とのリンクを強めることで政策的貢献を通じた波及効果が期待できる。ま

た、これによる国立公園管理の向上は林業省の生物多様性保全政策にも寄与する。この

ためインドネシア側に与えるインパクトは大きいと予想され、同時に 2010 年の生物多

様性条約締約国会議（COP10：名古屋）において、日本のプレゼンス向上にも役立つ。

（2） 研修の成果は基本研修に続くフォローアップ研修でのワークショップや CFET 及

び PHKA での広報等を通して他の国立公園事務所や自然資源保全事務所にも周知、共

有を図ることが可能。また、他の JICA プロジェクト等を通じたインパクト拡大も期待

できる。 

（3） 本プロジェクトがテーマとする「協働管理」は、ガバナンスの視点から、林業省の

他局を始めとして地方政府や住民組織、学術界などにも新たな視座を与える可能性があ

る。 

 

（５） 自立発展性 

（1） 本プロジェクトで課題解決型の実践的研修を行うことによって実利面への貢献が

認められれば、研修への継続的な支持、発展につながる。 

（2） CFET は本プロジェクトで新設される研修コースの実施にかかる役割（業務分担、

予算）を、プロジェクト期間中に段階的に増加させる意思を表明しており、それは PDM、

PO にも表されている。これは CFET の本プロジェクトにおけるオーナーシップの現わ

れと評価できる。また、外部機関との連携についても意欲的で、これらを通じて JICA

の協力後も継続的な協働管理研修手法ノウハウの蓄積・改善が図られると考えられる。

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

特になし 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 
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2004 年～2009 年まで 5 年間に亘り実施された技プロ「グヌン・ハリムン-サラク国立公園

管理計画プロジェクト」において中心的テーマとして取り組み、成果の得られた「国立公園

の協働管理」を本プロジェクトにおける研修の主題としている。 

８．今後の評価計画 

運営指導調査 

終了時評価 

 

 




