
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 21 年 4 月 13 日 

１．案件名 

JABODETABEK 都市交通政策統合プロジェクト 

（JABODETABEK Urban Transportation Policy Integration） 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

 ①ジャカルタ首都圏における都市交通インフラ整備マスタープランを改訂し、②ジャカル

タ首都圏の都市交通インフラ計画に携わる中央政府、地方政府関係者が、プロジェクト終了

後、独自で同マスタープランの改訂を行うために必要な能力を強化する。また、③改訂され

た都市交通インフラ整備マスタープランに則った、事業計画の策定のため設置される中央政

府、関係地方政府による統合計画組織への計画策定・実施管理能力強化を行うもの。 

（２） 協力期間：2009 年 6 月～2011 年 8 月（27 ヶ月） 

（３） 協力総額（日本側）：約 3.8 億円 

（４） 協力相手先機関 

経済担当調整大臣府（CMEA）、国家開発企画庁（BAPPENAS） 

（５） 国内協力機関：国土交通省 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

直接裨益対象者：ジャカルタ首都圏において都市交通計画・行政に携わる関係者（ターゲッ

トグループ）－経済担当調整大臣府（CMEA）、国家開発企画庁（BAPPENAS）、運輸省、公

共事業省、科学技術評価応用庁（BPPT）、対象地方政府（ジャカルタ特別州、西ジャワ州、バ

ンテン州、ボゴール県、ボゴール市、デポック市、タンゲラン県、タンゲラン市、ブカシ県、

南タンゲラン市、ブカシ市）（ジャカルタ首都圏通称JABODETABEK；Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

ジャカルタ首都圏の人口は、1990 年の約 1700 万人から 2005 年の約 2400 万人へと 15 年で

約 1.４倍（年平均約 2％）伸びており、インドネシア全体の約 1 割を占め、経済規模は GDP

の約 3 割に達し、海外からの投資の約 4 割が集中する成長センターである。また、ジャカル

タ首都圏の交通は著しく道路交通に依存しており（98％）、更に、ジャカルタ首都圏の車両登

録台数が急増（2000 年の約 326 万台から 2006 年の約 797 万台と約 2.4 倍）していることから、

ジャカルタ首都圏の交通渋滞は深刻であり、大きな経済的損失となっている。 

JICAが策定したジャカルタ首都圏総合交通計画調査(SITRAMP: The Study on Integrated 

Transportation Master Plan for JABODETABEK)では、2002 年時点の交通混雑による年間の経済

的損失を、車両運行費で 3 兆ルピア（約 360 億円）、人の時間価値で 2.5 兆ルピア(約 300 億円)

と推定されている。2009 年現在では、特に車両（オートバイと自家用車）の急激な増加によ

り、調査当時よりも渋滞状況は悪化している。 

ジャカルタ首都圏の都市交通問題を解決するために JICA の支援で策定された SITRAMP は



ジャカルタ首都圏空間計画に係る大統領令（PERPRES 54-2008）における交通計画のベースと

して活用されており、また、中央政府の運輸、公共事業セクター等において、その事業計画・

実施上の上位計画として位置付けられている等、SITRAMP はジャカルタ首都圏の交通整備計

画の根幹となっている。特に、ジャカルタ特別州は、MRT（都市高速鉄道）、バス優先道路の

整備を行う等、SITRAMP で提案された事業を進めてきている。しかしながら、2008 年現在、

SITRAMP が策定された当時の予想以上に車両数が急激に増加していることもあり、ジャカル

タ首都圏交通のマスタープランの改訂と交通渋滞の解消に必要な事業の実施は喫緊の課題と

なっている。 

SITRAMP が提案した事業の実現が遅れている背景としては、事業に関係する複数の地方自

治体の間で、事業の優先順位の合意形成をした上で、実施計画を策定する枠組みがないこと

があげられる。現在、ジャカルタ首都圏には、地方政府間の行政上の問題解決と調整のため

の機関「BKSP」が存在するが、BKSP は問題解決のための調停等を目的としており、広域都

市圏の交通インフラ事業の計画、実施上の調整を行う役割は果たしていない。広域都市交通

の整備のためには、都市圏全体の視点から交通システムの整備計画を策定し、実施のための

調整を行うことが必要であり、SITRAMP はそうした枠組みの設置を提案しているが、こうし

た枠組みは未だ設置されていない。 

本件プロジェクトにおいては、ジャカルタ首都圏の交通渋滞の解消のため、①SITRAMP の

改訂を行い、あわせて、②SITRAMP の改訂を独自に実施していくために技術チーム（経済担

当調整大臣府（CMEA）、国家開発企画庁（BAPPENAS）、運輸省、公共事業省、科学技術評

価応用庁（BPPT）、対象地方政府（ジャカルタ特別州、西ジャワ州、バンテン州、ボゴール県、

ボゴール市、デポック市、タンゲラン県、タンゲラン市、ブカシ県、南タンゲラン市、ブカ

シ市）から構成）に対して必要な能力強化を行い、さらに、③SITRAMP で提案している広域

都市交通事業の整備計画、実施調整に必要な枠組みの設置、ならびに同枠組みの計画策定、

実施調整能力を実効的なものとするためのパイロット事業等の実施、また、関連する事業化

調査（F/S）を通じた活動支援を視野に入れるものである。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

インドネシア国の「中期国家開発計画 2004-2009」では、国民の福祉向上のためにもインフ

ラ開発が重要視されている。「運輸は、経済成長、地域開発、及びインドネシア共和国統一国

家地域の一体化を支持する上で、触媒としての機能を果たす」と謳っており、交通インフラ

施設整備は、人間と物資の円滑な輸送に直結することから、インドネシア国の GDP の３割を

担うジャカルタ首都圏の経済成長の妨げとなっている“交通渋滞の解消”を効率的・効果的に達

成することは、インドネシア政府の国家政策上も重要である。上述のとおり、SITRAMP は制

度化されている大統領令の中の交通計画ベースとして反映されているとともに、SITRAMP を

軸とした事業化の推進・関係政府間の調整の必要性といった問題意識は、関連省庁及び

JABODETABEK 圏の地方政府において共有されていると同時に、取り組み意欲も十分である。

 

（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） 

本件は、都市交通計画に係る能力・技術力を強化し、ジャカルタ首都圏全体の視点から交

通システムの整備に対する管理能力の向上を計ることにより、ジャカルタ首都圏の交通渋滞

が緩和され、投資拡大と経済成長をもたらすものであり、我が国の援助重点分野である“民間

主導の持続的な成長促進”という方針に合致する案件である。また、JICA 国別事業実施計画に

おいては、民間主導の持続的成長を図るための開発課題の一つとして「ビジネス・投資環境

改善」を挙げており、本件は首都圏総合都市交通改善プログラムの中核を担うものである。 

 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（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 

【目標】１．ジャカルタ首都圏都市交通プロジェクトの実施に係る管理能力の向上 

    ２．都市交通計画策定に係るターゲットグループの能力・技術力の向上 

【指標】１．JABODETABEK 都市交通プロジェクトの実施に関する関係機関の合意書 

    ２．改定された SITRAMP 

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 

【目標】ジャカルタ首都圏の交通渋滞を緩和し都市経済活動が円滑に行えるよう、総合的な

都市交通改善が取り組まれる 

【指標】JABODETABEK 都市交通政策統合プロジェクトによって提起された改訂 SITRAMP

提言の実施（提言された各種プロジェクトのうち実現化に向けて進捗しているプロジェクト

の数） 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

【成果１】ジャカルタ首都圏総合交通計画調査（SITRAMP）の継続的なアップデート及び

維持 

【活動１】 

1) 都市計画及び都市交通に関するデータ・情報の収集と分析 

2) 関連交通開発計画の収集 

3) SITRAMP データベースの更新（2008 年バージョンへの改訂） 

4) SITRAMP データベースの維持管理 

5) SITRAMP データベースに基づく総合交通計画の改訂 

6) 総合交通計画策定マニュアルの作成 

7) 総合交通計画の研修会の実施 

8) テクニカルチームの活動に対する評価 

9) ドナー間調整 

10) 他国モデル都市との比較ベンチマークの検討と設定 

【指標】 



 アップデートされた SITRAMP データベース（の有無） 

 2004 年の SITRAMP で提案されたプロジェクトの状況（事業化の進捗度） 

 優先プロジェクトの計画立案数 

 総合交通計画の研修会の実施回数（総合交通計画の理解度） 

【成果２】政策統合アクション推進会議の立ち上げ 

【活動２】 

1) 関連省庁・地方政府の組織体制に係る情報収集、整理、分析 

2) 調整・実施に向けた関連法制度の情報収集、整理、分析 

3) 合同調整委員会の立ち上げ及び運営 

4) パイロット事業の準備、実施、評価 

5) 2010 年以降に実施される優先プロジェクトの案件形成 

6) モニタリング指標の設定 

7) モニタリング活動の実施 

【指標】 

 関連省庁・地方政府間の協調の形態で提案されたプロジェクトの数 

 定期的な合同調整委員会の開催数 

 関連省庁及び地方政府間での交通政策策定における手順の標準化及び同期化（会議を

続けることに伴い確立される手順の有無） 

 関連省庁及び地方政府間でのコミュニケーションの向上（合同調整委員会を除く各種

関連会議の開催数） 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側 

専門家派遣 

 長期専門家：プロジェクトリーダー／総合都市交通政策アドバイザー、交通事業間調整ア

ドバイザー（2 名） 

短期専門家：プロジェクトの効果的な実施のため、必要に応じて短期専門家を派遣（合計

65M/M 程度を想定） 

研修員受入：都市交通システム分野（年 10 名程度を想定） 

機材：必要に応じて都市交通計画策定に必要なハード及びソフトウェア 

在外事業強化費 

② インドネシア側 

カウンターパートの配置 

専門家執務室および施設設備の提供 

その他、プロジェクト活動実施に必要な経常経費 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

①前提条件 



関係省庁・地方政府から本プロジェクトに対する理解が得られる。 

②プロジェクト目標達成のための外部条件 

関係省庁・地方政府がジャカルタ首都圏都市交通計画実施のための予算と人材を確保する。

③上位目標達成のための外部条件 

関係機関が（運輸交通に係る）適切な職員を配置する。 

５．評価 5 項目による評価結果 

（１） 妥当性 

以下により、プロジェクト実施の妥当性が高いと判断される。 

上述３．で示したとおり、本プロジェクトはインドネシア国の政策や我が国の援助方針と合

致するものである。ジャカルタ首都圏の都市交通問題を解決することは、ビジネス環境改善

につながる協力であり、我が国の国別援助計画にある「民間主導の持続的な成長促進」に十

分沿うものである。 

ジャカルタ首都圏の都市交通では、過去 30 年にわたり道路と鉄道とともに、日本の援助が

集中的に行われてきた。経済危機（1998 年）以降、ドナーによるジャカルタ首都圏の交通計

画支援は JICA のみの舞台となり、それ以前の鉄道と道路に分ける考えを変え、SITRAMP に

おいて総合都市交通のアプローチで計画づくりを行った。現在は日本の有償資金協力による

ジャカルタ都市高速鉄道事業（MRT プロジェクト）が準備されており、これまでの日本の援

助で蓄積されてきた都市交通インフラ支援を有効活用するとともに、プロジェクトの有機的

な連携を図ることにより、オールジャパンとしてより効果のある支援ができるものと考えら

れる。 

 

（２） 有効性 

この案件は以下の理由から有効性が見込める。 

ジャカルタ首都圏における都市交通問題対策に関しては、実施体制上の複雑な問題及び実施

者の能力及び技術力の問題が存在し、これらの関係省庁・地方政府間の調整組織の立ち上げ

と都市交通計画の計画策定能力・技術力の向上及び実施に係る管理能力の向上が重要な課題

となっている。これらを踏まえ、本プロジェクトでは、セクター及び地域統合的な取り組み

を実現促進するために関係組織が集まる場として「合同調整委員会」（Joint Coordinating 

Committee）を立ち上げ、委員会の定期的な開催と本プロジェクトのモニタリング活動支援を

通じて首都圏都市交通プロジェクト実施に係る管理能力の向上を図りながら実施体制上の複

雑な問題に取り組むと同時に、SITRAMP のアップデート作業を通じて関係省庁及び地方政府

の交通計画に関与するスタッフの計画策定能力向上を図ることでプロジェクト目標は達成さ

れる見込みである。 

これらを測定する指標として、「JABODETABEK 都市交通プロジェクトの実施合意に関する

関係機関の合意書」と「改訂 SITRAMP マスタープラン」が挙げられており、プロジェクト目

標の指標設定は明確である。 

 

（３） 効率性 



このプロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込める。 

本プロジェクトの基となっている SITRAMP は、JICA が 2000 年から 2004 年にわたり協力

してきた開発調査であり、関係機関のマスタープランとして役割を果たしてきた。本プロジ

ェクトでは、SITRAMP をレビュー及びアップデートの上、関係省庁・地方政府が常に相互調

整を図るプラットフォーム形成を促すことから、これまでの協力の成果を有効活用できる。

日本側は、長期専門家を補佐する短期専門家の派遣を予定している。想定されている短期専

門家の指導分野は期待される成果の項目を網羅するものである。特に、前半の SITRAMP デー

タベース更新活動や、後半のパイロットプロジェクト活動等に対し、重点的な短期専門家の

投入が想定されており、効率性の高い活動の実施が期待される。 

 

（４） インパクト 

この案件のインパクトは以下のように予測できる。 

ジャカルタ首都圏の市街化地域はジャカルタ特別州の行政界を越えて拡大しており、これま

での各行政単位で検討・実施されてきた交通行政に無理が生じている。本プロジェクトを通

じ、関係省庁・地方政府において財源の制約の中で行政単位をまたがるプロジェクトの優先

度を調整する等、相互連携の下、ジャカルタ首都圏総合都市交通にかかる計画策定能力及び

実施管理能力が向上することにより、総合的な都市交通の改善につながる見込みである。 

ターゲットグループである経済担当調整大臣府、国家開発企画庁、運輸省、公共事業省、科

学技術評価応用庁及び地方政府の職員の合同調整委員会（JCC）及びテクニカルチームへの参

加を通じ、問題発見、問題解決、調整能力、チームワークなどの実践的能力を身につけるこ

とは、インドネシア政府の都市交通政策形成の際に大きなインパクトとなると期待される。 

 

（５） 自立発展性 

以下の点から、本プロジェクトの自立発展性は十分確保されていると考えられる。 

自立発展性確保のためには、インドネシア側関係者のプロジェクトに対するオーナーシップ

が重要であるが、本プロジェクトではジャカルタ首都圏の交通関係機関を全て巻き込んだプ

ロジェクト運営を目指しており、このような取り組みによりオーナーシップの高まりが期待

できる。又、プロジェクト終了時までには「合同調整委員会」は政策統合調整機能を有する

「政策統合アクション推進会議」になる予定となっており、本プロジェクトはその実施体制

の構築を成果としてプロジェクトに内包したものとなっており、継続的な活動の維持が見込

まれる。 

上述３．で示したとおり、これまでに SITRAMP が大統領令のベースとして活用された例が

存在することから、政策・制度面での展開も期待される。 

ジャカルタ首都圏の交通渋滞を緩和し都市経済活動を円滑に行えるようにすることは、イン

ドネシアの経済成長に欠かすことができないことであり、インドネシア政府のジャカルタ首

都圏都市交通に対する国家政策が変化することは考えられない。したがって、本プロジェク

ト終了後も関係省庁・地方政府がジャカルタ首都圏都市交通政策推進のための予算及び人材

の確保は見込まれる。 



 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

ジャカルタ首都圏の都市問題の一つとして自家用車やオートバイによる大気汚染が問題と

なっており、首都圏都市交通計画策定及び都市交通プロジェクト実施に際し、自家用車両利

用から公共交通利用への転換を促進する都市交通システムの整備等を推進することにより、

大気汚染の削減に寄与することが期待される。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

類似の技術協力プロジェクトは乏しく、具体的な教訓の活用は難しいものの、ジャカルタ首

都圏総合交通計画調査（SITRAMP）において、地域全体を対象とする交通行政組織の設立

が謳われていることから、以下の３点に留意しつつ、組織形成支援を図る。 

①透明性の確保 

合同調整委員会及び政策統合アクション推進会議では、予算配分や意思決定プロセスなどの

情報を共有し透明性を確保することにより、関係者全員の参加意欲を高め、公平で民主的な

組織運営を目指す。 

②定期的な調整会議の実施 

問題点に関して共通認識を持つために、SITRAMP を共有ツールとしつつ、定期的な調整会

議を実施することにより、中央省庁と地方政府間、及び地方政府間のコミュニケーションを

図る。 

③日本側の協力体制 

様々な都市交通問題に対応するために、日本側のサポート体制を充実させる必要があり、長

期専門家を核とし、適宜短期専門家のサポートによる現場での日常的なコーディネーション

とコミュニケーション体制を構築する。 

 

８．今後の評価計画 

終了時評価：プロジェクト終了の約 6 ヶ月前  

事後評価：プロジェクト終了から 3 年後を目処に実施予定 

 
 


