
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 22 年 1 月 13 日 

担当部・課：地球環境部環境管理第一課 

１．案件名 

ジャカルタ汚水管理マスタープランの見直しを通じた汚水管理能力強化プロジェクト 

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 

汚水法及び関連法規の策定と、ジャカルタ特別州汚水管理マスタープランのレビューを

通じて、公共事業省及びジャカルタ特別州の汚水管理に係る能力を強化する。 

（２） 協力期間：2010 年 6 月から 2年間 

（３） 協力総額（日本側）：2.5 億円 

（４） 協力相手先機関：公共事業省居住総局、ジャカルタ特別州政府、ジャカルタ下水道公社

（５） 国内協力機関：国土交通省 

（６） 裨益対象者及び規模、等： 

（直接裨益者）公共事業省居住総局、ジャカルタ特別州政府、ジャカルタ下水道公社の

職員 

（間接裨益者）ジャカルタ特別州の住民（約 875 万人） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

 インドネシア共和国（以下、「イ」国）の首都であるジャカルタ首都圏の人口は、1975 年に

は約 460 万人であったが、2004 年には約 875 万人まで増加している。この急速な人口増加によ

り、河川の汚濁や自動車増加による大気汚染、都市部における不適切な廃棄物処分などの都市

型公害問題が顕在化してきており、環境対策や環境管理体制の整備の遅れが「イ」国政府の課

題となっている。 

 下水道・排水分野においては、予算不足等により下水の適正な処理が進んでいなく、排水

施設の不備による浸水被害も発生している。特にジャカルタ首都圏は、深刻な浸水被害、劣悪

な公衆衛生、水不足、過度の地下水の取水による地盤沈下などの環境問題が都市活動や市民生

活に深刻な影響を与えている。 

 このような状況の中、JICA は 1991 年に公共事業省居住総局と、ジャカルタ首都圏を対象と

した排水及び衛生施設・下水道計画のマスタープランを策定し、一部の地域では、排水及び衛

生施設・下水道計画フィージビリティ調査を実施した。本マスタープランは目標年次を 2010 年

と設定しており、ジャカルタ首都圏は、同マスタープランに沿ったフィージビリティ調査等を

実施し、また、独自の取り組みとして小規模下水道整備や建設許可制度を活用した住宅等に対

する個別処理施設の義務付けを進めているが、既成市街地については有効な改善策が実施され

ておらず、下水道普及率は 2％に留まっている。 

以上のような状況を改善するため、インドネシア政府公共事業省は 2014 年までの中期目標と

して、ジャカルタ特別州を含む 15 都市における下水道普及率を 20％に改善することを目標とし

て掲げて、ジャカルタ特別州の下水道整備のための追加調査を実施すると共に、法律・制度面



においても汚水法の策定に着手しており、水環境改善に向けたインドネシア政府の活動は近年

非常に活発となってきている。 

このような背景から、インドネシア政府は、ジャカルタ特別州の汚水管理マスタープランの

改定を行うとともに、その知見を活用して汚水管理法規制の改善を進めるための技術協力の実

施を我が国に要請した。 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け  

インドネシアの国家開発計画（2010-14）の下で公共事業省は戦略計画（Strategic Plan for 

the Ministry of Public Works 2010-14）を策定中である。この中で、ジャカルタ特別州を含

む全国 15 の大都市圏において下水道普及率を 20％にすることを目標として掲げている。各地方

政府も国家開発計画の下で 5 ヶ年計画を策定中であり、ジャカルタ特別州政府の 5 ヶ年計画の

中には下水道整備の促進がある。 

（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） 

「対インドネシア国別援助計画」（2004 年 11 月）の重点分野のうちの 1 つ「民主的で公正な

社会造り」の中に水・衛生等の公共事業サービス向上が含まれている。インドネシアでは地方

分権化が進んでいるため、ODA 事業実施にあたっては「中央政府・地方政府を含めた包括的なセ

クター支援」と「地方政府への直接支援」を考慮することとしている。 

 

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 

「公共事業省とジャカルタ特別州の汚水セクターの政策、汚水管理計画を策定する能力が強

化される。」 

指標 1-1 汚水法の案が国会に提出される。 

1-2 汚水法に関連する規則・基準の案が公共事業省に提出される。 

2  改定されたジャカルタ汚水管理マスタープラン実施に関するアクションプラ

ンが作成される。 

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 

1．汚水セクターにかかる適切な政策、システム及び計画が構築される。 

指標 1-1 汚水法が制定される。 

1-2 汚水法に関連する規則・基準が制定される。 

   2．ジャカルタ特別州が汚水セクターの現状を改善する十分な能力を獲得する。 

指標 2-1 資金が準備される。 

2-2 改定された汚水管理マスタープランが実施される。 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

成果 1 汚水法とその関連法規が準備される。 

指標 1-1 汚水法の案が作成される。 

1-2 汚水法に関連する規則・基準の案が作成される。 

活動: 



(1-1) 国家的な汚水セクターに係る基本情報を収集・分析する、また、既存のデータや過

去の調査をもとに、制度的・技術的課題を抽出する。 

(1-2) 作成または改定の対象となりえる標準、規範、指針、基準を含めた優先度の高い法

や制度を抽出する。 

(1-3) 活動（1-2）で抽出された標準、規範、指針、基準を含めた法や制度の案を作成する。

(1-4) 汚水セクターにおける関係機関に対してセミナーを開いて、活動（1-3）で作成され

た法や制度案について情報の共有及び協議を行う。 

(1-5) 活動（1-4）及び（2-2-13）に基づいて、活動（1-2）で抽出された法や制度を作成、

または、改定する。 

成果 2 ジャカルタ汚水管理マスタープランが改定される。 

指標 2-1 改定されたジャカルタ特別州汚水管理マスタープランが州政府で承認される。

活動: 

 (2-1)ジャカルタ特別州における汚水管理マスタープランの見直しのために調査を行う。

(2-1-1)マスタープランの進捗、関連計画、方針を含めた既存データと資料を確認する。

(2-1-2) ジャカルタ特別州及びジャカルタ下水道公社の汚水分野における能力を評価

する。 

(2-1-3)浸水状況と主な雨水排水施設を確認する。 

(2-1-4)現地調査を行い、収集資料を解析する。 

(2-1-5) マスタープラン策定のために社会経済情報を解析する。 

(2-1-6)ジャカルタ特別州の汚水管理に係る制度上（組織、財務、人材）の課題を把握

する。 

(2-1-7)下水処理場選定のための現地調査を行う。 

(2-1-8)水質分析を行う。 

(2-1-9)現況を評価し、課題を把握する。 

(2-2) マスタープランを改定する。 

(2-2-1) 目標、戦略、活動を含めた汚水管理のための基本計画を作成する。 

(2-2-2) 汚水管理システムのための枠組みを作成する。 

(2-2-3) 地域毎の計画諸元（汚水発生量と水質）を作成する。 

(2-2-4)オフサイト方式とオンサイト方式の区域分けを行う。 

(2-2-5)下水処理場用地の地形測量、地質調査を行う。 

(2-2-6)建設費、維持管理費、環境面等を考慮してマスタープランの代替案調査を行う。

(2-2-7) 適案を選定する。 

(2-2-8)初期環境影響調査（IEE）を行う。 

(2-2-9)組織機能の改善計画を作成する。 

(2-2-10)汚水分野における環境教育活動計画を作成する。 

(2-2-11)経済、技術、社会環境の視点において選定した 適案を評価する。 

(2-2-12)マスタープランを実施するための優先事業を抽出し、フィージビリティー調

査の実施と利害関係者の人材育成を含めたアクションプランを作成する。 



(2-2-13) 修正したジャカルタ特別州の汚水管理マスタープランを発行する。 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 2.5 億円） 

専門家派遣 

(1) 長期専門家 全体総括/下水道政策アドバイザー 

(2) 短期専門家チーム：1) 総括/下水道計画、2) 副総括/オンサイトシステム、3) 都市計

画、4) 下水処理計画、5) 下水道施設計画、6) 雨水排水、7) GIS、8) 組織制度、9) 経済

財務分析、10) 環境社会配慮、11) 環境教育、12) 業務調整 

供与機材（GIS 用コンピュータ、プリンタ）、研修員受け入れ、活動経費 

② インドネシア国側 

カウンターパート人件費、施設（公共事業省居住総局とジャカルタ特別州政府内にプロ

ジェクト執務スペース）、活動経費 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

プロジェクト目標から上位目標への外部条件： 

1 汚水管理を改善することが、公共事業省及びジャカルタ特別州の優先事項であり続ける。

2 マスタープラン実施のための財源が確保される。 

3 下水処理施設のための用地が確保される。 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

以下に述べる理由で、本プロジェクトの妥当性は高いと考えられる。 

政策：３（２）に記載のとおり、相手国政府の政策に合致している。 

法制度の必要性：2009 年 12 月現在、公共事業省居住総局は「汚水法」（Domestic Wastewater Law）

のドラフトを作成している段階にある。公共事業省居住総局としては、今後、「汚水法」の策定

を 2011 年 6 月中、及びそれに関連する法制度をプロジェクト終了までに整備することを目標と

しており、今回の協力により長期専門家からの法制度策定支援を期待している。内容、時期共

に相手国のニーズに合致している。 

マスタープランレビューの必要性：1991 年マスタープランは、その後発展を続けるジャカルタ

特別州の都市計画に沿って見直す必要がある。また、ジャカルタ特別州では、緊急度の高い下

水処理施設建設の計画策定を進めているが、マスタープランが存在しない中で、その有効性に

ついては評価ができないのが現状である。このように下水道管理に係る活動が活発化し始めて

いるため、早期のマスタープランの策定が求められている。 

日本の対インドネシア援助政策との整合性：「対インドネシア国別援助計画」（2004 年 11 月）の

重点分野のうちの 1 つ「民主的で公正な社会造り」の中に水・衛生等の公共事業サービス向上

が含まれている。インドネシアでは地方分権化が進んでいるため、ODA 事業実施にあたっては「中

央政府・地方政府を含めた包括的なセクター支援」と「地方政府への直接支援」を考慮するこ

ととしている。 

（２） 有効性 



本プロジェクトの有効性は以下の通り高いと見込まれる。 

プロジェクト目標の達成見込み及び、アウトプットのプロジェクト目標達成への貢献見込み：

本プロジェクトでは、アウトプットレベルで「法制度案の作成及び、汚水管理マスタープラン

のレビュー」、プロジェクト目標レベルで「公共事業省とジャカルタ特別州の下水セクター政策

策定能力強化」（指標では、「法制度案の提出、及びマスタープラン実施のためのアクションプ

ランの作成」）を目指している。 

活動(1-5)にてマスタープランレビュー結果を法制度策定に反映させるプロジェクトデザイ

ンとなっており、2つのアウトプットを達成することによりプロジェクト目標が達成されるよう

なデザインになっている。 

（３） 効率性 

本プロジェクトの効率性は以下の通り見込める。 

投入の適切度：日本側の投入の中では、人材の投入が大部分を占める。長期専門家 1 名（チー

フアドバイザー/下水道政策）がプロジェクトの取りまとめと共に法制度策定支援を行い、並行

して短期専門家チームがマスタープラン改定を担当する。短期専門家の分野と派遣期間・時期

はプロジェクトが開始してから決定する。本プロジェクトでは法制度やマスタープランといっ

たいわゆる「ソフト」分野での技術移転を重要視しており、機材の投入は少ない。 

また、インドネシア側の投入の中でも、人材の貼り付けが大きな部分を占める。詳細計画調

査において、それぞれのプロジェクト活動に対応するカウンターパートが選定された。日々の

業務の中で本プロジェクトへの参加がどの程度確保できるか、ジャカルタ特別州政府の中での

プロジェクト取りまとめ機能が働くか、カウンターパートが 3 つの異なる機関にまたがってい

ることから調整機能を確立できるか、が効率性を確保するためのポイントである。 

（４） インパクト 

本プロジェクトの実施によって、以下のインパクトが見込まれる。 

上位目標達成見込み：上位目標レベルでは、実際に汚水法及び関連規則・基準が制定されるこ

とと、汚水管理マスタープランが実施され、汚水事業の資金が準備されることを目指す。汚水

法及び関連規則・基準の制定については、それらの案が提出されてから(プロジェクト目標)、

制定に至る手続きにある程度の期間がかかることが予測されるが、インドネシア全国で下水道

整備が進んでおらず下水関連法制度の整備が急務であること、また、ドナー等から資金を得る

ためには法制度整備が不可欠であることを公共事業省居住総局が強く認識していることから、

実現の可能性は高いと思われる。 

マスタープランの実施には、資金不足の解消やマスタープランに沿った実施監理能力の向上

が求められている。資金面では、現在でもインドネシア側が自力で確保することは難しいため、

優先的な事業について日本からの円借款を含め他ドナーからの支援を得て早急に実施したい意

向を持っている。また、能力強化については、本プロジェクトでマスタープランの改定を行う

中で、関係機関の能力評価を行い適切な下水道事業経営の仕組を作っていく予定である。本プ

ロジェクト期間中にこれらの課題を解決することで、上位目標を達成することが期待される。

その他のインパクト：汚水法及び関連法規が施行され、ジャカルタ特別州の汚水マスタープラ

ンが実施されれば、その先の効果として下水道普及率の向上が見込まれ、さらには都市の衛生



状態及び住民の健康状態の改善が期待できる。 

（５） 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は以下のように見込まれる。 

政策面：インドネシアの国家開発計画（2010-14）の下で公共事業省は戦略計画（Strategic Plan 

for the Ministry of Public Works 2010-14）を策定中である。この中で、ジャカルタ特別州

を含む全国 15 の大都市圏において下水道普及率を 20％にすることを目標として掲げている。そ

のため、下水道関連法制度の制定と、都市圏での下水道整備は、政策的に重要であり続けると

考えられる。 

組織面：公共事業省居住総局については、下水関連で法整備を担当する部署、下水道整備を担

当する部署が明確であり、業務を継続していく上での問題はない。 

ジャカルタ特別州政府については下水関連の業務が複数の部署にまたがっていることから、

各部署の調整部署である計画開発局が本プロジェクトの取りまとめは行う。今後は、2009 年に

新設された環境局（Environmental Board）がジャカルタ特別州政府の中で下水関連業務取りま

とめを行うこととなり、関係者も本プロジェクトのカウンターパートに指名されているため、

マスタープランの策定を通じた人材育成を本プロジェクトで行う。 

ジャカルタ下水道公社については、1991 年の設立以来ジャカルタ特別州中心部において下水

道事業を展開しており、組織としての役割及び組織内での業務分掌が確立していることから、

組織面での自立発展性に関して問題はない。 

財政面：下水道事業の経営面については、下水道の整備が進むと共に、利用者の中で一般家庭

の割合が増えるため、これまで企業中心に設定されていた料金体系と徴収方法を見直し、利用

料で維持管理費を賄えるようにする必要がある。料金徴収を含めた関係機関の運営に関する課

題はマスタープランのレビューにて把握し、マスタープランレビュー結果は法制度策定にも反

映させるため、財政面での自立発展性は高い。 

技術面：下水道関連の法制備に関して、公共事業省居住総局は、汚水法の案を作成するなど、

一定の能力は有しているが、本プロジェクトを通じて日本の経験から学び、汚水法の案を改善

するとともに関連法規を作成することで、法整備に関して個々の職員及び組織としての能力向

上が期待される。 

下水道整備計画については、ジャカルタ特別州を含めインドネシア全体で下水道普及率が極

めて低いことから、公共事業省居住総局・ジャカルタ特別州政府共に経験が少ない。本プロジ

ェクトにて協働してマスタープランの見直しを行うこと、また、各関係者の組織機能の改善計

画を策定することを通じて能力強化に繋げていく。 

下水道事業運営に関しては、ジャカルタ下水道公社は、1991 年の設立以来ジャカルタ中心部

で下水道事業を展開しており、経験を蓄積している。今の顧客は企業中心であるが、今後下水

道整備が進み一般家庭の利用者が増えると、料金体系等の見直し等が生じることから、本プロ

ジェクトにおいて下水道事業経営能力を強化していく。 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 今回のプロジェクト内容には F/S を含まないことを確認しているが、マスタープランの改定

に当たっては、下水処理場予定地が選定された場合には環境影響評価を実施することを確認し



ている。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

1991 年に公共事業省居住総局とジャカルタ特別州を対象とした排水及び衛生施設・下水道計

画のマスタープランを策定したが、ジャカルタ首都圏における下水道管理の責任の所在が不明

確であったことなどにより、実施に至っていないケースが多い。現在、ジャカルタ特別州では

環境局を新設するなど組織改変が進んでいるが、本プロジェクトでは施設設計に係る内容だけ

ではなく、組織機能改善に向けた計画もマスタープランの中で策定することとする。 

８．今後の評価計画 

終了時評価：プロジェクト終了の半年前、事後評価：協力終了後 3-5 年後に実施予定 
 


