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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 14 日 

公共政策部 財政・金融課 

１．案件名 

（和文）インドネシア国・業績評価に基づく予算編成能力向上支援プロジェクト 

（英文）Planning and Budgeting Reform for the Performance-Based Budgeting (PBB) System 

Implementation in Indonesia 

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 

 インドネシアにおいて開発予算および省庁等への補助金の予算案策定を管轄するBAPPENAS開

発資金配賦局が、同国の予算システム改革に沿って導入されつつある「業績評価に基づく予算

編成／中期支出枠組み（Performance-Based Budgeting/Medium Term Expenditure Framework

（PBB/MTEF））」の枠組みのもとで、業績評価結果と国家優先開発課題に基づいて予算案策定を

行うための具体的手法の獲得を目指すもの。 

（２） 協力期間：３年間（2010 年 6 月～2013 年 6 月）（予定） 

（３） 協力総額（日本側）：約 2.6 億円 

（４） 協力相手先機関：インドネシア国家開発計画庁（BAPPENAS） 

（５） 国内協力機関：地方自治体、中央政府等 

（６） 裨益対象者及び規模等：BAPPENAS を中心とするインドネシア中央政府各省庁、地方自治

体および国民 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

インドネシアは 1997 年のアジア金融・経済危機以降、適切なマクロ財政運営してきたことも

あり、安定的な経済成長を続けている。他方、更なる雇用機会創出と貧困削減の進展のために

不可欠とされている、年率７％の成長には届いていない。その一因として民間投資の低迷があ

げられるが、その背景には公的機関による財政・予算管理能力の低さ、透明性の欠如や予算執

行における無駄があると言われている。つまり、これまで中期国家開発計画と年度予算編成が

有機的にリンクする枠組みが無い中で予算策定を行ってきたことから、予算策定・管理がプロ

セスに囚われがちで、計画に基づいた成果をあげるために必要な戦略的な資源配分が行われず、

非効率な財政管理となっていた。BAPPENAS は伝統的に計画立案・予算策定にかかる権限を有し

ているが、これまで政府予算案を策定するにあたっては、中期国家開発計画における国家優先

課題と国際的枠組みに基づくコミットメントを計画・予算編成に反映させるのみで、過去の業

績評価や成果目標を組み込んだ業績ベースの予算策定は行われてこなかった。インドネシアで

は、「財政法」（2003 年）および「国家システム開発法」（2004 年）に基づき、計画と予算、

業績のリンクを明確にした PBB/MTEF の枠組みに沿って計画立案・予算策定をすることが求めら

れており、PBB に基づく予算編成をしていくことが喫緊の課題となっている。 
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（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

インドネシア政府は 2001 年に発表した「公共財政管理システム改革白書」において、公共財

の管理にかかる効率性・透明性・アカウンタビリティの向上が必要との認識で、政府予算策定

および財政支出の質を高める改革の必要性を提言している。2003 年 9 月には、同白書提言に基

づいた公共財政管理近代化についての、改革優先項目と同項目の実施スケジュールを示した「経

済政策パッケージ（EPP）」を発出した。同 EPP はマクロ経済の安定化、財政分野の改革・改編、

投資及び輸出促進・雇用創出のための制度環境整備などにかかる政策と実施方策を掲げており、

政府支出の効果と効率の向上のために予算策定及び支出プロセス改善を目指す方向性を示して

いる。これを受けてこれまでに「財政法」、「国家開発システム法」、その他一連の政令等が制

定されるとともに、中期的視点での計画策定、MTEF、PBB、予算の一元化といった概念を導

入して、中長期及び年次の開発計画立案と予算計画の策定・管理が行われようとしている。

また、これらの概念は中央政府のみならず、地方政府レベルでの開発計画策定、予算編成・

管理においても導入・実行されるべきものとなっている。 

  

（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、我が国対インドネシア援助計画で我が国援助の重点とされている「民間主導の持続

的な成長」のための「財政の持続性の確保」の支援を行うものであり、「歳入強化などの財政改

革、開発計画機能の強化、適正な開発計画に基づいた歳出の適正管理などに関して、政策助言

や人材育成をはじめとする体制、システム造りを支援する」と合致する。 

 さらに同援助計画には「我が国としては、援助政策の策定、プロジェクトの選定から実施管

理及び評価段階までを含めて国家開発企画庁（BAPPENAS）による総合調整機能の強化を求める

とともに、プロジェクト実施促進のため、調査手続きの透明化・迅速化に必要な財務省予算総

局の体制強化といった援助実施体制の強化を図ること、また、プロジェクト形成の早い段階か

ら幅広く利害関係者との対話を積極的に行い、コンセンサスを形成するよう、インドネシア政

府に働きかけていく必要がある。さらに、政策協議等の場で上記対応策の着実な履行等を通じ

たプロジェクトの迅速な実施を求めるとともに、我が国としても、インドネシア政府の取り組

みに対して制度・政策面での支援可能な範囲で協力を検討することが必要である。」とあり、本

件はこれに合致するものである。 

 なお、我が国は 2004 年以降、世界銀行（世銀）及びアジア開発銀行（ADB）と共に、円借款

によって過去 5 次（総額６億ドル）にわたり開発政策借款を供与し、インドネシア政府による

継続的な政策改革を支援している。右借款においては改革項目として財政運営の改善と反汚職

を掲げ、予算執行の効率化のため PBB/MTEF の全面導入を支援しており、本技術協力は同政策ア

クションを直接的に支援するものである。 

 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 
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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 

BAPPENAS 職員が、中期支出枠組みのもとで、業績評価結果と国家優先課題に基づく各省庁

への補助金を含む開発予算案の策定に関して具体的手法を獲得する。 

＜指標・目標値＞ 

業績評価結果及び国家優先課題に基づいて予算の増減が決定された「国家優先開発事業プロ

グラム」1の数・割合（具体的な目標値については、協力開始後ベースライン調査を実施し、

現状値を把握の上設定する） 

 

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 

インドネシア政府において、業績に基づいた予算編成および中期支出枠組みのシステムのも

とで、BAPPENAS による予算案の策定が適切になされるようになる。 

＜指標・目標値＞ 

・ 業績評価結果及び国家優先課題に基づいて予算の増減が決定された全事業プログラムの

数・割合(具体的な目標値については、協力開始後ベースライン調査を実施し、現状値を

把握の上設定する) 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

① 成果（アウトプット） 

BAPPENAS 職員が、業績評価結果と国家優先課題に基づいた予算編成のノウハウを習得する。

＜指標・目標値＞ 

BAPPENAS 職員の、(a)業績指標・目標設定、(b)評価方法・実態、(c)業績評価結果に基づい

た予算編成、(d)国家優先課題に基づく新規事業プログラムの審査、に関わる理解度とその

質(具体的な目標値については、協力開始後ベースライン調査を実施し、現状値を把握の上

設定する) 

 

② 活動 

[活動１]新規中期国家開発計画（2010－2014 年）及び年次事業計画の関連文書、これら文書の

作成過程を、（a）業績指標、目標設定、（b）これまでの評価手法・実態、（c）業績評

価結果と新規事業プログラムの必要性に基づいた予算編成のあり方、の点から評価す

ることにより BAPPENAS の能力支援ニーズを測る。 

[活動２]上記活動に基づき、（目標設定を含む）業績評価指標、評価手法と適用、年次事業計画

策定における予算編成のあり方に関する改善提言をまとめ、BAPPENAS 等2職員に対して

必要な研修内容を検討・準備する。 

[活動３]BAPPENAS に対するオン・ザ・ジョブ・トレーニング活動として「国家優先開発事業プ

                                                  
1 ここでいう「国家優先開発事業プログラム」とは中期国家開発計画における全事業プログラムのうち、重点課題

に位置づけられるものを指し、各省庁が業績評価を実施するのみならず、BAPPENAS 自身が別途独自に評価を行う

ことが想定されている。 
2 BAPPENAS 以外の具体的省庁はまだ決定していないが、予算のとりまとめを行う MOF やパイロット省庁となって

いる教育省・保健省などが想定される。 
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ログラム」について実際に業績評価と同結果に基づく予算案への反映にかかる実施支

援を行う。 

[活動４]上記活動２及び３に沿って、必要なセミナーやワークショップをインドネシアで開催

するとともに、日本及び第三国での研修コースを準備・調整・実施する。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 約 2.6 億円） 

・長期専門家（もしくは長期滞在型短期専門家）：１名（予算編成能力育成） 

・短期専門家：必要に応じて派遣 

・ローカル専門家 

・専門家用オフィス機器 

・本邦研修、必要に応じて第三国研修(主に BAPPENAS 職員、必要に応じて他省庁の職員

も対象とする) 

・現地セミナー、ワークショップ 

・現地事業強化費 

 

② インドネシア側 

・カウンターパートの配置 

・専門家チーム執務室及び執務環境の整備 

・カウンタパート国内旅費・手当 

・光熱費等その他必要経費 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 

・ インドネシア政府の予算システム改革の方向性が変更されない。 

・ BAPPENAS 及び関連省庁において、プロジェクト活動に影響を及ぼすような組織体制・

機能の変更がない。 

② プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ PBB/MTEF システムの実施に必要な職員と予算が、BAPPENAS 及び関連省庁に割り当てら

れる。 

・ 研修を受けたカウンターパートが離職しない。 

③ 上位目標達成のための外部条件 

・ 本プロジェクト関連部局の計画・予算にかかる権限を規定する関連法（財政法、国家開

発システム法、地方自治法等）が、他の新しい法律などによって変更されない。 

 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

本案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 
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・ タイミング：上記「３．協力の必要性・位置づけ」で述べたように、インドネシアにおいて

は関連法によって PBB/MTEF が導入されるべきものとなっており、導入のための制度構築が進

められてきた。従って、このタイミングで、新しい制度を実行に移して行く過程を支援する

本プロジェクトの妥当性は高い。 

・ 優先度：上記「３．協力の必要性・位置づけ」で述べたように、本プロジェクトは我が国の

対インドネシア援助計画の重点分野（「民間主導の持続的な成長」のための「財政の持続性の

確保」の支援）に位置づけられ、支援の妥当性が高い。 

・ ターゲット・グループの選定：予算システム改革のもとで開発予算・経常予算を一元的に見

るという流れの中においても、BAPPENAS が中期国家開発計画における目標を達成するために

必要な予算配分の効率性をチェックするという観点から開発予算と省庁等への補助金の配分

案策定を担当し、財務省（MOF）が固定予算（経常予算）を含めた全体予算の実施におけるコ

スト面の効率性をチェックするという役割分担のもと、BAPPENAS が開発資金配分の実質的な

役割を担っており、同局を主要なカウンターパートとすることの妥当性は高い。さらに

BAPPENAS は MOF とともに PBB/MTEF の全省庁への導入・適用を進めていく立場にあり、カウン

ターパートとなる開発資金配賦局がまとめ役となって BAPPENAS 内の分野別局長等を集めた予

算改革のタスクフォースが結成されており、BAPPENAS の予算案策定にかかる能力・質向上を

通じて関連省庁への波及効果を期待できる。また、次のステップとして、中央の取り組みを

モデルとしつつ地方にも反映させていくことが想定されており、その点でも波及効果が見込

まれる。それらの点から、BAPPENAS を中心に支援する妥当性が高い。 

・ 必要性：BAPPENAS 職員の計画立案・予算案策定配賦にかかる経験は長いものの、予算システ

ム改革の中で、これまでのプロジェクト・レベルの投入をベースとした予算要求内容の査定・

予算案策定から、MTEF のもとでアウトカム、アウトプットいった業績に基づいた、プログラ

ム・活動の予算要求に対する予算配分案の策定へと変えて行くという新たな取り組みとして、

PBB の運用(業績モニタリング・評価そのものではなく、その結果の予算編成配賦への具体的

適用方法)にかかる支援の必要性・妥当性は高い。 

・ 我が国の他の支援との相乗効果：我が国が供与している第 5 次開発政策借款等には、政策ア

クションの一つである「財政運営の改善と反汚職」の中に、「PBB/MTEF の全面導入」が含まれ

ており、本案件は同政策アクションの達成を直接的に支援するものであり妥当性が高い。 

・ 手段としての適切性：日本では各地方自治体において行政評価を活用した予算編成等への取

り組みが蓄積されつつあり、日本でのさまざまな経験を参考例として研修等に活用できる。

またそうした自治体を支援したコンサルタント・学識経験者等のリソースの活用を検討して

いるところである。 

・ 他ドナーの支援との相乗効果：関連した支援として、世銀は歳入・歳出全体を包括した公共

財政管理プログラムにおいて PBB/MTEF の制度設計を含めた導入支援や、BAPPENAS を巻き込み

つつも MOF を中心とした予算案のとりまとめ能力構築支援や議会における政府予算案の審議

能力向上を、オーストラリア国際開発庁（AusAID）は MOF を中心として MTEF の導入と実施に

かかる支援を展開している。JICA が BAPPENAS を中心とした PBB の実施にかかる支援を行うこ

とは、これらとの重複がないことは確認済みであり、むしろ、これら展開中の支援との相乗
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効果が期待されている。さらに、協力を展開する関連ドナーが相互に情報共有をすることで、

予算システム改革にかかる BAPPENAS と MOF の間の連携を一層深められるよう側面支援してい

くことで合意している。 

 

（２） 有効性 

本案件は、以下の理由から有効性が高いと判断できる。 

・ プロジェクト目標内容：本プロジェクトは、BAPPENAS 開発資金配賦局をカウンターパートと

し、同局を中心とした BAPPENAS 職員を主要な対象として、業績評価結果と中期国家開発計画

の優先課題に基づいた予算編成能力を高めることを目的としており、プロジェクト目標は明

確かつ達成可能な内容である。   

・ 目標の指標入手手段：本プロジェクトの活動として、業績評価・新規イニシアティブの審査

及びそれらに基づく予算配分の実施状況と課題の把握を行い、オン・ザ・ジョブ・トレーニ

ング活動として実際に「国家優先開発事業プログラム」の業績評価とそれに基づく予算案策

定にかかる支援を行うことから、ベースラインとなる指標及び業績評価結果と予算配賦の関

係を見る指標は入手可能である。 

・ 因果関係：本プロジェクトでは 3年間に亘り BAPPENAS や関連省庁職員が予算策定プロセスに

おける業績評価の実施及び同結果に基づく予算編成を実際に行い、また日本及び第三国にお

ける研修を通じて具体的な手法や現実の運用例から学ぶことにより、プロジェクト終了時に

プロジェクト目標が具体的・効果的に達成される見込みである。 

・ 外部条件：予算システム改革はインドネシア政府の最優先政策のひとつであり、BAPPENAS 及

び MOF を中心として全省庁・地方政府に導入・適用していくものとなっている。この点から

インドネシア政府側の関連職員に必要な予算割り当て等が期待でき、外部条件が満たされ効

果が発現する可能性は高い。 

 

（３） 効率性 

本案件は、以下の理由から効率性が高いと判断できる。 

・ これまで PBB/MTEF 導入のための制度構築は世銀の支援を受けてインドネシア側で順調に進ん

できたが、概念は理解しても実際の運用については経験がないため難しく、支援が必要な状

態であり、PBB の運用能力に焦点を当てた本プロジェクトは時宜を得たものである。制度構築

は一応終わっているので、実施の効率性は高い。 

・ インドネシア政府全体の予算を見ると、地方政府の予算規模が中央政府を凌駕しており、

PBB/MTEF 適用の能力強化の必要性は、むしろ地方政府で高い。しかし、広大な国土と多様な

民族を抱えるインドネシアの地方政府での予算改革に一挙に取り組むことは困難が多く、一

部でのモデルを普及させることも容易ではない。従って、地方よりも諸条件の揃った中央で

まず取り組むことが効率的であり、その後の全国への普及にとっても有利である。 

・ 業績評価と予算案への反映状況アセスメント、研修のデザイン・実施等は、インドネシア政

府の予算策定プロセスのタイミングに合わせて行うこととしている。日本人専門家は長期で 1

名張り付くことを想定しているものの、予算策定プロセスに合わせたポイントでのシャトル
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型派遣も検討可能であり、その場合は日本人専門家を補佐・補完するローカル専門家を配置

する予定である。これらによって、効率的な実施が可能になる。 

・ 予算制度改革はインドネシア政府のイニシアティブで進められており、本プロジェクトの専

門家はこの改革プロセスの進展に沿った柔軟で機動的なファシリテーターとしての役割が期

待されている。この点から、プロジェクトの効率的で無駄のない実施が求められており、ま

た見込まれてもいる。 

・ 研修先に関し、本邦リソースでカバーできない分野については現地や第三国のリソースの効

率的な活用を検討している。 

・ 本プロジェクトの成果（アウトプット）指標は、プロジェクト活動として、業績評価・新規

イニシアティブの審査及びそれらに基づく予算案への反映状況と課題のアセスメントを行う

予定であることから、直接入手可能である。また、理解度についても同アセスメントと関連

して関係者から聞き取り等を行うことで、効率的な入手が予測される。 

・ 上記５．（１）でも述べたように、本プロジェクトに関連して、世銀や AusAID が MTEF や MOF

を中心とした支援を展開しており、これら支援との相乗効果が期待でき、実施の効率性が高

い。 

 

（４） インパクト 

本案件は、以下の理由からインパクトが大きいと判断できる。 

・ 本プロジェクトの各活動の適切な実施によって BAPPENAS 職員および関連省庁職員が PBB 実施

のための予算編成にかかるノウハウを身につけ、更に具体的手法を習得することにより、

PBB/MTEF に基づいた BAPPENAS による適切な予算編成が行われると見込まれる。さらに将来的

には、中央・地方政府において PBB/MTEF が機能することで、毎年の予算の積み上げが中期開

発目標の効果的・効率的達成に有機的につながると期待される。 

・ 上位目標の指標は計画・予算関連文書から入手可能である。 

・ 上位目標達成のための外部条件（関連法が変更されない）はインドネシア側で十分認識され

ており、満たされる可能性が高い。 

・ 上位目標以外の効果・影響として、将来的には、JICA のインドネシア向け全事業プログラム

が、他ドナーによるものと併せ、本件支援による PBB/MTEF の流れに収束していくことが予測

される。この動きは援助効果向上のためのジャカルタ・コミットメント3の方向性とも一致す

るものであり、そのインパクトは極めて大きい。だからこそ、本件に JICA が協力しておく意

義は深い。 

 

（５） 自立発展性 

本案件は、以下の理由から自立発展性が見込まれる。 

・ 政策・制度面：インドネシア政府は、2003 年の経済政策パッケージ発出後に関連法令を制定

し、PBB/MTEF 導入のためのガイドラインやマニュアルの整備を行い、BAPPENAS や MOF を中心

                                                  
3 ジャカルタ・コミットメントとは、「援助効果向上のためのパリ宣言」の目的に沿って、インドネシア政府とイ

ンドネシア政府を支援するドナー22 機関が、現地国の開発におけるオーナーシップと関係者間の開発支援の効果

向上コミットメントを確認したもので、2009 年 1 月 12 日に署名されている。 
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として、全省庁・全地方政府への適用を図るべく漸次制度構築とその導入を進めてきた。現

在策定中の次期中期国家開発計画（2010－2014）においても、既に PBB/MTEF の概念に沿って

業績指標や中期予算のシーリング設定を適用している。本プロジェクトでの支援により

PBB/MTEF 運用の一層の促進・改善がなされることから、プロジェクト終了後の計画立案・予

算策定においても引き続き新制度が適用され、全省庁等へ広がると見込まれる。 

・ 組織・体制面：BAPPENAS 及び MOF は強いオーナーシップを持って予算改革システム導入を進

めており、本プロジェクトは右取り組みを柔軟且つ機動的に側面支援するものである。本プ

ロジェクトの実施を通じて関連省庁間の協力関係が一層促進され、プロジェクト終了後もそ

の体制が維持されると見込まれる。 

・ 技術面：本プロジェクトでは、PBB 運用のためのノウハウ及び具体的手法を獲得することを目

指しており、プロジェクト終了後も BAPPENAS 職員等が身に着けたノウハウ・手法を関連省庁

や地方政府に応用・指導していくと見込まれる。このような応用・指導が成功しない限り、

BAPPENAS として本来の機能を果したことにはならない。 

・ 本プロジェクトを含む予算改革は、再選された現政権にとっての至上命題であり、プロジェ

クト期間は、大統領任期や次期中期国家開発計画期間の前半に符合するものである。また、

この任期・計画期間は、インドネシアが中進国入りできるかどうかの決め手になるタイミン

グでもある。これらの点から、本プロジェクトの成果は、プロジェクト終了後も継続・発展

していくこととなろう。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 研修員の選定にあたってはジェンダー・バランスに留意する。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 類似案件の有無：終了した類似案件は無 

 

８．今後の評価計画 

・中間レビュー：2012 年 1 月頃 

・終了時評価：2013 年 1 月頃 

・事後評価：プロジェクト終了から 3年後 
 


