
終了時評価調査結果要約表 
 

１．要件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：インドネシア共和国建築物耐震性向上のための建築行

政執行能力向上プロジェクト 

分野：計画・行政 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：インドネシア事務

所 

協力金額（評価時点）：4 億 4,300 万円 

先方関係機関：公共事業省居住総局（PUCK）及び最優先対象

7 地域 

日本側協力機関：国土交通省 

協力期間：2007 年 9 月～2011

年 3 月（3 年 7 カ月） 

他の関連協力：ジャワ島中部地震復興支援プロジェクト 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下「インドネシア」と記す）は世界でも有数の地震多発国であるが、

住宅の実際の建築強度が低すぎることから、地震発生のたびに数多くの人が犠牲になっている。

2006 年 5 月に発生したジャワ島中部地震を受け、JICA が「ジャワ島中部地震災害復興支援プ

ロジェクト」（2006 年 8 月～2007 年 3 月）を実施した際、インドネシアには建築基準や建築確

認申請制度は存在しているものの、地方政府（州政府及び県・市政府）による制度運用が十分

になされていない点が明らかになった。 

このような状況の下、インドネシア政府は、建築物のなかでも特にノン・エンジニアド・ハ

ウス（一般住宅）の耐震性を向上させるべく、建築行政執行に係る能力向上のために必要な技

術協力の要請を行った。これを受け、JICA は 2007 年 7 月インドネシア政府と「建築物耐震性

向上のための建築行政執行能力向上プロジェクト」に係る討議議事録（Record of Discussion：

R/D）を締結し、公共事業省居住総局（Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public 

Works：PUCK）を協力相手機関とし、当初予定として 2007 年 9 月から 2010 年 7 月までのプロ

ジェクトを実施した。その間、2009 年 9 月 30 日に発生したスマトラ島パダン沖地震を受け、

被害が甚大であったパダンパリアマン県を中心に西スマトラ州の住宅再建支援を行うためのコ

ンポーネントを追加するとともに、プロジェクト期間を 2011 年 3 月まで延長することとなり、

2009 年 11 月に R/D 変更に係る協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）を締結した。 

 

１－２ 協力内容 

（1） 上位目標 

インドネシア全国、特に地震被災リスクの高い地域において建築物の耐震性が向上する 

 

（2） プロジェクト目標 

プロジェクト対象地域において建築物耐震性向上のための建築行政執行能力が向上する 

 

（3） 成 果 

成果１：公共事業省における建築行政執行能力に係る組織力が向上する。 

成果２：プロジェクト対象地域における建築規制とその執行手続きが改善される。 



成果３：建築インフォメーション・マネジメント・システム（Management Information System：

MIS）が整備される。 

 

（4） 投入（評価時点） 

【日本側】 

長期専門家派遣 2 名計 82 人月 短期専門家派遣 計 50.89 人月

本邦研修    計 27 名 現地コスト負担 132 億ルピア

機材供与        コンピュータ 35 台  

【相手国側】 

カウンターパート 計 15 名 事務所スペース提供 6 カ所

現地コスト負担 13 億ルピア（PUCK 予算） 

   

 

２．評価調査団の概要 

調査者 （1）日本側 

団長/総括：富谷 喜一  

建築構造：楢府 龍雄 
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公共事業省 居住総局 建築環境開発局長 

同総局 建築環境開発局 建築課長 

同総局 建築環境開発局 建築課地域 I セクション長 

同総局 建築環境開発局 建築課地域 II セクション長 

同総局 建築環境開発局 建築課 MIS 担当スタッフ 

調査期間 2010 年 10 月 3 日～10 月 23 日 評価種類：終了時評価  

 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成状況 

建築に関する地方行政令（Local Government Regulation：PERDA）の改訂については最優先

対象 7 県市での作業が最終段階にあること、建築 MIS については最優先対象 7 県市のほか、

PUCK から同システムが配布された地方政府が増えていること、PUCK がオーナーシップを

もって PERDA、MIS、キー・リクワイアメント（優先的に守るべき建築基準）の普及に取り

組んでいること等から、プロジェクト目標の達成度は高いと評価できる。 

 

（2）成果の達成状況 

1）成果１（PUCK の能力向上） 

建築関する標準的地方行政令（PERDA）モデルの作成では、「ジャワ島中部地震災害復

興支援プロジェクト」においてバントゥール県向けに作成した PERDA 案を基に、インド



ネシア側の法律の専門家をアドバイザーとして活用し、PUCK 側と共同で草案作成を続け

同 PERDA モデルが完成している。PUCK は、同建築 PERDA モデルを用いて全国の地方政

府に建築 PERDA 作成を促進させる事業を 2011 年度より開始する計画であり、そのために

も本プロジェクト終了までに地方政府に対し公共事業省居住総局長通達（DG circulation 

letter）を出す予定となっており、今後の活動の継続性が期待できる。キー・リクワイアメ

ントについては、「ジャワ島中部地震災害復興支援プロジェクト」において基本的構成が作

成されたのを受けて、本プロジェクトではインドネシア側専門家のオーナーシップの下、

改良を重ね最終案を作成した。また、インドネシア側専門家を中心として、日本側専門家

のアドバイスの下、各種の実験等の検証作業を実施し、同基準の適切性を確認した。併せ

て、インドネシア側専門家の監修によりキー・リクワイアメントに関する小冊子を 2009

年 9 月に完成させ、2009 年 9 月に発生したパダン地震の被災県市で行政機関、一般住民に

配布した。今後 PUCK は、キー・リクワイアメントに関する公共事業省居住総局長通達（DG 

circulation letter）を早急に発出する予定である。さらに、ステークホルダーの合意が得ら

れた時点で公共事業省大臣令（Ministerial Regulation）を発出することも検討している。 

 

2）成果２（地方政府の建築行政能力向上） 

最優先対象 7 県市での建築 PERDA 改訂に関する進捗は、5 県市で既に地方議会に同

PERDA を提出済みであり、おおむね最終段階にある。キー・リクワイアメントについては、

カウンターパート（Counterpart：C/P）として地方都市での活動の一環として地元大学をリ

ソースとして活用し、現地調査・実験検証を通じて各地域の固有性を確認して、キー･リク

ワイアメントの検討会議に改善案として報告している。建築許可制度（Building Permit 

System：IMB）詳細手続きの作成については、いくつかの対象県市でプロジェクトチーム

と地方政府が共同で IMB の詳細手順フローチャートを作成している。このうち、北スラウ

ェシ州ビトゥン市では同詳細手順フローチャート作成のためのガイドラインを作成中であ

り、本プロジェクト終了までには内部での手順書を作成予定である。一方、パダン地震で

被害の大きかったパダンパリアマン県向けに IMB マニュアル（IMB 書類の作成手引き）を

作成し、住宅再建を支援するファシリテータ及び住民に配布している。 

 

3）成果３（建築 MIS の開発） 

公共事業省（Ministry of Public Works：PU）が 2004 年に開発した MIS と JICA プロジェ

クトチームが開発した MIS を統合させて最終的な MIS が完成した。現在、計 45 の地方政

府に対してソフトウェアとユーザーズ・ガイドが提供されている。PUCK は、建築 MIS に

関する公共事業省大臣令を 2010 年中に発出する予定である。一方、同 MIS 運用にあたっ

ては、同システムでの建築許可申請の運用を行うための県市としての規則が必要であるこ

と、運用のための予算、職員が必要なこと等から、実用化が進んでいるのは、パダンパリ

アマン県とバントゥール県のみである。特に、パダンパリアマン県では、復興のための暫

定措置として同システムを建築許可申請のデータ入力ツールとする県知事・市長令を発出

しており、2010 年 7 月時点における IMB 申請件数が 7,773 件、うち IMB 発行済みが 2,579

件となっている。 

 



３－２ 評価結果の要約 

（1） 妥当性 

以下の理由により、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

インドネシア側の国家中期開発計画 2010-2014では、5つの開発アジェンダのなかのAgenda 

IV として「Law Enforcement」を挙げている。同アジェンダでは、民主主義における「rule of 

law」の強化が今後も必要であり、法的安定が住民に安全、公正及び経済活動の確実性を提供

するとしており、本プロジェクトのめざす建築行政執行能力向上はこのアジェンダの方向性

と一致している。また、2004 年 12 月 26 日のスマトラ島沖地震及びインド洋津波を受け、日

本・インドネシアの二国間で設置した防災に関する共同委員会の報告書（2006 年 7 月）によ

れば、「6. 総合的な防災推進のための課題と方向性」の「6-1 主要な要素の確立」の最初の

項目に「住宅・建築の耐震化」が示されており、本プロジェクトの方向性と合致するもので

ある。 

本プロジェクトは、インドネシア側にある既存の規則、工法、システムをベースにしてそ

れらの改善を提案し、各分野のインドネシア側の専門家の協力を得て実施した技術移転であ

ったため、C/P に受け入れられた。 

 

（2） 有効性 

以下の点から、プロジェクト目標はほぼ達成される見込みであり、本プロジェクトの有効

性は高いと判断される。 

①最優先対象 7 県市において、現時点では建築 PERDA は正式発出されていないものの、

既に 5 県市は議会へ同 PERDA を提出済みであるなど、全 7 県市で最終段階にある。同 PERDA

が発出されれば、必然的に IMB 制度は改善され、建築許可を得た耐震性建築物の数が増加す

ることが見込める。②建築 MIS は既に最優先対象県市に配布済みであり、今後は各県市で運

用のための予算、人材等を準備する段階になる。③PUCK は、PERDA モデル及びキー・リク

ワイアメントについての公共事業省居住総局長通達、建築 MIS については公共事業省大臣令

を発出する準備を進めている。 

 

（3） 効率性 

 以下の理由から、本プロジェクトの効率性は高いと判断される。 

本プロジェクトは、おおむね計画どおりに実施された。2009 年 9 月発生のパダン地震対応

のため、活動及び投入計画を一部変更して追加コンポーネントを実施したが、2010 年 8 月に

長期専門家は当初予定の活動に戻り、その後の活動はほぼ計画どおり実施されている。 

活動の実施にあたり、インドネシア人の法律と技術の専門家を活用した。これによりイン

ドネシア側のオーナーシップを高めるとともに、母国語での活動により先方のより深い理解

を促すことができた。キー・リクワイアメント普及のために作成・配布した小冊子、ポスタ

ー等は、広報活動の有効なツールであった。また、現地に精通した日本人コンサルタントの

投入により、日本側とインドネシア側の相互理解が進んだ。 

パダン地震住宅再建支援の追加コンポーネントは、耐震性向上のための IMB 制度の促進と

キー・リクワイアメントの普及を実践する機会と考え、タイミングよく実施することができ

た。この活動の対象県であるパダンパリアマン県では、耐震性住宅の増加が見込まれる。 



（4） インパクト 

以下の理由から、本プロジェクトのインパクトは限定的と判断される。 

PUCK は、国家中期開発計画の戦略計画のひとつとして、建築 PERDA の全国への普及を

2011 年度から実施予定である。同 PERDA が全国の地方政府で制定されれば建築物の耐震性

が向上することが期待されることから、上位目標が達成される見込みはある。本プロジェク

トの成果が全国的に展開されるためには、PUCK による地方政府への適切なアドバイス、技

術的支援が必要不可欠である。また、住民や建設職人の耐震性住宅への理解の促進、耐震性

住宅建築のため低所得者層がアクセスしやすい金融制度の構築等、取り組むべき課題がある。

なお、本終了時評価調査のインタビューによれば、以下のポジティブなインパクトが確認

された：①C/P 機関、地方政府とも法律整備の重要性を理解するようになり、行政法を整備

しようという「やる気」を起こした。②ブンクル州ブンクル大学では、ボランティアベース

で耐震建築・キー・リクワイアメントの重要性を広める活動をするグループができた。③本

プロジェクトで作成した IMB 促進に関する冊子、ポスター等の配布は、パダン地震の住宅再

建支援活動として大変好評であった。 

 

（5） 自立発展性 

以下の理由から、本プロジェクトの自立発展性は高いと判断される。 

PUCK では、2010 年度予算で各州 2 県市をパイロット地域として建築 PERDA 作成を促進

する事業を全州で実施中であり、全国への普及活動が既に始まっている。同事業は、2011 年

からは国家中期開発計画 2010-2014 に関係した PU の戦略計画の一部として実施予定である。

建築 MIS についても、2010 年度 PU は独自予算で全国 33 州に同システムを配布し、その運

用促進を図っている。さらに PU は、上記の PERDA、キー・リクワイアメントについての公

共事業省居住総局長通達、建築 MIS について公共事業省大臣令を発出する準備を進めてお

り、本プロジェクトの成果を継続的に促進する方針である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1） 計画内容に関すること 

従来の能力向上支援のプロジェクトでは、日本が優位性をもつ関連技術の移転を通した支

援活動が中心であり、関連法制の整備はプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 

Matrix：PDM）上の外部条件とするケースが多かった。一方、本プロジェクトでは、建築行

政執行能力の向上をめざしたものであり、キー・リクワイアメントの制定という技術面への

支援のみならず、県市の建築行政令（PERDA）の制定支援という法令整備にまで取り組んで

いる。このアプローチは、インドネシアの「Law Enforcement」という開発アジェンダに合致

していたことから、C/P である PUCK は、高いオーナーシップをもつことができ、プロジェ

クトの成果である PERDA モデル、キー・リクワイアメントに関する公共事業省居住総局長

通達及び建築 MIS に関する公共事業省大臣令を発出する計画につながった。また、パダン地

震住宅復旧支援に関する追加コンポーネントの実施により、IMB 制度の改善に必要な種々の

マニュアル、ガイドブック、ポスター等を整備することが可能となるとともに、建築 MIS が

パダンパリアマン県で実用化される等、具体的な経験を積むことができた。 

 



（2） 実施プロセスに関すること 

本プロジェクトでは、インドネシアのオーナーシップを醸成させるため、建築 PERDA、建

築 MIS、建築工法などについては、新規のものを導入するのではなくインドネシアの既存の

ものを基盤として改善を行うというアプローチをとった。併せて、インドネシア側の法律、

技術の専門家をアドバイザーやファシリテータとして活用し、また、キー・リクワイアメン

トの検証に関する材料実験なども地元の大学関係者に委託するなどして作業を実施した。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1） 計画内容に関すること 

PDM では、プロジェクト対象地域（地方政府）での能力向上をめざすアウトプット２につ

いて、プロジェクトチームによる最優先対象 7 県市への支援活動のほかに、対象となった州

の他の県市に対する建築行政支援を PUCK チームが実施することになっていたが、実際の活

動ではワークショップによる優先対象地域の事例、中央政府における考え方の紹介にとどま

り、個別の地域に対する計画策定支援、活動モニターなどの具体的活動にまでは至らなかっ

た。その理由は、インドネシアにおける長期にわたる中央集権体制の影響から、中央政府職

員が地方政府職員と協力して活動する組織文化がほとんど見られないことによると思われ

る。これを変えていくためには、JICA も加わって 3 者で活動することや人的投入を増やして

個別の支援をする等のしかけが必要である。 

 

（2） 実施プロセスに関すること 

2008 年度に実施した対象地域での活動では、西スマトラ州の 2 県が最優先対象県市となっ

ていたが、PUCK からの要請を受けて 2007 年に地震のあったブンクル州の北ブンクル県も最

優先対象県市に追加した。しかしながら、プロジェクトチームの体制が地方拠点 1 州に対応

することを想定したものであったことから、両方の地域をカバーするため、プロジェクトチ

ームのメンバー（長期専門家、ローカルコンサルタント等）が頻繁に移動せざるを得ず（陸

路の移動は時間がかかることからジャカルタ経由の航空路）、時間と経費に大きな負担となっ

た。 

 

３－５ 結 論 

 上記の 5 項目評価結果をまとめると、以下のとおりである。 

本プロジェクトは、PUCK のニーズに合致し、インドネシア政府の開発政策及び日本政府の

対インドネシア援助政策との整合性があるためプロジェクトの妥当性は「高い」。プロジェクト

目標はおおむね達成されており、プロジェクトの有効性は｢高い｣。アウトプットはおおむね達

成されており、プロジェクトの効率性は｢高い｣。プロジェクトのインパクトは上位目標の達成

に向けて、取り組むべきいくつかの課題があるため、限定的である。PUCK は、PERDA モデル、

キー・リクワイアメント、建築 MIS という成果を全国に普及させるため、既に独自の取り組み

を始めており、プロジェクトの自立発展性は｢高い｣。 

 

 

 



３－６ 提 言 

（1） プロジェクト目標の達成へ向けての活動の実施 

本評価調査の結果、プロジェクト期間中にプロジェクト目標達成が見込まれることが把握

できたが、更にその達成度を高めるため、日本・インドネシアの協力により、以下①～⑤の

活動を行う必要がある。 

①最優先対象県市における建築 PERDA の正式発効へ向けての詰め、②他の県市における

建築 PERDA の発効への動きを促進するため、公共事業省居住総局長通達を発出する、③建

築 MIS の普及のため、2010 年末までに公共事業省大臣令を発出する、④建築 MIS を配布済

みの最優先対象 7 県市における公式の運用開始のための働きかけを行う、⑤キー・リクワイ

アメントについての公共事業省居住総局長通達を発出する。 

 

（2）上位目標の達成へ向けての提言 

本プロジェクトのプロジェクト目標の達成を受けて、インドネシア全国、特に地震リスク

の高い地域の建築物の耐震性を向上させるという上位目標を達成するためには、以下の活動

を、効果、有効性などから優先順位づけを行いながら、順次展開することが期待される。 

・ 最優先対象県市以外の県市における建築 PERDA の発効、MIS システムの運用、キー・

リクワイアメントの活用等（最優先対象県市の成果の水平的展開） 

・ 住民、コミュニティ、建設職人、ローカル NGO などのステークホルダーへの建築行政

システムの広報普及を図る（最優先対象県市の成果の草の根レベルへの垂直的展開） 

・ 今回作成したキー･リクワイアメントは枠組み壁工法による新築工事のみを対象として

いるが、それ以外の工法（枠組み壁工法の既存建物の補強工法等、コンクリートブロッ

ク造、木骨レンガ造など）にも対象を広げ、同様のキー･リクワイアメントを作成する（対

象工法のタイプの拡大、展開） 

 

（3）震災復興事業への成果の適用 

本プロジェクト実施期間中にパダン地震が発生したことから、その復興支援を新たなコン

ポーネントとして追加を行った。今回の経験を活用して、今後の同様の事態への対応策（住

宅復興におけるキー・リクワイアメントと IMB 制度の普及）を策定することも期待される。

 

（4）他のセクターとの連携 

上位目標の達成に向けて、法令制度整備、低所得層対策（金融制度改善）などの他のセク

ターとの連携を図っていくことが期待される。 

 

３－７ 教 訓 

（1） JICA 側が、相手国のオーナーシップを大切にして活動を実施してきたことは、これまで

の技術協力の基本的スタンスと共通しており、本プロジェクトにおいても PU と地方政府の

関係者の主体的、積極的な参加につながり、プロジェクトの成果につながった。 

 

（2） 本プロジェクトにおいては、法制度（建築 PERDA）、建築 MIS、建築の工法などについ

て、新規のものの導入ではなく既存のものを基盤として改善を行うというアプローチをとる



とともに、実施にあたっては、インドネシアの学識経験者の参画を得るなど、現地事情を基

本としたことにより、インドネシア側に受け入れられやすい技術協力を実現できた。 

 

（3） 本プロジェクトの活動のなかで、技術基準の検証に労力をかけ、一般に公表するなどの活

動を行った。こうした研究内容を研究途中で社会的に公表することは、C/P、地方政府担当者

のみならず、住民、コミュニティなど社会一般の幅広い関心を高め、効果的である。 
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