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【円借款】

インドネシア

デンパサール下水道整備事業

外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 稲澤 健一

０．要旨

本事業と政策及び開発ニーズの間に整合性は見られる。一方、事業期間は大幅に遅延し、

事業予算の不足により下水敷設エリアが減少したため一部アウトプットは達成できなかっ

た。加えて、大口需要先である大型ホテルの多くが下水サービス加入を見送ったことが影

響して汚水処理量実績も処理能力に比して 6 割程度に留まった。維持管理状況については、

下水管や増圧（中継）ポンプ場においてゴミ詰まりが発生しているが、インドネシア側は

予算･機材・人員を充てて対策を取っている。以上より、本事業の評価は一部課題があるも

のの、インドネシア側は新規営業や建て替え等を検討しているホテルに対して積極的に下

水サービス加入を促して汚水処理量の増加に努めており、その点は評価できる。以上より、

本事業は一部課題があると評価される。

1．案件の概要

案件位置図 下水処理場・安定化池

1.1 事業の背景

バリ島1の政治・経済・観光の中心地であるデンパサール市では急速に都市化・観光開発

が進んでいた。同島を訪れる観光客数は 1980 年には 124 万人であったのに対し 90 年には

約 2 倍の 255 万人に増加し、貿易・ホテル・レストラン・運輸業を中心に経済は成長を遂

1 面積は 5,633 ㎡、日本･四国の約 3 分の 1 程度の広さである。人口は約 380-390 万人（2011 年）、その約 6

割が本事業サイトがある南部エリアに集中する。
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げることが予想されていた。また、一般家庭のトイレのうち、90％以上が地下浸透処理施

設を有していたものの、大部分が道路側溝、河川・水路に直接排水されるなど、生活環境

は非衛生であった。したがって、急速に拡大する都市において衛生施設の整備が追いつい

ておらず、衛生環境保全上必要とされる下水道整備が喫緊の課題であった。

1.2 事業の概要

急速に都市化・観光開発が進んでいるバリ島南部地域（デンパサール市周辺・バドゥン

県）において下水施設の整備を行うことにより、下水処理量の増加及び水質の改善等を図

り、もって同島の経済・商業活性化に寄与する。

円借款承諾額／実行額 54 億円／52 億 3,100 万円

交換公文締結／借款契約調印 1994 年 11 月／1994 年 11 月

借款契約条件 金利 2.6％、返済 30 年（うち据置 10 年）

一般アンタイド

（コンサルタント契約：部分アンタイド）

借入人／実施機関 インドネシア共和国政府／公共事業省居住環境総局

（維持管理機関は下水処理公共サービス機関「BLUPAL」）

貸付完了 2008 年 10 月

本体契約

（10 億円以上のみ記載）

PT. Waskita Karya（インドネシア）・PT. Adhi Karya（イン

ドネシア）・徳倉建設（日本）（JV）、PT. Pembangunan

Perumahan（インドネシア）・東亜建設工業（日本）（JV）

コンサルタント契約

（1 億円以上のみ記載）

パシフィックコンサルタンツインターナショナル（日

本）・Sinotech Engineering Consultants, LTD（台湾）（JV）

関連調査

（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S)等

F/S

（1993 年）JICA（デンパサール・サヌール地区）

世界銀行（クタ地区）

関連事業 デンパサール下水道整備事業（Ⅱ）

（借款契約調印：2008 年 3 月、承諾額：6,004 百万円）

2．調査の概要

2.1 外部評価者

稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社）
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2.2 調査期間

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。

調査期間：2010 年 11 月～2011 年 10 月

現地調査：2011 年 1 月 31 日～2 月 11 日、2011 年 5 月 9 日～13 日

2.3 評価の制約

特記事項なし

3. 評価結果（レーティング：C2）

3.1 妥当性（レーティング：③3）

3.1.1 開発政策との整合性

審査時の国家計画である第 6 次 5 ヶ年計画（1994-1999 年）では、都市部・地方部を問わ

ず公衆衛生サービスを拡大させることを目標としていた。一方、事後評価時の国家中期開

発計画（2010-14 年）においても、基礎衛生サービスの向上を図ることが必要とされている。

また、デンパサール市の中期開発計画（2010-15 年）においても、下水サービスの改善及び

下水処理施設整備の必要性を掲げている。

以上より、事後評価時においても基礎衛生サービス及び下水インフラ整備の必要性は引

き続き重要視されており、審査時・事後評価時ともに政策・施策との整合性が認められる

といえる。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

審査当時（1994 年）、バリ島では人口増・観光客増が見込まれる一方、都市の衛生環境保

全にとって必要な下水道施設は導入されていなかった。観光開発・都市化が進展する中で、

都市の衛生環境を改善し、観光資源である海の水質を保全するための衛生施設・下水道整

備は特に必要とされていた。事後評価時においては、同島南部エリアの観光産業・経済開

発は特に高い成長を遂げ、住宅・商業エリアも拡大傾向にある。都市の拡大に合わせ、環

境インフラ整備へのニーズも高まっており、本事業完成を境にして後続の円借款事業「デ

ンパサール下水道整備事業Ⅱ」（フェーズⅡ事業4）が開始されている。加えて、今後も居住・

商業エリアの拡大が見込まれていることから、フェーズⅢ事業5の実施も検討されている。

2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」
4 本事業で対象とならなかったホテル等の商業施設を多く含む緊急性の高いエリア（デンパサール地区）

や、住民からの要望の強い地域（クタ地区）、計 715ha を対象に下水施設の整備を支援する。
5 現時点で事業計画・実施時期は未定。対象予定エリアは、デンパサール市周辺（デンパサール地区、サ

ヌール地区）、バドゥン県（クタ地区、レギャン地区・スミニャック地区）と考えられ、フェーズⅠ・Ⅱ事

業の対象エリアに含まれず、かつ今後人口増加・産業の発展が見込まれているエリアであると想定される。



4

以上より、事後評価時においても下水施設の整備は主要課題と認識されており、引き続

き高い開発ニーズを有していると考えられる。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

1992 年に閣議決定された政府開発援助大綱（ODA 大綱）では、「環境と開発の両立」を

原則のひとつとしていた。また重点項目として、経済社会開発の重要な基礎条件であるイ

ンフラストラクチャー整備への支援を掲げていた。本事業は、衛生環境保全上必要となる

下水道の整備が遅れ、かつ急速な都市化・観光開発が進んでいるバリ島に対し環境インフ

ラ支援を行うもので、当該原則・重点項目と合致しており、日本の援助政策としての整合

性が認められる。

以上より、本事業の実施はインドネシアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十

分に合致しており、妥当性は高い。

3.2 効率性（レーティング：①）

3.2.1 アウトプット

以下表 1 は、本事業のアウトプット計画及び実績である。

表 1 本事業のアウトプット計画及び実績

計画（審査時） 実績（事後評価時）

【下水道整備エリア】

1）デンパサール：1,038.8ha

2）サヌール：331.8ha

3）クタ：355.0ha

合計：1,717.6ha

1）デンパサール：520.0ha

2）サヌール：330.0ha

3）レギャン・スミニャック（クタの代替）：

295.0ha 合計：1,145.0ha

【管渠】

- 2 次・3 次下水管6

1) デンパサール：126.02km

2） サヌール：32.72km

3） クタ：17.60km

合計：176.34km

- 幹線管渠7

1) デンパサール：15.14km

2） サヌール：4.31km

3） クタ：11.20km

合計：30.65km

- 送水管8

1) デンパサール：4.39km

- 2 次・3 次下水管

1) デンパサール：77.01km

2）サヌール：30.70km

3）レギャン・スミニャック（クタの代替）：

19.8km 合計：127.60km

- 幹線管渠

1) デンパサール：23.70km

2）サヌール：9.40km

3）レギャン・スミニャック（クタの代替）：

11.40km 合計：44.5km

- 送水管

1) デンパサール：0km

6 住宅等家屋に面する全ての道路に設置され、家屋から排水を受け入れる管径 150-300mm の小口径の管渠
7 2 次・3 次下水管の汚水を受ける比較的口径の大きい（350-1,500mm）幹線となる管渠
8 デンパサール地区と下水処理場を結ぶ自然流下式で口径の大きい（1,500-1,800mm）管渠
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2） クタ：1.20km

合計：5.59km

- 圧送本管9

1) サヌール：5.16km

2） クタ：5.20km

合計：10.36km

2）レギャン・スミニャック（クタの代替）：

0km 合計：0km

- 圧送本管

1) サヌール：3.90km

2）レギャン・スミニャック（クタの代替）：

4.90km 合計：8.80km

【ポンプ場】

1）中継（増圧）ポンプ場10

：サヌール×1、クタ×1

（計 2 箇所）

2）マンホール形式ポンプ場11

：サヌール×2、クタ×2

（計 4 箇所）

1）中継（増圧）ポンプ場

：デンパサール×1、サヌール×1、クタ

×1（計 3 箇所）

2）マンホール形式ポンプ場

：サヌール×6（計 6 箇所）

【下水処理場】

汚水処理能力：44,000 m3/日（1 箇所） 汚水処理能力：51,000 m3/日（1 箇所）

【コンサルティング・サービス】

M/M 量：406M/M（外国：121Ｍ/Ｍ、ロー

カル：285M/M。TOR は、F/S のレビュー、

詳細設計の実施、入札補助、工事監督管理、

組織強化等）

M/M 量：1,078M/M（外国：236Ｍ/Ｍ、ロー

カル：842M/M。審査時の TOR は計画どお

り実施）

出所：JICA 資料、質問票回答

図 1 プロジェクトサイトの位置図①

（デンパサール地区、サヌール地区、レギャン・スミニャック地区（クタ地区））

9 サヌール地区、クタ地区と下水処理場とを結び中継ポンプ場において揚水された汚水を送るための管渠
10 サヌール地区、クタ地区の汚水をそれぞれ下水処理場まで送るためのポンプ場
11 マンホール内に水中ポンプを設置する小規模ポンプ施設。ウエット・ピット・ポンプとも言う。
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図 2 プロジェクトサイトの位置図②

（本事業対象エリア（スコープ縮小後のフィーズⅠ事業エリア）は紫色部分）

以下は上記表 1 の計画と実績の差異に係る理由であるが、いずれの差異・変更も根拠・

経緯があった上でのものであり、妥当であると判断できる。

1．下水道整備エリアの減少・スコープ変更

デンパサール地区の下水道整備エリア減少の理由は、1990 年代末のアジア通貨危機後に

より現地通貨減価が生じたこと等により、当初計画の事業予算ではすべてのエリアの工事

実施が困難と判断されたことに起因する12。

一方、クタ地区が整備対象から外れた理由は、同地区のコミュニティが下水システム導

入による環境への影響等に懸念を示したためである13。代替として、同地区に隣接するレギ

ャン地区・スミニャック地区がスコープ対象となった。なお、クタ地区の地元コミュニテ

ィは両地区における下水敷設のメリットを後に知ることとなり、改めて下水サービス加入

を要望し、既出のフェーズⅡ事業の整備対象エリアに含まれている。

2．管渠延長数の増減及びキャンセル

管渠延長数の増減及びキャンセルの理由は、主に詳細設計時に当初設計を見直したこと

12 なお、未実施エリアについては既出の 2008 年 L/A 調印のフェーズⅡ事業で実施中。
13 現地視察時に地元コミュニティリーダーにインタビューしたところ、「クタ地区の地元コミュニティは本

事業への理解はあったが、本事業開始の少し前に同地区において実施された雨水排水対策事業（地元自治

体が実施）の結果があまり芳しくなかったこともあり（事業実施中に事故等があった模様）、住民はいわば

下水･排水対策にトラウマを抱いてしまったため」とのことである。
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によるものである。デンパサール地区の 2 次・3 次下水管、幹線管渠、送水管延長の減少理

由は、上述の整備対象エリア減少に伴うものである。一方、サヌール地区の増減・キャン

セルが発生した理由は、本事業の実施ユニット（以下、「PPLP BALI」という）が詳細設計

時に地元コミュニティに対して下水敷設工事に関する説明会を開催したところ、一部箇所

の敷設に関する同意を得られなかったり、他の場所での敷設の要望があったりと、その同

意を得る過程で発生したものである。

3．ポンプ場建設数の増加

中継（増圧）ポンプ場及びマンホール形式ポンプ場の建設数増加の理由も、詳細設計時

に当初設計を見直したことによる。前者は、1 箇所増設することにより、効率的に汚水を処

理場に流し込むことができると技術的観点から判断された結果である。後者については、

増設を行い下水管延長数を減らすことが技術的に可能であると詳細設計時に判断され、か

つ敷設費用を抑えることが見込まれたためである（＝コスト圧縮に努めたともいえる）。な

お、当初はクタ地区においてもマンホール形式ポンプ場を建設する予定であったが、上述

のとおり地元コミュニティの同意を得られなかったため、キャンセルとなった。

4．下水処理能力増加（下水処理場）

汚水処理能力増加の理由も詳細設計時に当初設計を見直したことによるものである。な

お、処理能力 51,000 m3/日は後続のフェーズⅡ事業の汚水処理量も含まれている。なお、

51,000 m3/日のうち、約 36,000 m3/日14が本事業（フェーズⅠ）の処理能力に該当する。

5．コンサルティング・サービス

M/M 量が超過した理由は、主に事業期間の延長に伴うものである。

3.2.2 インプット

3.2.2.1 事業期間

本事業の期間は、1994 年 11 月から 2001 年 8 月までの 6 年 10 ヶ月（82 ヶ月）と計画され

ていたが、1994 年 11 月から 2008 年 9 月までの 13 年 11 ヶ月（167 ヶ月）を要し、計画を大

幅に上回った（計画比 204％）。主な遅延の理由は以下のとおりである。

1．用地取得・入札手続の遅延

下水処理場建設に伴う用地取得に想定以上に時間を要した。その理由として、①90 年代

14 実施機関保有データより引用
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後半の通貨危機の影響により同国の社会・経済が混乱し、中央･地方政府では頻繁に機構改

革が行われ、行政機能に停滞が生じた。それに伴い、事業決定事項も停滞がちであった、

②地方分権化法の成立（1999 年 5 月）により、建設費について中央政府のみならず地方政

府も分担を負うこととなったが、負担割合の取り決めに時間を要した、③下水処理場建設

用地（9.2ha）の所有者であった林業省との交渉（代替地の確保も含む）に時間を要した15。

また 90 年代後半以降、実施機関である公共事業省や関係諸機関の人事も幾度も交代したた

め、書類手続き・承認プロセス自体にも遅延が生じた、等が挙げられる。

2．建設工事期間の遅延

2002 年及び 05 年のバリ島爆弾テロ事件16の影響による行政機能・機材搬入の停滞、内貨

手当の遅れ、既出のクタ地区コミュニティと事業スコープに係る交渉等に時間を要したた

め当初計画より伸びた。

3.2.2.2 事業費

本事業の事業費は、当初計画では総事業費 63 億 5,300 万円（うち円借款対象は 54 億円）

であったのに対し、実績額では 63 億 3,200 万円（うち円借款対象は 52 億 3,100 万円）とな

り、ほぼ計画どおり（計画比 99%）であった。これはインドネシア側は入札・調達・契約

に係る資金管理の徹底に努めたことによる。しかし、既出のアウトプットの記載のとおり、

90 年代後半のアジア通貨危機後により現地通貨ルピアは大きく減価し、資機材価格が高騰

した結果、当初の事業予算ではすべての計画エリアの工事実施が困難となり、デンパサー

ル地区の下水道整備エリアが減少（半分程度：1,038.8ha→520.0ha）、敷設下水管延長数も減

少した事実を考慮すると、アウトプットに対する事業費実績は必ずしも効率的とは言えな

いことから、事業費評価は中程度と判断される。

以上より、本事業は事業期間が計画を大幅に上回り、事業費が計画以下であったものの

アウトプット減少に見合わないため、効率性は低い。

15 加えて、当該用地はマングローブエリアであったため、林業省から使用許可が下りて、用地取得に至る

まで関係者間の交渉は慎重であったことも理由であると考えられる。
16 2002 年にはクタ地区において路上に止めてあった自動車爆弾が爆発し、202 名が死亡した。一方、2005

年にはクタ地区とジンバラン・ビーチにある 3 軒の飲食店で爆発し、23 人が死亡した。
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図 3 下水敷設エリアの様子 図 4 下水敷設エリアの様子

（住宅エリア：デンパサール地区） （商業エリア：レギャン地区）

3.3 有効性（レーティング：②）

3.3.1 定量的効果

3.3.1.1 運用・効果指標

本事業の有効性評価（定量的評価）にあたり、汚水処理人口、汚水処理量、施設利用率

について調査した結果を以下表 2 に示す。

表 2 有効性評価（定量的評価）に係る各指標データ

審査時 事後評価時

1）汚水処理人口(人)：N/A

2）汚水処理量（m3/日）：N/A

（以下は F/S の目標値）

- デンパサール地区：82,800 m3/日

- サヌール地区：18,500 m3/日

- クタ地区：19,700 m3/日

（3 地区合計：121,000 m3/日）
（特記事項：審査時には本事業の汚水処理量に係

る将来目標値は未設定であった。上記 F/S 数値の

留意点として、いずれも、本事業に加え、フェー

ズⅡ・Ⅲ事業も 2010 年迄に完了することが前提と

されていた）

3）施設利用率（%）：N/A

注 1：PPLP BALI によれば、2008-09 年の処理量実績

はデンパサール地区・サヌール地区のみのデータで

あり、レギャン・スミニャック地区のデータは未計

測とのこと

注 2：施設利用率＝（（処理量÷設備能力）×100）

指 標 2008 2009 2010

1)汚水処理人

口 (人)
N/A N/A 42,155

2)汚水処理量

（m3/日）*注 1
13,911 13,511 約 23,000

3)施設利用率

（%）*注 2
27.3 26.5 約 64

出所：JICA 資料・F/S データ（審査時）、質問票回答（事後評価時）

上記に関して、先ず F/S の汚水処理量予測はフェーズⅡ及びⅢ事業の完成も見込んでいた。

本事業（フェーズⅠ）に限ったデータは整備されていなかったため正当な比較はできない

ものの、既出の汚水処理能力 36,000 m3/日と約 23,000 m3/日を比較する場合、約 6 割程度と

判断できる。これは、大口需要先と想定されたホテルが下水サービスへの加入を見送るケ
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ースが多かったことが大きな要因である17。実情として、「本事業は工事開始・完了が遅れ

たため、下水サービス開始が待てなかったホテル側は自前で浄化槽を調達・据付し、汚水

対策を図った」ことが挙げられる。但し現在、新規営業や立て替え等を検討しているホテ

ルに対して地元自治体が下水サービス加入を（法令も定めて）強く促しており、将来的に

汚水処理量・処理人口・施設利用率等は増加すると考えられる18。

3.3.1.2 内部収益率の分析結果

経済的内部収益率（EIRR）も財務的内部収益率（FIRR）も、当初便益と想定された下水

道使用料金が事後評価時点において徴収されていないこともあり19、再計算を行わなかった。

3.3.2 定性的効果（下水敷設エリアの生活環境改善）

今次調査では、本事業対象エリア（デンパサール地区、サヌール地区、レギャン・スミ

ニャク地区）の下水サービス加入者（住民 80 名及び企業・商店経営者 40 名）に対してそ

れぞれアンケート形式で聞き取りを行った。以下表 3 はその調査結果であるが、1）2）4）

の回答のとおり、概ね肯定的な結果が得られている。また、3）及び 5）の回答のとおり、

下水システムが整備された結果、衛生状況の改善や道路の美化等があるとの回答割合も高

いことから、下水敷設エリアにおける生活環境改善に一定の効果があると推察できる。

表 3 本事業の受益者調査結果

質問項目 回答

非常に満足：0%

満足：77.5%

普通：18.3%

1）導入された下水道システムについて満足しているか

（n＝120）

不満：4.2%

はい：77.5%2) 導入された下水道システムは生活環境の改善に貢

献したと思うか（住民への質問） いいえ：10.0%

17 PPLP BALI, BLUPAL 及び比較的規模の大きいホテル（下水サービス未加入のホテル 2 箇所）にヒアリン

グしたところ、客室数が少ない小規模ホテルのサービス加入は多少はあったものの、客室数が多い大規模

ホテルの加入はほとんどなかったとのことである。後者は観光産業が盛んなバリ島における大口需要者と

見込まれるため、サービス加入が少ないことは汚水処理量の低迷に直結する。
18 補足説明として、一般的に下水サービス加入には下水管接続等の初期コストが必要だが、メンテナンス・

清掃・汲み取り等が必要な浄化槽維持に係るコストより下水道使用料金のほうが全体的に安いことから、

ホテル側にとっても経済性は高いと考えられる。また、衛生面でも下水サービスのほうが優位性があるこ

とから、長期的には下水サービス加入数は増加する可能性が高い。なお、PPLP BALI によれば、ホテル･

レストランの商業施設に対しては右コストは請求されるが、一般家庭には請求されないとのことである（一

般家庭は月極使用料金のみ負担し、政府機関が右コストを負担する）。さらに補足すると、2011 年 2 月時

点における一般家庭の接続数は約 7,500 戸である。なお、PPLP BALI によれば、（正確なデータは存在し

ないものの）事業計画段階において本事業の一般家庭の接続数を約 9,100 戸と見込んでいたとのことであ

る。右接続割合は約 82％と概ね高い水準であると考えられることから、一般家庭の下水サービス加入はあ

る程度達成しているといえる。
19 詳細は「3.5.3 持続性・運営維持管理の財務」にて後述
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（n＝80) わからない／未回答：12.5%

衛生状況の改善：39.7%

道路の美化：30.5%

健康状態の改善：12.2%

家事が楽になった：10.7%

隣人との関係向上：1.5%

環境意識の向上：3.8%

3）2）で「はい」と答えた理由・具体的な貢献は何か

（複数回答あり：n＝131）

その他：1.6%

はい：75.0%

いいえ：5.0%

4) 導入された下水道システムは生活環境の改善に貢

献したと思うか（企業・商店経営者等への質問）

(n＝40) わからない／未回答：20.0%

衛生状況の改善：57.5%

道路の美化：35.0%

健康状態の改善：2.5%

環境意識の向上：2.5%

5）4）で「はい」と答えた理由・具体的な貢献は何か

（複数回答あり：n＝40）

その他：2.5%

出所：受益者調査結果

（有効性レーティングの判断・結論）

定量的データに関して、本事業の汚水処理能力 36,000m3/日と実際の汚水処理量約

23,000m3/日（2010 年実績）とを比較分析するに、現時点で汚水処理量は高いとは言えない。

今後は大口需要先であるホテルの下水サービス加入が進み汚水処理量の増加が見込まれる

ものの、新規サービス加入やフェーズⅡ事業によるサービスエリアの拡充20等を待つ必要が

あり、相応の時間を要する。一方、下水サービス導入済エリアにおける受益者調査結果で

は、下水サービス加入者は概ね満足していることから、一定の事業効果はあると認められ

る。以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。

3.4 インパクト

3.4.1 インパクトの発現状況

3.4.1.1 経済成長に係るインパクト

以下図 5 はバリ州全体及び本事業により下水システムが導入されたデンパサール市周辺

（デンパサール地区・サヌール地区）及びバドゥン県（レギャン・スミニャック地区）の

域内総生産額（GRDP）の推移である。直近 10 年においては経済成長を遂げている。下水・

環境インフラの整備により都市機能の整備・拡張が進み、経済活性化・商業観光収入の増

加への貢献があると考えられるものの、本事業では下水整備エリアが計画比で減少し、多

くの大型ホテルが下水サービス加入を見送ったことによる汚水処理量の低迷に直面した事

20 JICA 資料によると、2014 年の予定
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実から、現時点でその貢献度合いは限定的であると推察される。

出所：バリ州統計局

図 5 バリ州、デンパサール市、バドゥン県の域内総生産額（GRDP）

3.4.2 その他、正負のインパクト

3.4.2.1 自然環境へのインパクト

本事業による環境への重大な負のインパクトはない21。また、下水処理場から最も近い住

宅エリアは約 500m と離れていることもあり、悪臭や騒音の苦情等はない。なお、環境影響

評価（EIA）は、1998 年と 2003 年に実施された22。

下水処理場内に水質検査室があり、定期的に水質検査も行われている。処理水の検査結

果は毎月バリ州政府・環境モニタリング機関（BLH）に報告されている。BLH は水質デー

タに問題があると判断すれば下水処理場に対して是正勧告を行い、改善措置を求める。現

在、処理水質はバリ州の水質環境基準（排水基準：BOD は 50mg/l、COD は 100mg/l）以下

に収まっており、問題はないと考えられる（参照：2011 年 1 月の実績（平均値）は、BOD

が 18.56mg/l、COD が 45.35mg/l、同年 2 月は BOD が 19.53mg/l、COD が 55.21mg/l、同年 3

月は BOD が 30.60mg/l、COD が 60.65mg/l23）。

21 現地調査を通して特段自然環境への負の影響は見受けられなかった。なお、事業実施中には環境モニタ

リングが毎月実施され、当該モニタリング報告書がバリ州政府に提出されていた。下水管敷設工事の際に

は、敷設エリア周辺への振動・騒音発生に極力配慮がなされた。PPLP BALI によれば、工事開始前に地元

コミュニティに対し、事業への理解・協力を目的とした説明会を幾度か行い、住民の要望に基づき夜間工

事を行わないなどの配慮に努めたとのことである。
22 1 回目は公共事業省（中央政府）が実施し、2 回目は地方分権化後にバリ州政府が実施した（＝同国の行

政機構改革に伴い、EIA も 2 度実施された）。
23 雨季・乾季の季節性があるため、基本的には年間データをレビューすべきと考えられるが、インドネシ

ア側（BLUPAL）は 2011 年 1 月～3 月のみ適切に計測・保管していた。2010 年 12 月以前のデータは入手

（単位：億ルピア）
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また、デンパサール市を流れる河川水質の BOD（生物化学的酸素消費量）24、バリ島南

部の海岸 5 箇所を計測ポイントとした COD（化学的酸素要求量）25の数値の平均は、2010

年実績でそれぞれ 3.77mg/l、37.63mg/l であった26。この BOD・COD 値の両方に共通するが、

既出の汚水処理量の低迷や河川が流れるデンパサール地区における敷設エリアの減少要因

等を考慮すると、事業効果との因果関係を立証することは容易でないと言わざるを得ない。

つまり、BOD、COD 値の増減と本事業実施との因果関係は明確に指摘・分析することはで

きないと考えられる。

下水処理場内には汚泥を処理する安定化池（ラグーン）がある。事業完成から間もない

こともあり、安定化池の汚泥の搬出は未実施である。PPLP BALI によると、汚泥は安定化

池で今後さらに数年蓄積させてから、纏めて搬出する予定である（＝コストもかかるため、

現在は未だ搬出される段階ではない）。汚泥は処理された後に埋立材や肥料に加工されると

のことである。

3.4.2.2 住民移転・用地取得

住民移転に関しては、実施機関へのインタビュー及び現地視察を通して発生しなかった

ことを確認した。既出の効率性・事業期間の説明のとおり、用地取得は発生したが、本事

業の下水処理場建設予定地（9.2ha）は林業省の所有であったところ、所定の移転手続きを

行った。

3.5 持続性（レーティング：③）

3.5.1 運営・維持管理の体制

事後評価時において本事業の運営･維持管理を担っているのは下水処理公共サービス機

関（以下、「BLUPAL27」）である。BLUPAL はバリ州、デンパサール市長、バドゥン県知事

の 3 者が共同で組織代表を務め、PPLP BALI が BLUPAL の実務上の監督を行っている。

JICA は 2007 年に BLUPAL 設立支援のために案件実施支援促進調査（SAPI）を実施し、

組織体制の整備や下水料金の設定等に係る提言を行っている。現在の BLUPAL の組織体制

に関して、代表の下に技術部門と管理財政部門が存在する。技術部門は、技術計画担当、

下水回収担当、下水処理場担当から構成され、管理財政部門は、顧客担当、財政担当、総

できなかった。
24 水中の有機物などの量をその酸化分解のために微生物が必要とする酸素の量で表したもの。デンパサー

ル市南部を流れる 2 つの川の水質を対象とした。
25 水中の被酸化性物質を酸化するために必要とする酸素量で示したもので、排水規準に用いられ海域と湖

沼の環境基準に用いられる。
26 事業実施前（1990 年）の数値は、BOD が 32.2mg/l、COD が 28.3mg/l であった。
27 バリ州では 2005 年に公共サービス機関の財政管理に係る法律が策定され、翌 06 年に BLUPAL が設立さ

れた。
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務担当から構成されている。現在のスタッフ数は 43 名である。そのうち 15 名が本事業で

整備された下水管、中継（増圧）ポンプ場、下水処理場の運営・維持管理を担当している。

一方、事後評価時点で BLUPAL は組織創世期の段階にある。「3.5.3 運営・維持管理の財

務」でも後述するが、下水道使用料金徴収が開始されておらず、現在は公共事業省・バリ

州政府・デンパサール市・バドゥン県からの補助金によって運営・維持管理が行われてい

る状況である。但し、2011 年 4 月にバリ州議会において BLUPAL の組織整備や下水道使用

料金徴収に係る法案が可決され、BLUPAL の組織体制・責任が明確になり、今後徴収は可

能となった。BLUPAL によれば、今後組織名を改名し、同年 8 月以降に徴収を開始する予

定とのことである。また、現在補助金を配賦している上記の各自治体も BLUPAL が下水道

使用料金徴収を開始した後も継続支援を行うとしている。一例として、右料金の徴収額状

況に応じて補助金を継続して支出する意向を示しており、BLUPAL の運営維持管理費等の

確保に努めるとのことである28。なおスタッフ数に関して、上述の SAPI において BLUPAL

のスタッフ総数は 70 名、うち運営維持管理のスタッフ数は 22 名が将来の組織体制として

望ましいと提言されていたが、BLUPAL によると、今後組織体制･責任が明確になり、下水

道使用料金の徴収が開始されると、人員増による組織体制の充実は検討しているとのこと

である。

以上より、BLUPAL は組織創生期であり、今後の推移を見守る必要があるものの、現時

点では今後の運営・維持管理の体制に問題はないと判断できる。

3.5.2 運営・維持管理の技術

BLUPAL の運営維持管理スタッフは国内外の研修・トレーニングへの参加実績がある。

一例として、2007-08 年にマレーシアで開催された下水施設・処理場の職務実施トレーニン

グに計 14 名が参加し、08 年にバリ州で開催された下水システム研修に計 8 名が参加してい

る。直近では、スラバヤで開催された水質検査モニタリングの研修に 3 名が参加している

（これら研修期間は主に 5 日～30 日間）。また、フェーズⅡ事業の施工管理コンサルタント

等が随時 BLUPAL のスタッフに設備・電機・下水処理場のオペレーションに関する指導・

監督も行っており、運営維持管理の技術レベル確保・向上が図られている。加えて、新規

スタッフへの OJT トレーニングも随時行われている。

以上より、BLUPAL における研修･トレーニングや指導が着実に実施され、将来の運営維

持管理に係る技術レベルの確保・向上が目下進められていることを踏まえると、今後の運

営・維持管理に係る技術レベルは概ね問題ないと判断できる。

28 但し、3.5.3 運営・維持管理の財務で後述するとおり、補助金はサービス加入者数・徴収額に応じて段階

的に削減・廃止し、将来的には下水道使用料金のみに依存する独立採算制を目指す。
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3.5.3 運営・維持管理の財務

事後評価時点において、BLUPAL の運営維持管理予算は公共事業省（中央政府）、バリ州、

デンパサール市、バドゥン県からの補助金により構成されている。以下表 4 は運営・維持

管理業務が開始された 2008 年 12 月以降（実質 2009 年以降）の運営維持管理予算・配賦額

である。PPLP BALI 及び BLUPAL によれば、右配賦額は運営維持管理業務を行う上で不足

はないとのことである（＝必要な予算が概ね配賦されている）。なお、既出のとおり、本年

8 月以降は一般家庭やホテルなど商業施設から下水道使用料金を徴収することが決まって

いる。今後、補助金はサービス加入者数・徴収額に応じて段階的に削減・廃止となり、下

水道使用料金収入29のみに依存する独立採算制となる30。当面はその推移を見守る必要があ

ると思われるが、右移行プロセスも確認できており、また既出のとおり、各補助金支出機

関も必要とされる徴収額が確保されるまでは補助金を支出することを明言していることも

踏まえると、大きな問題はないと考えられる。

表 4 本事業の運営維持管理予算
（単位：百万ルピア）

補助金配賦機関 2009 2010

公共事業省 1,633 1,047

バリ州政府 1,026 1,644

デンパサール市 730 749

バドゥン県 394 579

合 計 3,783 4,019

出所：PPLP BALI、BLUPAL 資料

以上より、BLUPAL の運営・維持管理に係る財務レベルに問題はないと判断できる。

3.5.4 運営・維持管理の状況

以下は本事業の主要施設・設備の維持管理状況である。各施設・設備において定期メン

テナンスは実施されている。スペアパーツも一定量調達・保管されている31。メンテナンス・

マニュアルに関しては、フェーズⅡ事業の施工管理コンサルタント等の支援を受けて策定

中であり、完成後は直ちに各部署に配備されることになっている。

29 今後の下水道使用料金の徴収体制については、サービス加入者は最寄りの金融機関で毎月支払う仕組み

になっている。
30 今後、下水道使用料金体系は 3 年毎に見直される見込みである。公共事業省（中央政府）、バリ州、デン

パサール市、バドゥン県間で下水事業としての採算が確保されるよう協議・調整が行われることになって

いる。
31 BLUPAL によれば、既出の組織運営や下水道使用料金徴収に係る法案がバリ州議会で可決したこともあ

り、今後パーツの調達手続きはより迅速になるとのことである。
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■2 次・3 次下水管、幹線管渠等

現在、サヌール地区・クタ地区を中心に一般家庭から流下する固形廃棄物・ゴミ等によ

り 2 次･3 次下水管が詰まっている箇所がある。しかし、目下フェーズⅡ事業の資金も用い

てゴミ吸引車（以下図 7）等機材を調達し、維持管理スタッフによるゴミ除去作業が行われ

ている。加えて、PPLP BALI 及び BLUPAL は住民に対するゴミ投棄防止に係る啓発活動・

説明会を活発に開催しており、ゴミ詰まり問題に関しては必要な対策が取られている状況

にある。

幹線管渠については、現時点で大きな問題は発生していないが、管渠上のマンホールが

材質劣化により一部破損し、順次取り替え作業が行われている32。

■増圧（中継）ポンプ場・マンホール形式ポンプ場

増圧（中継）ポンプ場及びマンホール形式ポンプ場も、下水敷設エリアから流下するゴ

ミ等が詰まり、一部の稼動に懸念が生じている。前者は時折稼働停止を招く程度であるが、

後者はポンプに不具合が発生している33。しかし、上記 2 次･3 次下水管のケース同様、フェ

ーズⅡ事業の資金も用いて当該ポンプ場のゴミ除去・流下防止対策（例：スクリーンや防

護ネットの設置等）及びポンプ施設の修理が今後実施されることが確定している。

■下水処理場

下水処理場の維持管理状況には特段大きな問題はない。汚水汲み上げポンプ、発電施設、

浄化施設等は概ね良好に稼働している。

図 6 中継（増圧）ポンプ場施設 図 7 ゴミ吸引用車輌

（サヌール地区）

32 PPLP BALI によると、当初はコンクリート製のマンホールを敷設したが強度不足と思われる要因で一部

が破損し、現在、鋼製フレームも用いて順次補強しているとのことである。
33 2011 年 2 月末時点で、本事業のマンホール式ポンプ場（6 箇所）のポンプユニット計 12 台のうち、5 台

に不具合が生じている。現地インタビューによれば、「流下するゴミにもいろいろあるが、固形廃棄物や家

庭用食器（スプーンやフォークなど）が届くこともあり、正常な稼動を阻害している」とのことであった。
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（持続性レーティングの判断・結論）

BLUPAL の組織体制面・技術面・財務面に問題はないと考えられる。一方、ゴミ詰まり

による下水管・ポンプ場施設の稼働に問題が発生しているものの、現在、インドネシア側

は予算･機材・人員を投じてゴミ問題・防止策に鋭意取り組んでおり、着実な解決が見込ま

れている。以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業

によって発現した効果の持続性は高い。

4. 結論及び教訓・提言

4.1 結論

本事業と政策及び開発ニーズの間に整合性は見られる。一方、事業期間は大幅に遅延し、

事業予算の不足により下水敷設エリアが減少したため一部アウトプットは達成できなかっ

た。加えて、大口需要先である大型ホテルの多くが下水サービス加入を見送ったことが影

響して汚水処理量実績も処理能力に比して 6 割程度に留まった。維持管理状況については、

下水管や増圧（中継）ポンプ場においてゴミ詰まりが発生しているが、インドネシア側は

予算･機材・人員を充てて対策を取っている。以上より、本事業の評価は一部課題があるも

のの、インドネシア側は新規営業や立て替え等を検討しているホテルに対して積極的に下

水サービス加入を促して汚水処理量の増加に努めており、その点は評価できる。

以上より、本事業は一部課題があると評価される。

4.2 提言

（実施機関への提言）

汚水処理量を増加させるため、一般世帯及びホテル等に対して下水サービス加入を今後も

鋭意促すことが望ましい。特に観光開発が進んでいるバリ島において大口需要先であるホ

テルの汚水量は大きいため、積極的に下水サービスの加入を促すことは不可欠である。ま

た今後、汚水処理量の増加に伴い維持管理業務も増えると想定されるが、BLUPAL は下水

サービス加入者数増加に応じて人員増及び技術面の確保を適時図る必要がある。

（JICA への提言）

現在、インドネシア側は下水管のゴミ詰まりやそれに起因するマンホール式ポンプ場故

障等の解決に努めているところ、必要に応じて JICA 現地事務所もその進捗をモニタリング

し、改善策に係る助言や側面支援を行うことが望ましい。
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4.3 教訓

事業遅延に伴うリスクを可能な限り排除することが望ましい。本事業では、下水処理場

建設に伴う用地取得交渉・手続きに想定以上の時間を費やした結果、その間にホテルが自

前で浄化槽を設置してしまい、下水サービス加入者数・汚水処理量が低迷した34。政権人事

の交代による行政手続きの遅延等は大きな要因であったが、それら要因があるにしても事

業の継続性を確保しその都度遅延リスクを排除する姿勢は実施機関側・援助実施側双方に

求められる。

以 上

34 ホテル業界が自前で浄化槽を設置したことについては、ある意味やむを得なかった部分もあるが、見方

によって現地の社会・経済にとって損失とも捉えられる。こうした経緯・結果も教訓に活かす必要がある

と考えられる。
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主要計画／実績比較

項 目 計 画 実 績

（下水道整備エリア）

1）デンパサール：1,038.8ha

2）サヌール：331.8ha

3）クタ：355.0ha

（合計：1,717.6ha）

（下水道整備エリア）

1）デンパサール：520.0ha

2）サヌール：330.0ha

3）レギャン・スミニャック（クタ

の代替）：295.0ha（合計：1,145.0ha）

（管渠）

- 2 次・3 次下水管

1) デンパサール：126.02km

2） サヌール：32.72km

3） クタ：17.60km

（合計：176.34km）

- 幹線管渠

1) デンパサール：15.14km

2） サヌール：4.31km

3） クタ：11.20km

（合計：30.65km）

- 送水管

1) デンパサール：4.39km

2） クタ：1.20km

（合計：5.59km）

- 圧送本管

1) サヌール：5.16km

2） クタ：5.20km

（合計：10.36km）

（管渠）

- 2 次・3 次下水管

1) デンパサール：77.10km

2）サヌール：30.70km

3）レギャン・スミニャック（クタ

の代替）：19.8km（合計：127.60km）

- 幹線管渠

1) デンパサール：23.70km

2）サヌール：9.40km

3）レギャン・スミニャック（クタ

の代替）：11.40km（合計：44.5km）

- 送水管

1) デンパサール：0km

2）レギャン・スミニャック（クタ

の代替）：0km（合計：0km）

- 圧送本管

1) サヌール：3.90km

2）レギャン・スミニャック（クタ

の代替）：4.90km（合計：8.80km）

（ポンプ場）

1）中継（増圧）ポンプ場

サヌール×1、クタ×1

（合計：2 箇所）

2）マンホール形式ポンプ場

サヌール×2、クタ×2

（合計：4 箇所）

（ポンプ場）

1）中継（増圧）ポンプ場

デンパサール×1、サヌール×1、

クタ×1（合計：3 箇所）

2）マンホール形式ポンプ場

サヌール×6 （合計：6 箇所）

（下水処理場）

汚水処理能力：44,000 m3/日

（下水処理場）

汚水処理能力：51,000 m3/日

①アウトプット

（コンサルティング・サービス）

406M/M（外国：121Ｍ/Ｍ、ローカ

ル：285M/M）

（コンサルティング・サービス）

1,078M/M（外国：236Ｍ/Ｍ、ローカ

ル：842M/M）

②期間 1994 年 11 月～2001 年 8 月
（82 ヶ月）

1994 年 11 月～2008 年 9 月
（167 ヶ月）

③事業費

外貨

内貨

合計

うち円借款分

換算レート

1,693百万円

4,660百万円

6,353百万円

5,400百万円

1Rp.＝0.050円

（1994年11月）

2,348百万円

3,984百万円

6,332百万円

5,231百万円

1Rp.＝0.008257円

（2003年12月～2008年9月平均）


