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【円借款】

インドネシア

バリ海岸保全事業

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は整合性が見られる。本事業では、サヌール・ヌサ

ドゥア・クタ海岸の侵食防止・回復及びタナロット寺院の岩壁補強工事等が実施されたと

ころ、事業期間は大幅に超過したが、事業費は計画内に収まった。また、インタビュー調

査及び受益者調査結果から判断するに、漁民の生活・生計が安定し観光業者への恩恵はあ

るといえる。維持管理機関であるバリ流域管理事務所の技術面、維持管理予算不足による

維持管理状況に若干懸念があるものの、運営維持管理・体制面に関して、大きな問題はな

いと考えられる。以上を総合して、本事業の評価は高いといえる。

1．案件の概要

案件位置図 養浜後のヌサドゥア海岸

1.1 事業の背景

島嶼国家であるインドネシアは、海岸侵食が国内各地で見られるようになっていた。観

光地として人気の高いバリ島1も例外ではなく、珊瑚の乱獲、急速な都市化、経済成長・観

光産業の過熱化等により南部エリアのサヌール・クタ・ヌサドゥア海岸及びタナロット寺

院では、海岸侵食が年々進行していた。同島の観光産業はインドネシア経済にとって外貨

獲得、地域開発の面で重要であるが、美しい砂浜が減少することにより観光地としての魅

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居住する。主要産業は観光業であり、全 GRDP に占める割合は約 30％

である。（次に農業、製造業と続く）
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力が低下することが懸念されていた。また、海岸線後退による土地・生産資源の減少は、

漁民を含む住民の生活環境を脅かすまでになっていた。したがって、観光産業・経済社会

の基盤整備及び住民の生活安定のために海岸保全対策を実施することは急務とされていた。

1.2 事業の概要

波浪の影響により海岸侵食が進み、砂浜が減少しているバリ島南部エリアにおいて、養

浜、突堤、潜堤、離岸堤等の建設・土木工事を行うことにより、海岸侵食被害の軽減を図

り、もって地域住民の生活環境改善、経済活性化及び観光の振興に寄与する。

円借款承諾額／実行額 95 億 600 万円／87 億 6,900 万円

交換公文締結／借款契約調印 1996 年 11 月／1996 年 12 月

借款契約条件 金利 2.5％（うちコンサルタント部分：2.1％）、

返済 30 年（うち据置 10 年）

一般アンタイド

借入人／実施機関 インドネシア共和国政府／

公共事業省水資源総局（DGWRD）

（維持管理機関はバリ流域管理事務所）

貸付完了 2008 年 12 月

本体契約（10 億円以上のみ記載） Taisei-Rinkai-PP（インドネシア）、PT.Pembangunan

Perumahan（インドネシア）・大成建設（日本）・りん

かい建設（日本）（JV）、PT.Waskita Karya（インドネ

シア）・五洋建設（日本）（JV）

コンサルタント契約（1 億円以上

のみ記載）

PT. Yodya Karya（インドネシア）・Necon Ciptajasa（イ

ンドネシア）・Institut Teknologi Bandung（インドネシ

ア）・Universitas Gadjah Mada（インドネシア）・日本

工営（日本）（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：（1989 年）JICA「バリ海岸緊急保全事業計画」

関連事業 N/A

2．調査の概要

2.1 外部評価者
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稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社）

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 2 月 7 日～2 月 25 日、2011 年 5 月 13 日～20 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：B2）

3.1 妥当性（レーティング：③3）

3.1.1 開発政策との整合性

審査時のインドネアシア「第 6 次 5 カ年計画」（1994-99 年）では、開発と環境保全を両

立させ自然資源の維持を図ることが提唱されていた。その中で、海岸侵食により減少した

土地の回復と保全は重要視されていた。

一方、事後評価時の「国家中期開発計画」（2010-14 年）においても、環境保全及び海岸

侵食防止に係るインフラ整備の必要性が提唱されている。また、公共事業省は 2010 年 1 月

に「公共事業省戦略計画」（2010-14 年）を策定し、海岸侵食防止は国家領土及び海岸沿い

のインフラ施設の安全確保にとっても重要であると位置づけている。今後、バリ島を含め

た国内 27 箇所における海岸線 230km の保全・回復を目指している。

以上より、事後評価時においても海岸保全の必要性は引き続き重要視されており、審査

時・事後評価時ともに国家計画、セクター計画等それぞれにおいて政策・施策との整合性

が認められる。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

審査時のバリ島南部エリアの海岸4では波浪の影響を大きく受けて海岸侵食が進み、砂浜

が減少し、漁民を含む住民の生活環境を脅かすまでになっていた。また、美しい砂浜が減

少することにより、観光地としての魅力の低下も懸念されていたため、海岸侵食を防止す

る海岸保全対策が求められていた。

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 バリ島の海岸では、マリンスポーツなどの観光業、漁業、宗教儀式（ヒンズー教の祭礼）、住民同士の交

流などが日常的に見られる。
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一方、事後評価時において、サヌール、ヌサドゥア、クタ海岸の砂浜が回復し、観光資

源としての魅力も高まった。しかしながら、バリ島では引き続き経済発展・観光開発に伴

って海岸侵食の被害は拡大傾向にある5。同島の海岸線総延長は約 438km であるが、これま

でに約 182km において海岸侵食被害が発生している。インドネシア側は 2009 年までに約

81.5km の海岸保全対策6を実施したが、未だ約 100km が手つかずの状態にある。海岸保全対

策を施さなければ、今後も侵食被害が拡大すると見込まれている。

以上より、事後評価時においてもバリ島の海岸保全は重要な課題であり、審査時・事後

評価時ともに開発ニーズとの整合性が認められる。

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、1960 年代以降、観光開発が

進み環境問題が顕在化しつつあったバリ島に対し環境インフラの整備・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）。

3.2 効率性（レーティング：②）

3.2.1 アウトプット

事業実施前のバリ島南部エリアの海岸では海岸侵食が進み、観光資源の減少・住民の生

活環境の低下が指摘されていた。本事業では養浜7、突堤8、潜堤・人口リーフ9、離岸堤10等

の建設・土木工事を実施したが、以下表1は JICA 資料による事業実施前の各サイトの状態、

表 2 では本事業のアウトプット計画及び実績を示す。

5 海岸侵食の発生要因については後述コラム No.3 を参照。
6 養浜、突堤などの構造物の工事・据付等。本事業も含む。
7 侵食が進んだ海岸線に砂を投入して整備・回復を行うこと
8 海岸線から直角方向に配置される構造物で、一定の間隔で数本～数十本設置される。沿岸に平行に生じ

る海浜流を制御し、砂の流出を止める作用がある。なお、配置される場所の地形や波の対流状況等により

T 型突堤・直線突堤が決定・配置される。
9 潜堤は水面下に設置される構造物で、人口リーフは堤端のうち天端（構造物の最頂部）を広げたもので、

どちらも波の力を消す作用（消波）がある。
10 海岸の沖合に設置される構造物で、沖合からの波の力を弱める作用がある。海岸侵食を防止するととも

に、砂の堆積を促す作用もある。
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表 1 事業実施前における各サイトの状態

サイト 事業実施前の状態

サヌール海岸 建設資材用の珊瑚乱獲等による海岸侵食が深刻であり、およそ 10-30m

の海浜後退が見られた。

クタ海岸 バリ国際空港の滑走路の北の部分の 2.5kmに渡る海浜でかなりの海岸

線の後退があった。

ヌサドゥア海岸 もともと離れていた小島が砂の堆積で陸続きとなったため、南からの

砂の供給が無くなったこと、また珊瑚採掘により、一部エリアに 1km

に渡り侵食が顕著であった。

タナロット寺院 寺院周辺の海域は波浪の影響等で岩の保護壁の傷みも大きく侵食も

進み、寺院が崩れる危険性もあった。

出所：JICA 資料

表 2 本事業のアウトプット計画及び実績

サイト 計画 実績

サヌール海岸 - 養浜（4 区間：養浜砂 93,476 ㎥）

- 離岸堤（6 基）

- 直線突堤（7 基改築）

- 潜堤・人口リーフ（3 基）

- 養浜（4 区間 6,960m：養浜砂

301,196 ㎥、遊歩道 5,830m）

- 離岸堤（1 基）

- 直線突堤（6 基新築、7 基改築）

- 潜堤・人口リーフ（キャンセル）

クタ海岸 - 養浜（4 区間：養浜砂 450,000 ㎥）

- T 型突堤（3 基）

- 直線突堤（1 基）

- 養浜（4 区間 7,000ｍ：養浜砂

519,605 ㎥、遊歩道 3,400m）

- 離岸堤（3 基）

- 珊瑚礁修復（2 箇所計 17,000 ㎡）

- T 型突堤（キャンセル）

- 直線突堤（キャンセル）

ヌサドゥア海岸 - 養浜（5 区間：養浜砂 368,579 ㎥）

- 直線突堤（4 基）

- 離岸堤（2 基）

- 養浜（5 区間 6,400m：養浜砂

342,562 ㎥、遊歩道 3,280m）

- 直線突堤（6 基新築、7 基改築）

- 離岸堤（キャンセル）

タナロット寺院 - 離岸堤（1 基）

- テトラポッド（1,106 基）

- 離岸堤（キャンセル）

- 潜堤（1 基）

- テトラポッド（7,110 基）

コンサルティン

グ・サービス

M/M 量：480M/M（外国コンサル

タント：144Ｍ/Ｍ、ローカルコンサ

ルタント：336M/M。主な TOR は、

詳細設計見直し、本体事業発注の

補助、本体事業施工管理、海浜地

形変化のモニタリング調査計画の

作成等）

M/M 量：1,479.34M/M（外国コン

サルタント：362.96Ｍ/Ｍ、ローカ

ルコンサルタント：1,116.38M/M。

TOR は計画どおり実施）

追加アウトプッ

ト ---

- 駐車場建設（クタ海岸：3,300 ㎡）

- 珊瑚移植（クタ海岸：10,000 ㎡、

34 種 111,742 片）、等

出所：JICA 資料、事業完成報告書（PCR）、質問票回答

以下は上記表 2 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・
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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．サヌール・クタ・ヌサドゥア海岸

養浜砂（投入砂量）が計画比11で増加が見られる理由は、詳細設計の段階（1997-2000 年）

までに海岸侵食が進み、必要な養浜砂を再度見積った結果によるものである。

離岸堤、直線突堤、Ｔ型突堤、潜堤･人口リーフの数量変更・キャンセル等の理由は、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。住民説明会12の際に、地元住民が当

初計画のアウトプット数・配置等では海岸の景観に懸念があると表明したため、見直し・

変更されたためである。

クタ海岸にて珊瑚礁修復を行った理由は、同エリアの珊瑚礁から建築用ブロック材の切

り出しが過去に行われ、現地測量結果からも痕跡と見られる凹部が確認されたためである。

つまり、その凹部を周辺地形に合わせて修復すると、海岸線に到達する波エネルギーが低

減し、海岸侵食防止になると技術的にも判断されたため、実施されることになった。

2．タナロット寺院

離岸堤のキャンセル及び潜堤・テトラポッドの増加の理由は、詳細設計時に当初設計を

見直したためである。海面上に構造物が見える離岸堤よりも海面下で消波できる潜堤及び

テトラポッド投入増のほうが（事業完成後の）寺院の景観に良いと判断されたためである。

3．コンサルティング・サービス

M/M 量が当初計画比で超過した理由は、主に事業期間の延長に伴うものである。（以下効

率性・事業期間にても説明するが）クタ海岸・地元住民に事業スコープに係る説明会を実

施した際に、交渉・調整に時間を要した結果であり、M/M 量は増加した。

4．追加アウトプット（クタ海岸の駐車場建設及び珊瑚移植）

クタ海岸において駐車場を建設した理由は、事業スコープに係る住民説明会を開催した

際に地元住民から建設・整備の要望があったためである13。また、珊瑚移植の理由も主にク

タ地区住民から要望を取り入れたためである。上述の珊瑚礁修復の一環として実施された。

11 なお、審査時計画値は 1989 年作成の F/S に基づいていた。
12 インドネシア側は建設される構造物や実際の効果に係る説明を住民に行い、彼らの要望を取り入れるこ

とに努めた。実施機関によると、判明しているだけで事業実施中に合計 45 回実施したとのことである。
13 観光客の受け入れによる駐車場料金収入増や周辺の混雑緩和等を見込んで建設・整備の要望があった。

なお、管理は地元コミュニティが行っている。
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図 1 プロジェクトサイトの位置図

図 2 事業実施前・実施後の状況14

（左：サヌール海岸、中央：クタ海岸、右：ヌサドゥア海岸）

14 実施前・実施後の写真（図 2・図 3）は、本事業の施工監理コンサルタント日本工営株式会社より提供
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3.2.2 インプット

3.2.2.1 事業期間

本事業の期間は、1996 年 12 月から 2002 年 11 月までの 6 年（72 ヶ月）と計画されていた

が、1996 年 12 月から 2008 年 12 月までの 12 年 1 ヶ月（145 ヶ月）を要し、計画を大幅に

上回った（計画比 201％）。

事業遅延の最大の理由は、事業開始後にクタ地区住民コミュニティが事業計画に反対を

唱え、既出のとおり実施機関は幾度も説明会を開催し、住民の意見を取り入れて事業計画

を見直し・再設計したことに起因する。右調整及び手続きに多くの時間を割き、実際の工

事開始も遅れるに至った。同地区の住民が反対を唱えた理由は、1）突堤など構造物が造成

されることで海岸の景観が損なわれ観光業に負の影響がある、2）以前より、サーフィンが

盛んな場所であるが、構造物を建設すると波が小さくなり観光客が減少するのを懸念した、

等が挙げられる15。

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 126 億 7,500 万円（うち円借款対象は 95 億 600

万円）であったのに対し、実績額では 96 億円（うち円借款対象は 87 億 6,900 万円）となり、

計画内に収まった（計画比 76%）。実績が当初計画内に収まった理由は、主に実施機関が

入札・調達・契約に係る資金管理を徹底して事業資金の節約に努めたこと、為替変動によ

る要因等が挙げられる。

15 加えて、地元コミュニティのリーダーによると、軍政下時代に同海岸で実施された海岸保全事業（突堤

など構造物建設等）の結果がトラウマになっているとのことであった。右事業では軍人向けホテルの周辺

のみに突堤が建設されたが、周囲の景観も損なわれ、地元コミュニティへの恩恵はほとんどなかった。本

事業の話が持ち上がった当初に多くの住民が反対したのは、ある意味やむを得なかったとのことである。

図 3 事業実施前・実施後の状況

（ヌサドゥア海岸：空中撮影）
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以上より、本事業は事業期間が計画を大幅に上回り、事業費は計画内に収まったため、

効率性は中程度（②）と判断される。

3.3 有効性（レーティング：③）

3.3.1 定量的効果

3.3.1.1 運用・効果指標

1）海岸侵食被害の軽減（養浜砂のモニタリング）

本事業では侵食被害が顕著であったサヌール、クタ、ヌサドゥア海岸に砂を投入し、海

浜の回復を図った。審査時には侵食被害面積に関する指標・データが整備されていなかっ

たため、本有効性評価（定量的評価）の調査では、以下表 3 のとおり、投入された養浜砂

の残留割合を分析対象とし、事業効果の判定を行った。一方、審査時における「養浜完了

後の砂の歩留まり（残留割合）はいずれの海岸も 80％」16と見込まれていた。

表 3 養浜完了後における養浜砂量の残留割合

サイト

（養浜完了年月/養浜砂量）

養浜完了時を 100 とした残留割合

（カッコ内の年月はモニタリング実施時期）

サヌール海岸

（2004 年 10 月/301,196 ㎥）

約 94％

（2004 年 12 月）

約 95％

（2005 年 10 月）

約 90％

（2006 年 12 月）

クタ海岸

（2008 年 12 月/519,605 ㎥）

約 90％

（2009 年 11 月）

約 85～90％

（2010 年以降）

ヌサドｩア海岸

（2004 年 10 月/342,562 ㎥）

約 98％

（2004 年 11 月）

約 96％

（2005 年 12 月）

約 93％

（2007 年 1 月）
出所：実施機関へのインタビュー、本事業施工管理コンサルタント資料

注：表内の割合（数値）は各サイトの各計測ポイントの平均値を算定

2007 年以降のサヌール海岸については、養浜砂・残留量のモニタリングが実施されてい

ないため以後の残留割合は不明だが、実施機関によれば養浜完了後から総じて約 80％～

90％の残留割合としている。また、クタ海岸については、事後評価時までに総じて約 85-90％

の残留としている。一方、ヌサドゥア海岸でも 2007 年以降モニタリングは実施されていな

いが、総残留割合は約 90％前後としている。

以上から、養浜砂残留割合のデータは事業完了時～事後評価時まで満足に計測されてい

るとは言えないものの、審査時において養浜砂量の歩留まり（残留割合）が 80％とされ、

事業完成後の各海岸における養浜砂残留割合は概ね 80％以上であることを鑑みれば、養浜

事業の効果は保持されていると言える。なお、本事業では貯蔵用の砂（ストックパイル：

16 JICA 審査資料集の情報。なお、養浜砂残留量に関する国際基準やインドネシア国内基準及び本邦の基準

は存在しない。
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約 14 万㎥）も調達したが、ほぼ未使用の状態であり、当面は流出した砂をある程度回復さ

せる（＝汀線を維持する）ことができる。（適切に維持管理が行われることも前提であるが）

当面の事業効果はあると考えられる。

3.3.1.2 内部収益率の分析結果

（1）経済的内部収益率（EIRR）

審査時にはホテル・観光収入への波及効果等を勘案して、経済的内部収益率は 21.00％と

算出されていたが、これは将来的に現地の企業経営者及び観光施設経営者等に対して維持

管理費の負担を求め、バリ州政府が負担料金の徴収責任を負うことが前提とされていた。

しかし現在、当該料金は徴収されておらず、また維持管理予算も中央政府（公共事業省水

資源総局、以下「DGWRD」）からバリ流域管理事務所にほとんど配賦されておらず17、審査

時の前提条件が追えないため、今次調査では EIRR の再計算は行わなかった。

（2）財務的内部収益率（FIRR）

財務的内部収益率は審査時に計算されていなかったため、今次調査では再計算を行わな

かった。

3.3.2 定性的効果

今次調査では事業実施前に生活･生計が脅かされていた漁民及び観光業者を対象にイン

タビュー調査を行った。漁民からは、海浜の回復による生活環境の安定、漁業による収益

の向上、漁以外に観光業も始めている等、肯定的な意見が得られた。観光業者からも、観

光客数増加による収益向上に加え、環境美化・保護の意識が向上、保安員を雇い海岸の治

安維持に努めている、観光客の多様なニーズに応じることができた等、多くの肯定的な意

見が出された。本事業対象エリアで実施した具体的なインタビュー結果について、以下の

とおりコラム No.1 に纏める。

【コラム No.1：漁民・観光業者へのインタビュー結果】

1）漁民の生活（雇用）の安定・生計の向上

サヌール、ヌサドゥア、クタ地区の漁民18にインタビューを行ったところ、以下は主なコ

メントである。

①アウトカムレベル：

17 詳細は「持続性・運営維持管理の財務」にて後述する。
18 サヌールには漁業組合が 4 箇所（漁民数は合計約 200～250 名）、ヌサドゥアには 12 箇所（合計約 1,000

名）、クタには 4 箇所（合計約 200 名）ある。
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■ 海岸侵食が進んでいた養浜実施前は、船を係留する場所の確保が困難であった。漁に出

るのにも支障があったが、現在は安心して漁に出られる。

②インパクトレベル：

■ 養浜後は船を貸し出して観光客相手の仕事も始めている（漁業と兼業）。

■ 昔の漁師は低所得層の代名詞であったが、今では所得が上がっており、総じて満足して

いる。

以上から、漁業が安定し、漁民の生活環境は安定していることが窺える。また、一部の

漁民は観光業にも進出し収益を上げており、本事業の恩恵に授かっているといえる。

2）観光業者の経営安定・収益向上

各海岸のサーフ・ダイブショップ等マリンスポーツ店経営者へインタビューを行ったと

ころ、以下のとおりコメントを得た：

（1）サヌール海岸19

①アウトカムレベル：

■ 地元コミュニティに入る収益が増え、警備員を雇い入れることができた。警備員に海

岸を巡回してもらうことで、海岸周辺の治安が維持されている。

■ 養浜完了後、多くの経営者は海岸・環境を守ろうという責任感・義務感が芽生えてき

ていると思う。

②インパクトレベル：

■ 養浜完了後、多くのショップでは観光客受け入れが増え、収益が向上している。

■ 一部のショップでは大型観光客船を購入し、以前にも増して観光客の受け入れ整備を

進めている。

以上のコメントから、本事業を通して安全面への配慮及び環境への意識向上があること

に加え、観光による収益向上が発生していることが窺える。

（2）クタ海岸20

①アウトカムレベル：

■ 海岸は広くなり、景観も様変わりし、大変満足している。

19 サヌール海岸の観光業者数は 37。これは海岸上でショップを経営している数で、海岸から離れたところ

にあるショップは含まない。海岸上でショップを経営できる条件として、地元コミュニティの活動（宗教

行事も含む）に参加することが求められ、かつ、コミュニティ組織に監督･管理されることになっている。

経営者・従業員のほとんどは事業実施前より観光業に従事していた地元住民である（＝事業前・後では業

者数や業種に変更は少ない）。なお、当海岸ではダイブ・シュノーケリングショップが多い。
20 クタ海岸の観光業者数は約 100。サヌール海岸同様、観光業者は地元コミュニティに所属し、監督・管

理されている。同様に、本事業以前より経営していた業者（地元住民）がほとんどである。クタ海岸はサ

ーフィン向けの波があることで国内外に知られているため、観光業者のほとんどはサーフショップである。
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■ 養浜完了後以降、海岸を綺麗にしようという意識も観光業者間で醸成されたと思う。

■ 当初、クタ海岸の地元コミュニティや観光業者は本事業に反対したが、現在は養浜事

業への理解があり、恩恵も受けているのは間違いない。

②インパクトレベル：

■ 養浜が完了した後、多くのサーフショップでは観光客受け入れ・収益は増加している。

■ 2002 年と 05 年にクタ地区で起こった爆弾テロ21の影響により観光客数は一時減少した

が、その後の訪問者数が回復・増加しているのは養浜のおかげもあると思う。

既出のとおり、当初クタ海岸の地元コミュニティや観光業者は本事業に反対を唱えたも

のの、以上のコメントのとおり、現在は事業効果を認め、多大な恩恵を受けていると判断

できる。

（3）ヌサドゥア海岸22

①アウトカムレベル：

■ 養浜前は、海岸侵食が進み小型観光船を（海岸沿いの）道路近くまで退避させていた

こともあったが、現在は砂浜上に安全に保管できるようになった。

②インパクトレベル：

■ 2004 年の養浜完了後、観光客数・収益は増加している。

■ 各観光業者が保有する船舶（小型観光船）数も養浜前より増えていると思う。

■ 最近は中国人観光客が急増し、各マリンスポーツ・ショップの前で行列ができること

もある。養浜事業の恩恵を最も受けているのは彼らかもしれない。

以上より、養浜後のヌサドゥア海岸では侵食の懸念が無くなり、観光客向けのアクティ

ビティが多様かつ充実していることが窺える。本事業は観光客のニーズも満たすものであ

ったと言える。

21 2002 年には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

ジンバラン海岸にある 3 軒の飲食店で爆発し、23 人が死亡した。
22 ヌサドゥア海岸の観光業者数は 20。サヌール海岸同様、観光業者は地元コミュニティに所属し、監督・

管理されている。ジェットスキー、バナナボート、カイトボード等のマリンスポーツ・ショップが多い。

図 4 クタ海岸のサーフショップ 図 5 ヌサドゥア海岸のマリンスポーツ
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（有効性レーティングの判断・結論）

本事業完成後の各海岸における養浜砂残留割合は概ね 80％以上を達成しており、海岸侵

食被害の軽減が実現しているといえる。また、インタビュー調査結果から判断するに、漁

民の生活・生計が安定し観光業者への恩恵も多大である。加えて、次項目「インパクト」

の受益者調査結果も考慮すると、本事業は地域住民の生活環境の改善や観光産業の発展に

寄与し、直接的または間接的にバリ島の経済活動を下支えしていると推察できる23。以上よ

り、本事業の実施により概ね計画どおりの効果発現が見られ、有効性は高い（③）。

3.4 インパクト

3.4.1 インパクトの発現状況

3.4.1.1 海岸侵食防止による地域住民の生活環境の改善、地元企業の経営安定化

1）受益者調査の実施

事業実施前の各海岸では、珊瑚礁の人為的な切り出し等により、波浪の影響を大きく受

けて侵食が進んでいた。その結果、漁民を含む住民の生活環境を脅かしていた。本事業実

施により、住民・観光業者への波及効果・インパクトも小さくないと考えられる。そこで

今次調査では、本事業対象 4 エリア（サヌール海岸、ヌサドゥア海岸、クタ海岸、タナロ

ット寺院）の約 120 名の住民及び企業・商店経営者（ダイブ・サーフショップ含む）に対

してインタビュー形式で聞き取り調査（受益者調査）を行った。以下はその調査結果及び

レビュー・分析である。

以下図 6 は本事業の満足度に関する質問・回答である。「非常に満足している」、「満足し

ている」の回答が約 96%を占めており、住民及び企業・商店経営者は本事業を肯定的に捉

えている。図 7 はその回答理由だが、「海岸侵食の心配がなくなり、生活環境が向上した」、

「観光客数が増加した」との回答は多いが、「環境への意識が向上した」との回答も多い。

推測の範囲だが、「綺麗に整備された海岸や寺院は今後も保全していかなければならない」

といった意識が住民や企業･商店経営者の間で醸成されていることも考えられる。

23 本事業の要因以外も大きいと考えられるため、（本事業に絞った）経済便益に係る定量的分析は困難であ

った点を補記する。
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以下表 4 は養浜や突堤などの構造物の建設工事の実施前・実施後における住宅・家屋等

への被害、海岸沿いの道路・交通機関の被害24状況に関する質問・回答である。回答結果が

示すとおり、実施前に発生していた住宅・家屋・オフィス・店舗への被害が実施後にはほ

ぼ無くなっている。道路や交通機関への被害も実施後には劇的に減少している。以上より、

本事業は生活インフラの保護・経営の安定等に大きな貢献があったことが窺える。

表 4 海岸保全対策実施前・実施後における被害の状況

出所：受益者調査結果

以下表 5 は本事業の海岸の清掃・美化に関する質問・回答である。「非常に綺麗だ」の回

答が多いとおり、海岸保全対策実施前と実施後では清掃･美化状況にも劇的な変化があるこ

とが窺える。

24 高波による浸水、侵食進行による海岸沿いのインフラ施設へのダメージ等

図 6 海岸保全対策（本事業）に

満足しているか

図 7 図 6 で「非常に満足している」、「満

足している」と回答した理由

(n=120)

(n=209, 複数回答有)
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表 5 海岸の清掃・美化の状況

出所：受益者調査結果

以下図 8 は「本事業とバリ島の観光資源価値の相関性」、図 9 は「同島他地域における保

全対策の必要性」に関する質問・回答である。前者に関して、多くの回答者は本事業はバ

リ島の観光資源の価値を上昇させたと認識している。後者に関して、今後も海岸侵食が進

んでいる同島他地域の海岸保全対策は必要との回答が多い点は、改めて本事業のインパク

トが大きいと認識されているといえる。

2）経済活性化・観光収入の増加への貢献

①バリ島全体の経済活性化

以下図 10 は 2000 年以降のバリ州域内総生産額（GRDP）及び観光収益の推移であるが、

直近 10 年において右肩成長を遂げている。その中で、本事業のような観光資源の整備（海

岸保全対策・寺院の補強工事等）は、多くの観光客を呼び寄せることに貢献していると考

えられる。つまりは、観光客の消費活動がもたらす経済効果は、観光産業や関連する産業

を越えて幅広く波及し、同州の経済発展を下支えしているものと考えられる。

図 8 本事業によりバリ島の観光資源の

価値は上昇したと思うか

図 9 今後、バリ島他地域においても

海岸保全対策は必要と思うか

(n=120)
(n=120)
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出所：バリ州統計局

②バリ島訪問者数の増加

事業実施前の 1993 年には約 186 万人の観光客がバリ島を訪れ、うち 88 万 5 千人が外国

からの観光客であった。以下図 11 のとおり、直近 10 年の訪問者数は概ね増加傾向にある。

なお、2003 年及び 06 年には停滞・減少傾向が見られるが、これは既出の通り、2002 年 10

月及び 05 年 10 月にイスラム過激派による爆弾テロ事件が起きたことの影響が大きい。国

内訪問者も増加しているが、これは近年の経済成長・所得向上に起因すると考えられる。

余暇にお金・時間を割けるようになった国民が増え25、従来より観光地としての魅力が高い

バリ島が一層身近な存在になりつつあると考えられる。その中で、本事業のような観光資

源整備が訪問者数増加に少なからず寄与していることは想像に難くない。

出所：バリ州統計局、実施機関資料

25 （参考）インドネシアの平均家計所得は約 5,300 ドルである（2008 年）。中間層・富裕層の割合（家計所

得 5,000US ドル以上）は 1990 年の 5.8％から 2008 年は 39.9％と、大幅に増加している。（出所：Euromonitor

「World Income Distribution 2009/2010」）

図 10 バリ州域内総生産額（GRDP）及び観光収益の推移

図 11 バリ州訪問者数の推移

（単位：人）

（単位：億ルピア）
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以下図 12 の国籍別訪問者数については、例年オーストラリアが上位である。現地で観光

業者やホテルマネージャー等にインタビューを行ったところ、本国からバリ島は比較的近

距離にあり、若者を中心にサーフィン好きが多いことが要因であることを確認した。一方、

中国・マレーシアのように高い経済成長を遂げている近隣アジアからの訪問者も近年は増

加傾向にある26。本事業対象エリアは、インドネシア国外からの訪問者にとってはバリ島の

観光スポットとして高い知名度があるとともに、彼らの訪問ニーズを満たし、リピーター

も含め訪問者数増加に少なからず寄与しているものと考えられる。

出所：バリ州観光局

③ タナロット寺院の入場者数の推移

本事業では観光地として名高いタナロット寺院の補強工事も行った。以下図 13 は過去１

０年の当寺院入場者数の推移である。当寺院は 2003 年 2 月に工事完了したが、それ以降の

訪問者数は増加傾向にある。当寺院は 16 世紀に建立されたヒンズー教寺院であり、以前か

ら地元住民を中心に参拝者が多かったが、海岸から約 50ｍ離れた岩礁上に築かれた希少性

から観光地としても広く知られているため、国外からも多くの観光客も集めている。本事

業により、多くの参拝者・観光客にとって信仰の場・観光地としての魅力が一層高まった

と推察される。

26 一方、日本人来訪者数は減少傾向にある。現地の旅行業者によると、一昨年に成田空港からの日本航空

（JAL）定期直行便が廃止されたことが大きな要因となり、2-3 年前に比べて約 10-15 万人純減していると

のことである。現在は、成田空港及び関西国際空港よりガルーダ・インドネシア航空のみ直行便が毎日運

行している（名古屋中部国際空港からも直行便が運行しているが週 1 便のみである）。

図 12 2010 年国籍別訪問者数（トップ 5）

（単位：人）
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図 13 タナロット寺院の入場者数の推移

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

今次視察時には、養浜を主体とした本事業による環境への重大な負のインパクトは見受

けられなかった。一方、既出の受益者調査結果のとおり、養浜により海浜上の清掃･美化状

況に改善があったことは特筆すべき点であると考える。海浜を美しく保つことで住民・観

光客の環境意識も向上し、今後はバリ島全体の自然環境保護活動にとっても好事例になる

からである。

審査時において、本事業実施に際しては、1）自然景観が重要な観光資源となっているた

め、養浜を含む構造物は自然環境と調和させること（景観保護への配慮）、2）工事は観光

客が海岸に繰り出す昼間を避け、極力目立たないよう夜間に行うこと、3）タナロット寺院

ではヒンズー教徒による礼拝が干潮時に行われること、等に配慮すべきとされていた。

図 14 タナロット寺院

（左：工事完了後の外観、右：寺院入口）

出所：タナロット寺院観光局
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今次調査では現地でのヒアリング等を通して、1）地元住民が突堤・離岸堤などの構造物

は極力周囲の景観に合うべきと実施機関に意見したことを踏まえて工事が進められた、2）

各サイトの工事は極力夜間に施工された。昼間には資材の運搬等が行われた、3）タナロッ

ト寺院の工事はヒンズー教徒の礼拝時に工事用重機の稼働を停止させたり、また、できる

だけ礼拝者がいないときに実施されたこと等を確認した。

ゴミ収集・海岸の清掃については、地元自治体（清掃局）や住民コミュニティが定期的

に行い、海岸沿いのホテルやレストラン等も自主的に行っている。さらに、コカ･コーラ社

（以下、「コカ」社）が CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）の一環と

してサーフィン用アパレル製品販売会社 Quiksilver 社27と共同で環境保全活動に取り組んで

おり、具体的には、地元コミュニティ組織に整地機材やゴミ運搬車両を無償提供し、地元

住民の参加による海岸の清掃活動を進めている28。

3.4.2.2 住民移転・用地取得

当初より住民移転・用地取得は計画されていなかった。実施機関へのインタビュー、現

地視察においても、新たな住民移転・用地取得はなかったことを確認した。

3.4.2.3 広報に関連するインパクト

事後評価時において本事業に係る宣伝・広報活動は特段行われていないものの、実施機

関はバリ島北部のシンガラジャ29において水資源問題や海岸侵食に関する研究機関の設立

27 本社はオーストラリアにある。
28 コカ社にインタビューしたところ、CSR 実施の理由として、1）インドネシアでは規模の大きい企業は

CSR 活動を行う傾向がある、2）世界的な潮流としてコカ社自身も CSR 活動を行うポリシー・姿勢を有し

ている、3）クタ海岸は世界的に有名な観光地であるが、その中で CSR 活動を展開しつつ、自社の飲料製

品を PR できるチャンスも大きい、等を挙げている。なお、本事業対象地以外では、同島のレギャン、スミ

ニャク、ジンバラン等で同様の活動を展開している。
29 バリ島北部エリアの中心地で、長い海岸線があることで有名である。

図 15 コカ社が提供した維持管理車両・機材

（左：ゴミ運搬車両、右：整地トラクター）
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を準備中である30。今後はインドネシア国内の海岸侵食に関する研究が進み、同時に本事業

の広報・宣伝効果も何らかの形であるものと推察される。

【コラム No.2：クタ海岸の養浜による副次的効果】

ウミガメは世界的に捕獲や生息環境の悪化などにより生息数が減少している。バリ島は

昔よりウミガメが産卵に来る場所として有名であったが、積年の海岸侵食により産卵数は

減少していた。しかし、クタ海岸の養浜が完成した 2008 年 12 月以降、同海岸に産卵に来

るウミガメが増加している。現在、地元コミュニティや NGO、既出のコカ社等が共同でウ

ミガメの保護に取り組んでいる。具体的な活動として、ウミガメがクタ海岸で産んだ卵を

採取して、孵化施設31で安全に孵化させ、子ガメを海に放流している。以下表 6 はその放流

数であるが、本事業完成以降、大幅に増加している。

以上より、本事業で海岸を整備したことによりウミガメの保護が実現し、環境保護面に

おける副次的（波及）効果があったと言える。なお、この取り組みはクタ海岸のほぼ中心

エリアで行われ、観光客もこの放流イベントに参加している。

表 6 クタ海岸の子ガメ放流数
（単位：匹）

2002-08 年合計 2009 年 2010 年

1,947 4,450 8,725

出所：Pro Fauna（地元の環境保護 NGO

30 正式名称は「海岸技術ラボラトリー」。建物施設のみ 2010 年に完成している。今後、人員配置や運営手

法等ソフト面が企図されることになっている。
31 コカ社と Quilsilver 社が建設し、地元コミュニティに無償で提供した。最大孵化可能数は 1 度に 6,000 個。

孵化率は約 90％。地元コミュニティによると、安全に孵化させる施設がないと人や犬が勝手に卵を取って

しまうので、提供があったことに感謝しているとのことである。

図 16 ウミガメ卵孵化施設 図 17 子ガメ放流イベントの様子
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3.5 持続性（レーティング：②）

3.5.1 運営・維持管理の体制

事後評価時において運営･維持管理を担っているのは DGWRD 下のバリ流域管理事務所

である。バリ流域管理事務所は DGWRD の一地方組織であり、水資源保全・水害対策を担

う専門的組織体（Technical Implementation Unit）である。

バリ流域管理事務所の組織体制は、DGWRD から任命される組織トップの下に企画部門、

管理部門、水資源運用部門、水利部門、運営実施部門、維持管理部門等から構成される。

現在の総スタッフ数は 236 名、このうち 20 名が本事業を含めたバリ州全体の海岸保全事業

に関する運営部門32に、7 名が維持管理部門に所属している。

本事業の具体的な維持管理業務は、建設された突堤や離岸堤の点検・破損確認・修繕等

である。維持管理体制に関しては大きな懸念はないが、上述のとおり本事業を含めた海岸

保全事業の維持管理を担当するスタッフが 7 名、このうち維持管理業務に関する専門性・

技能経験を有するスタッフ 3 名と少ない33。バリ流域管理事務所によると、DGWRD に毎年

人員増を要求しているが、これまでに新規スタッフの配属は実現していない。また DGWRD

によれば、予算･人材不足の状態にあり、地方に人材を配置する余裕もあまりないとのこと

である。

3.5.2 運営・維持管理の技術

バリ流域管理事務所では毎年運営・維持管理スタッフ 1-2 名を中央政府の研修トレーニン

グ･プログラムに参加させてスキル向上を図っている。しかし、トレーニング実績はあるも

のの、既出のとおり維持管理業務に関する専門性・技能経験を有するスタッフ数が不足し

ているため、技術面を確保する前提として対処すべき課題であると考えられる。なお、新

規スタッフへの OJT トレーニングは随時行われている。

3.5.3 運営・維持管理の財務

DGWRD からバリ流域管理事務所に本事業の運営･維持管理予算は殆ど配賦されていない。

以下表 7 は「バリ流域管理事務所から DGWRD への予算申請額」であるが、実績として 2007

年に約 5,000 万ルピア（約 50 万円）が配賦されたのみで、それ以後は申請しても配賦され

ていない状況が続いている。バリ流域管理事務所によると、現在は構造物（突堤・離岸堤

等）に破損が生じたり、大きな修繕の必要には迫られていないが、予算不足が続くと、定

32 突堤など構造物建設に係る地元コミュニティ等との調整・推進の実施業務等
33 後述のコラム欄 No.3（表 8）にもあるとおり、本事業以外のバリ島他地域を中心に海岸侵食は拡大傾向

にある。この人数をもって表 8 の侵食距離数を考慮すると、海岸保全事業・維持管理を担うには少ないと

言わざるを得ない。
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期的な維持管理の実施や備品の購入等に困難が生じる可能性もあるとしている。（なお、デ

ンパサール市やバドゥン県、バリ州政府など地元自治体からの補助金等はない。）

表 7 本事業の運営維持管理予算・申請額（バリ流域管理事務所→DGWRD）

（単位：千ルピア）

サイト 2007 2008 2009 2010

サヌール海岸 106,655 103,488 106,914 108,982

ヌサドゥア海岸 109,528 99,104 107,870 102,130

クタ海岸 N/A* N/A* 106,575 104,767

総申請額 216,183 202,592 321,359 315,879
出所：バリ流域管理事務所資料

注）クタ海岸整備は 2008 年 12 月に完了したため、09 年より申請

その一方、2011 年中に運営維持管理予算として約 10 億ルピア（約 1,000 万円）がバリ

流域管理事務所に配賦される予定とのことである。しかし、本事業に右予算が回されるこ

とは見込めず、より緊急度が高いとされるバリ島他地域の海岸保全に関連する運営維持管

理費（例：自前で建設した突堤等構造物の修復作業に係る費用等）に充てられる可能性が

高いとのことである。

なお特記事項として、クタ海岸の整地や清掃に関し、既出のとおりコカ社が地元コミュ

ニティに対して整地機材や清掃車両の供与を行っている。加えて、維持管理費の一部も支

給している。その内訳としては、ガソリン代や機材の修理代等である34。

3.5.4 運営・維持管理の状況

以下は主要構造物・養浜後の維持管理状況であるが、現状として大きな問題は見られな

い。しかし、バリ流域管理事務所では人員・予算不足により構造物の巡回･点検等の頻度が

少ない点、貯蔵されている砂（ストックパイル）がほとんど投入されず汀線（海岸線）が

維持されていない点は、今後取り組むべき課題と考えられる。特に後者に関しては、既出

のとおり本事業で貯蔵・維持管理用の砂をある程度調達した（約 14 万㎥）こともあり、当

面は砂を投入して汀線を回復・維持できる。しかし、バリ流域管理事務所の維持管理スタ

ッフによれば、維持管理機材（砂の掘削重機等）は有しているが、運搬用トレーラを有し

ておらず、結局自前で砂の運搬や整地ができないとしている。

■サヌール海岸

定期的な維持管理は行われていないが、現時点で突堤や離岸堤等の状態に大きな問題は

34 実際の支給額は不開示であった。
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ない。バリ流域管理事務所によれば、維持管理スタッフ（7 名）は約 1 ヶ月に 1 度の頻度で

巡回・点検を行っている。全体的に養浜後の状態も良好である。海岸の清掃・ゴミ収集は

管轄自治体であるデンパサール市から委託された清掃局が行っており、一部ホテルや地元

コミュニティも自主的に清掃を行っている。

■クタ海岸

離岸堤等の状態に問題はない。全体的に養浜後の状態も良好である。既出のとおり、ク

タ海岸ではコカ社より CSR 活動の一環で提供された維持管理機材（4 台）や運搬トラック

（3 台）があり、地元コミュニティは住民を中心にスタッフを雇い入れ、整地や清掃を行っ

ている。一部ホテルも自主的に清掃を行っている。また、管轄自治体であるバドゥン県・

清掃局も一部エリア（海岸沿いにホテルやレストラン等がない箇所）においてゴミ収集業

務を行っている。

■ヌサドゥア海岸

サヌール海岸同様、バリ流域管理事務所による維持管理業務は限定的であるが、突堤等

の状態に大きな問題はない。また、全体的に養浜後の状態も良好である。基本的に海岸の

清掃は地元ホテルやレストランが自主的に行っている。クタ海岸同様、バドゥン県・清掃

局も一部エリア（海岸沿いにホテルやレストラン等がない箇所）においてゴミ収集業務を

行っている。

■タナロット寺院

本事業は潜堤の建設やテトラポッドの投入であったため、定期点検や清掃等は行われて

いない（＝潜堤やテトラポッドを海面下に投入してしまえば、物理的にメンテナンス実施

は困難）。現在、特段問題は発生していない。

（持続性レーティングの判断・結論）

バリ流域管理事務所の運営維持管理に係る組織体制面に大きな問題はないと考えられる

が、維持管理スタッフ不足による技術面、維持管理予算不足による維持管理状況に若干懸

念があると言える。現状として、維持管理不足による構造物の破損や汀線の大きな後退は

確認されていないが、人員・予算が不足し、維持管理機材の活用も充分ではない点は事業

効果を将来に亘って発現させるという観点において、改善すべき課題であると考えられる。

したがって、本事業によって発現した効果の持続性は中程度（②）である。
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【コラム No.3：バリ島の海岸保全対策実績、海岸侵食発生の要因】

1）海岸保全対策実績

本事業対象地域とその他地域における海岸侵食状況・工事実績に関するレビューを行う。

以下表 8 のとおり、サヌール海岸があるデンパサール市及びヌサドゥア海岸・クタ海岸が

あるバドゥン県では、本事業も相まって工事実績はそれぞれ 85.3%、93.8%と高いが、これ

は本事業対象地域（表 8 太字箇所）において海岸保全対策が施されことが大きい。一方、

その他の地域（特に北部のブレレン県と東部のカランガスム県）では侵食が拡大しつつあ

ることが窺える。以下図 18・19 はバリ島東部エリアの海岸侵食の現況だが、海岸が後退し

て砂浜が消滅しているエリアが見られ、本事業実施前のような状況（例：漁業が困難、海

岸沿いのインフラ施設の破壊等）が進行していると推察される。これらから、同島では海

岸保全対策が引き続き必要とされているといえる。

表 8 本事業・本事業対象外地域の海岸侵食被害状況及び工事実績について

（単位：km）

出所：実施機関資料をもとに筆者作成

注 1）このうち、本事業のサイト（ヌサドゥア海岸・クタ海岸）の工事実績距離数（合計）は約 13.4km

注 2）同様に本事業のサイト（サヌール海岸）の工事実績距離数（合計）は約 7.0km

海岸侵食の延長（距離数）
海岸沿いの

自治体

海岸線

総延長
1987 年

迄

2008 年

迄(a)

2009 年

迄(b)

09 年迄の

工事実績
(c)

割合

((c)÷(b))

×100

今後必要な

工事延長
(d)=(b)-(c)

ﾌﾞﾚﾚﾝ県 121.18 9.5 29.06 54.83 22.265 40.6% 32.565

ｼﾞｭﾝﾌﾞﾗﾅ県 67.35 4.45 7.51 19.7 6.05 30.7% 13.65

ﾀﾊﾞﾅﾝ県 28.66 5.5 7.5 12.76 4.30 33.7% 8.46

ﾊﾞﾄﾞｩﾝ県 80.05 11.5 14.1 27.16
25.468
*注 1

93.8% 1.692

ﾃﾞﾝﾊﾟｻｰﾙ市 16.00 7.0 10.0 10.0
8.532
*注 2

85.3% 1.468

ｷﾞｬﾆｰﾙ県 12.56 3.0 3.3 3.65 0.5 13.7% 3.15

ｸﾙﾝｸﾝ県 40.20 3.0 12.6 18.8 5.6 29.8% 13.2

ｶﾗﾝｶﾞﾑ県 71.70 6.0 9.0 34.8 8.785 25.2% 26.015

合計 437.70 49.95 93.07 181.70 81.50 44.9% 100.20

図 18 海岸保全対策未実施の海岸①

（バリ島東部チャンディダサ海岸）

図 19 海岸保全対策未実施の海岸②

（バリ島東部ブイタン海岸）
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2）海岸侵食発生の要因

一方、ここでバリ島の海岸侵食の発生要因を考察してみたい。主に現地視察やインタビ

ュー等を通して確認できたこととして、海岸侵食発生の要因は、1）灌漑・砂防ダム建設に

伴い河川上流から河口・海岸に流れる砂量が減少していること、また河川において砂の採

取が行われていること35、2）、長年に渡り珊瑚礁を人為的に切り出してしまったこと36、3）

海岸上の建造物の容認37等によるものである。これらの背景としては急速な経済成長・観光

産業の過熱化・人口増加等が大きな要因38となっていると考えられる。今後、海岸保全対策

を進める場合、もう一度これらの要因も踏まえて、包括的な対策を検討すべきと考えられ

る。

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は整合性が見られる。本事業では、サヌール・ヌサ

ドゥア・クタ海岸の侵食防止・回復及びタナロット寺院の岩壁補強工事等が実施されたと

ころ、事業期間は大幅に超過したが、事業費は計画内に収まった。また、インタビュー調

査及び受益者調査結果から判断するに、漁民の生活・生計が安定し観光業者への恩恵はあ

35 川から流下する砂量が減少し、建設業者等による砂の採取量が多くなると、海岸での砂の供給が無くな

り、波浪による侵食のみが進行する（つまり、海岸の砂の自然回復は見込めない。定着堆積する砂量が流

出する砂量を下回り、海岸から土砂が減少し汀線が後退するが故である）。バリ州政府は河川における砂の

採取を法律により禁じているが、今日まで違法採取が続いている。
36 バリ島の建築文化に由来するが、一部の家屋において、切り取られた珊瑚礁は加工されて外壁・門に使

用されたり、セメント材と混ぜられて基礎施工に使用されている。但し現在、海から珊瑚を切り取ること

は法律で禁止されている。
37 長年に亘り、海岸上にホテル施設・家屋等を建設することを容認（黙認）したことにより砂が減少した。
38 本事業開始前の 1995 年のバリ島の人口は約 260-270 万人、事後評価時の人口は約 380-390 万人、その増

加率は約 45-50%と高い。急激に観光開発・経済成長が進んだ結果、他島からの流入も多い。人口増加に伴

い、農地開拓・宅地造成等が進み、建設資材としての砂の需要も高くなり、河川・海岸における砂が減少

したことも要因として考えられる。

図 20 バリ島最大河川（ウンダ川）の砂防ダム 図 21 ウンダ川・砂の違法採取の様子
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るといえる。維持管理機関であるバリ流域管理事務所の技術面、維持管理予算不足による

維持管理状況に若干懸念があるものの、運営維持管理・体制面に関して、大きな問題はな

いと考えられる。以上を総合して、本事業の評価は高いといえる。

4.2 提言

（中央政府（DGWRD）への提言）

■現在、バリ流域管理事務所の組織体制・人員数では海岸保全対策に係る維持管理業務に

満足に対応できているとは言えないため、DGWRD は必要十分な維持管理予算・人員を充

当することが望ましい。本事業の維持管理もさることながら、今後も海岸侵食が拡大傾向

にあるバリ島全体の問題として捉え、改善すべき課題であると考えられる。具体的には、

養浜事業に関する専門的技能を有する人員の養成・配置を進め、バリ流域管理事務所の維

持管理レベルの底上げを図ることが望ましい。また、DGWRD 単独で維持管理予算の財源

確保が容易でない場合、地元自治体やホテル等から負担金徴収を行い、維持管理に係る財

源（特定財源）とすることも一考に値すると考えられる。

■本事業の効果・インパクトに係る PR 活動を強化することが望ましい。本事業は環境保全

の必要性をアピールするには好材料と考えられ、また観光産業振興にも大きく貢献してい

る。日本・インドネシア双方の取り組みを宣伝することは ODA 事業への理解も得ることに

なる。また、積極的に広報を働きかけることは両国の理解、経済社会的関係において有意

義であると考えられる。

（バリ流域管理事務所への提言）

■投入した養浜砂に関して、事業完成後は定期的なモニタリングが行われていないが、今

後バリ流域管理事務所自ら定期的に行い、維持管理向けのベースデータとして役立てるこ

とが望ましい。定期的に養浜砂残留量を測定することで、正確かつ必要な維持管理業務の

把握に加え、ストックパイル（砂の貯蔵）の投入量の把握等も可能であるからである。同

時に、適切な維持管理業務と事業効果の持続は表裏一体であることを十分認識することも

必要と考えられる。

■現在、クタ海岸において CSR の一環でコカ社や地元コミュニティが維持管理業務（機材

を活用して海岸の整地・清掃等）を行っているが、可能な限りバリ流域管理事務所も参画

することが望ましい。将来的にコカ社が地元コミュニティへの支援を辞める可能性も排除

できないため、将来における事業持続性を担保するべく、管轄自治体（バドゥン県）との

協議・調整も行いつつ、維持管理業務の責任・分担を明確にしておくことが望ましい。

（JICA への提言）
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■バリ流域管理事務所の維持管理体制・予算確保状況に関して、適時 JICA 駐在員事務所は

維持管理体制の整備や実施状況を確認し、必要に応じて助言等を行うことが望ましい。現

状として重大な懸念はないが、将来に亘る持続性を確保する観点において有益であると考

えられる。

4.3 教訓

（バリ流域管理事務所への教訓）

■本事業を通して、海岸保全事業の効果や海岸侵食の被害に関する指標･データの整備・管

理を徹底すべきだったと考えられる。特に事業完成後においても養浜砂データを継続して

モニタリングすることが、適切な事業効果の測定・維持管理方針の決定に有用であるため、

バリ流域管理事務所は右指標・データの整備・管理を自ら行うべきであったと推察される。

（JICAへの教訓）

■本事業のような養浜を実施する場合、投入した養浜砂の維持は適切な維持管理が前提で

あることから、砂の貯蔵（ストックパイル）の確保・継続的な投入は重要と考えられる。

類似案件の実施に際しては、特に事業形成段階においてインドネシア側とそのアクション

プランについて協議・合意を行なっておくことも検討に値する。

以 上
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主要計画／実績比較

項 目 計 画 実 績

（サヌール海岸）

- 養浜（4 区間：養浜砂 93,476 ㎥）

- 離岸堤（6 基）

- 直線突堤（7 基改築）

- 潜堤・人口リーフ（3 基）

（サヌール海岸）

- 養浜（4区間6,960m：養浜砂301,196

㎥、遊歩道 5,830m）

- 離岸堤（1 基）

- 直線突堤（6 基新築、7 基改築）

- 潜堤・人口リーフ（キャンセル）

（クタ海岸）

- 養浜（4 区間：養浜砂 450,000 ㎥）

- T 型突堤（3 基）

- 直線突堤（1 基）

（クタ海岸）

- 養浜（4 区間 7,000ｍ：養浜砂

519,605 ㎥、遊歩道 3,400m）

- 離岸堤（3 基）

- 珊瑚礁修復（2 箇所計 17,000 ㎡）

- T 型突堤（キャンセル）

- 直線突堤（キャンセル）

（ヌサドゥア海岸）

- 養浜（5 区間：養浜砂 368,579 ㎥）

- 直線突堤（4 基）

- 離岸堤（2 基）

（ヌサドゥア海岸）

- 養浜（5区間6,400m：養浜砂342,562

㎥、遊歩道 3,280m）

- 直線突堤（6 基新築、7 基改築）

- 離岸堤（キャンセル）

（タナロット寺院）

- 離岸堤（1 基）

- テトラポッド（1,106 基）

（タナロット寺院）

- 離岸堤（キャンセル）

- 潜堤（1 基）

- テトラポッド（7,110 基）

（コンサルティング・サービス）

- 480M/M（外国人コンサルタン

ト：144M/M、ローカルコンサルタ

ント：336M/M）

（コンサルティング・サービス）

- 1,479.34M/M（外国人コンサルタ

ント：362.96M/M、ローカルコンサ

ルタント：1,116.38M/M）

①アウトプット

---

（追加アウトプット）

- 駐車場建設（クタ海岸：3,300 ㎡）

- 珊瑚移植（クタ海岸：10,000 ㎡、

34 種 111,742 片）、等

②期間 1996 年 12 月～2002 年 11 月
（72 ヶ月）

1996 年 12 月～2008 年 12 月
（145 ヶ月）

③事業費

外貨

内貨

合計

うち円借款分

換算レート

6,822百万円

5,853百万円

12,675百万円

9,506百万円

1US ドル＝105.7円(2,302Rp)

（1996年12月）

6,238百万円

3,362百万円

9,600百万円

8,769百万円

1円＝82.20Rp.

（1998年7月～2008年12月平均）


