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インドネシア	  

アチェ州住民自立支援ネットワーク形成プロジェクト 

 

外部評価者：一般財団法人国際開発機構	 高木桂一 

０．要旨  
	 本事業の主な内容は、2004 年の津波被害で生計手段を失ったアチェ州の①住民の所得創

出活動の支援、②復興業務を担う地方自治体職員の育成、③日本が作成を支援したバンダ・

アチェ市復興基本計画を公式の都市計画として条例化することにより同市の開発事業に寄

与することの 3つである。 

妥当性の評価においては、津波被災後の復興をすすめる政府の政策と、被災した住民の

開発ニーズ、それを支援する日本の援助方針のいずれとも高い一致があると判断できる。

有効性・インパクトの評価は、住民の生計支援のための所得創出活動、地方自治体職員の

人材育成、バンダ・アチェ市復興基本計画の推進において、所定の成果を上げている一方

で、上位目標である所得創出活動のためのグループ間のネットワークが形成されていない

という問題があるため、中程度である。効率性については計画通りの予算と期間で事業は

実施され、高い。持続性においては、本事業の持続性を確保できる体制になっていないと

いう課題があり、住民の所得創出活動は現在も存続している部分はあるものの持続性を確

保する仕組みが十分ではなく、持続性は低いと判断できる。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

１．	 案件の概要  

 

 
（インドネシア・アチェ州） 

 

（住民の所得創出活動の様子） 

 

 

アチェ州	 
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1.1 協力の背景  
	 	 2004 年 12 月 26 日に発生した地震と津波により、インドネシアの人的被害は死者約

130,000人、行方不明者 337,000人に上り、500,000人が避難生活を余儀なくされた。被害は

人命のみならず、住宅、インフラ、公共施設、民間資本などすべてにわたって甚大な被害

を受けていて、特にスマトラ北端に位置するアチェ州はもっとも大きな被害を受けていた。 

	 JICAは本事業に先立つ緊急開発調査（2005年 3月～2006年 3月）でバンダ・アチェ市の

復興基本計画の策定、土地台帳の修復、し尿処理施設などハード面を中心に支援が実施さ

れていた。その他のドナーの支援により道路、復興住宅等のインフラ等のハード面の復興

は進んでいた。 

	 地震・津波から 2 年が経過した頃、インフラ等ハード面の復興は進んでいた一方で、津

波により生計を支えていた家族や生活の糧を失った多くの人々が困窮したままであった。

地方行政府においては地震・津波により多くの地方行政官を失い、地方政府の行政能力は

著しく低下したままで、復興に影響を及ぼすなど、一般市民と行政を対象とした人材育成

等のソフト面の復興の遅れが課題とされていた。 

 

1.2 協力の概要  

	 本事業は①住民の生計向上のための支援、②市・県行政府職員の人材育成、③バンダ・

アチェ市復興基本計画（以下 URRP）のフォローアップ、そして④広報・啓蒙活動の活動か

ら構成されていた。これらの活動の中で特に重要であったのは住民の生計向上のための支

援と、行政府職員の人材育成で、事業実施期間内に本事業で目指された成果を産出し、本

事業終了後には住民の生活向上のためのモデル普及のための体制が確立し、行政府職員の

人材育成支援では本事業によって開発されたプログラムがそれぞれの県行政府内で継承さ

れることが目指されていた。 

 

 

上位目標 プロジェクト対象地において自立ネットワークが拡大・発展する 

プロジェクト目標 住民の自立能力を向上させ、コミュニティ活動を活性化する 

成果 

成果 1 復興と生計向上実現のための住民・コミュニティ自立能力の強化 

成果 2 地方政府職員の復興技術・行政能力向上 

成果 3 URRPのアップデートとコミュニティ活性化政策提言 

成果 4 広報・啓蒙活動 

投入実績 

【日本側】 

1. 専門家派遣	 6人 

2. 現地業務費	 3,200万円（2009年 3月時点の交換レート（1円＝

0.00819ルピア）を適用） 
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【インドネシア側】 

1. カウンターパート配置 4人 

協力金額 2億 3421万円 

協力期間 2007年 3月 ～2009年 3月 

相手国関係機関 
アチェ・ニアス復旧復興庁（Rehabilitation and Reconstruction Agency 

of Aceh and Nias：BRR）1 

我が国協力機関 無し 

関連案件 

緊急開発調査「北スマトラ沖地震津波災害緊急復旧・復興支援プロ

グラム（バンダ・アチェ市緊急復旧・復興支援プロジェクト）」（2005

年 3月～2006年 3月） 

 

 

1.3終了時評価の概要  

1.3.1	 終了時評価時の上位目標達成見込み 
	 本プロジェクトの対象地域は住民・コミュニティ自立能力の強化活動(以下 ACE：

Activity for Community Empowerment)および地方自治体行政官研修では 1 市 6 県、ラジ

オプログラムによる広報啓蒙活動では津波被災面積の 3 分の 1 を含んでいて、各地域で

実施された活動によって成果は概ね達成することが出来ているため、上位目標達成の可

能性は高いと判断された。 

 

	 1.3.2	 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

	 ACE では合計 34 のグループが形成され、多くが家計収入を向上している。地方行政

官の能力向上研修については受講者の活用率、伝達率ともに 7 割を超えていて一定の研

修効果が確認された。バンダ・アチェ市復興基本計画はバンダ・アチェ市の都市計画の

みならず、防災計画、インフラや公共施設の開発目標の開発計画の策定に貢献した。以

上によりプロジェクト目標の達成見込みは高いと判断された。 

 

	 1.3.3	 終了時評価時の提言内容 

ACE事業は住民の能力を向上と自立を促し、貧困削減に大きく寄与している。活動の

持続性および発展のために、今後とも地方政府および自治体が主体となってプログラム

を形成・実施することが重要である。 

地方政府職員の復興技術・行政能力向上の長期的効果発現には、職員の市・県レベル

                                                   
1 BRRは大統領令により 2005年 4月 16日から 2009年 3月までの期限付きで設立され、主な任
務は国家予算支出規定のガイドラインをもとに、国内・国際支援団体と協力しつつ、中央・

地方政府による復旧・復興事業を促進及びコーディネートすることであった。BRRは 2009年
9月に当初の予定より 6ヶ月間の期限延長の後に解散した。 
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の業務に対応可能な能力向上がさらに必要であり、今後の研修の実施体制強化と予算の

確保を提言する。  

 

2．調査の概要  

2.1	 外部評価者  

	 高木桂一	 （一般財団法人国際開発機構） 

 

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：2011年 11月～2013年 1月 

	 現地調査：2012年 3月 15日～4月 1日、2012年 6月 19日～6月 30日 

 

2.3	 評価の制約  

	 実施機関である BRR は 2009 年に解散しており、当時の担当者は出身の機関に異動にな

っていて情報収集が困難であった。 

	 本事業では、各成果の産出がプロジェクト目標の達成につながるという本来のロジック

が成立しておらず、評価分析に若干の支障をきたした。 

 

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 

	 インドネシア政府は、中期国家開発計画 (2004-2009年)に基づく 2007 年政府年間行動

計画において、災害被災地域の早期復興と併せて、国・地方レベルでの災害対策組織の

能力強化、災害リスクの軽減・予防、並びにコミュニティの防災・災害警戒能力の向上

を優先課題として掲げていた。 

	 インドネシア政府による中期開発計画の「国家開発の問題点及び行動計画(2004-2009

年)」では北スマトラ州及びアチェ州の復旧並びに復興計画が策定されていて、緊急対策

段階から再建段階までの復興計画が打ち出されていた。さらに、『安全で平和なインドネ

シアの実現』の中でも、分離主義の防止と対策としてアチェに対する公平性を重視した

対応が必要とされていて、当地は国内でも特に重視されている地域の一つであった。 

	 インドネシア政府は被災地の復旧・復興事業に関わる全体調整とコミュニティの推進

による住民の生活とインフラの回復とコミュニティの強化を目的として 2005 年 4 月に

BRRを大統領令により設置した。本事業はコミュニティを主体とした住民の生活基盤の

                                                   
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」 
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回復とさらなる改善と、復旧・復興を担う市・県行政府の行政能力の強化を目的として

いて、本事業とインドネシア政府の開発政策との整合性は高いと判断できる。 

 

3.1.2	 開発ニーズとの整合性 

	 2004 年 12 月 26 日に発生した地震と津波により、インドネシアの人的被害は死者約

130,000 人、行方不明者 337,000 人に上り、500,000 人が避難生活を余儀なくされ、特に

スマトラ北端に位置するアチェ州はもっとも大きな被害を受けていた。 

	 アチェの地震・津波被害地域に対しては、数多くのドナーによる支援が行われていた

が、それらは道路や復興住宅の建設等インフラ整備の支援が中心であった。他方、失職

したままの住民が多く、地方行政府においては多くの地方行政官を失ったため、行政能

力は著しく低下したままであり、復興に影響を及ぼしていたなど、特に被災住民の生活

再建や社会的保護、地方政府の行政能力回復といったソフト面において多くの課題が残

されていた。本事業はこれらの被災者の生計手段の回復とさらなる成長及び行政官の能

力強化を目的としていた。また、日本の支援により作成された「バンダ・アチェ市復興

基本計画」についてもバンダ・アチェ市の公式の都市計画として採用されるよう、さら

なる支援が必要であった。以上により、本事業と開発ニーズとの整合性は高いと判断で

きる。 

 

3.1.3	 日本の援助政策との整合性 

	 日本の ODA大綱と ODA 中期計画では重点課題のーつとして「地球的規模の問題への

取組」が挙げられていて、その中でも災害への取り組みは優先度が高い。また、対イン

ドネシア国別援助計画では平和構築と復興支援は重点分野として挙げられている。さら

に、対インドネシア国別事業実施計画（2004年）では、アチェ復興支援は「平和と安定」

プログラムの一環をなすものであり、本事業と日本の援助政策との整合性は高いと判断

できる。 

 

	 以上より、本プロジェクトの実施はインドネシア国の開発政策、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有効性・インパクト（レーティング：②）  

	 3.2.1有効性 

	 3.2.1.1	 プロジェクトの成果（アウトプット） 

1)	 成果 1 は「 復興と生計向上実現のための住民・コミュニティ自立能力の強化」で、

具体的には住民をグループに組織化し、所得創出活動を促進することで自立発展的な参

加型開発を促し、住民の復旧・復興の能力強化を目指し、そのためのグループを ACEグ

ループと呼んだ。 
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ACE グループは法人として登記されておらず、任意団体として活動していて、平均メ

ンバー数は約 8 人、メンバー全体の 8 割は女性、年齢は 年少で 17 歳、 年長は 70 歳

であった（JICA提供資料）。ACEグループが所在する市と県は表 1に記載した。 

指標 1 は「実施したコミュニティ・エンパワメント活動(ACE) の数」でその内実は設	 	 

立された ACEグループの数である。ACEグループの選定の手順は、 初にプロジェクト

チームがそれぞれの市・県行政府の年間予算、貧困率等をもとに ACEグループ設立の地

区を決定し、それぞれの地区で会合を開き、住民との対話を始め、ACE 候補グループを

募った。その後それぞれの ACEグループの候補は事業計画を作成し、その審査の結果が

良好なグループが選定され、 終的に新規で 21のグループが形成され、その大部分が支

援されたシードマネー(20百万ルピア)を活用して小規模事業を立ち上げ、十分な収入を確

保できるようになった。 

後に活動が活発なグループでは事業の拡大のために、あるいは逆に当初の商品の売り

上げが芳しくないグループでは、売れる見込みがある商品を売ろうとするメンバーが新

しいグループを始めたなどの経緯により、事業開始当初に各グループに配分された資金

とグループ内の資金を原資として新たに 9 つのグループが独立した。なお、本事業開始

に先立ち、JICA インドネシア事務所の支援により始められたバンダ・アチェ市ウレレ地

区に 4 つの ACE グループの 4 つが存続していた。事業終了時には合計で 34 のグループ

が形成されていた。以下の表 1に事業開始当初設立された 21グループと、事業開始前に

ウレレ地区で設立された 4グループの合計 25グループの所在地、事業内容、本事業終了

時のメンバーの人数を記載した（JICA提供資料）。以上により、計画の 21以上の ACEグ

ループの設立により、指標 1は達成されたと判断できる。 
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表 1	 ACEグループ一覧 
所在地（市・県） 事業内容 事業終了時のメ

ンバー（人数） 
バンダ・アチェ市 ケーキの製造販売 10 

裁縫・刺繍 3 
ケーキの製造販売 8 
魚の加工 4 
裁縫 4 
ロブスターの養殖 3 

アチェ・ビサール県 ココナッツスパイスの製造 5 
ケーキの製造販売 10 
ケーキの製造販売 15 
裁縫 10 

ピディ県 メリンジョ4チップスの製造販売 20 
ケーキの製造販売 10 
アイスキャンディの製造販売 6 
菓子の製造販売 6 

ビレウン県 豆腐の製造 7 
養鶏（卵） 8 
養鶏（鶏肉） 6 
ケーキの製造販売 8 

アチェ・テンガ県 魚の養殖 5 
ケーキの製造販売 5 

アチェ・バラット県 ケーキの製造販売 15 
ケーキの製造販売 8 
魚の養殖 5 

アチェ・ジャヤ県 肉牛の育成 10 
肉牛の育成 6 

    出所：JICA提供資料 

 

指標 2は「ACE 実施前後の家計収入額」である。ACEグループメンバーは 6割が津波、

紛争の被災者で、主な収入源は自営業、収入は被災前（2003 年）で平均約 601,700 ルピ

ア、本事業実施により被災前との比較においても平均 673,700ルピアと 12%改善した(2009

年：JICA提供資料)。 

本事後評価では ACE グループのメンバーを対象に受益者調査5を行い、ACE グループ	 

の成果として、グループのメンバーの生計の向上、グループが生産・販売する商品の品

質と生産の向上、 製品の売り上げの向上について質問した。回答のまとめは表 2に記載

の通りである。これらの質問は 5=とても有益、4=有益、3=ある程度有益、2=あまり有益

ではない、1=有益でない、の 5段階のスケールでの回答となっている。 

                                                   
4	 メリンジョとは、インドネシア原産のグネツム科に属する雌雄異株の裸子植物の一種。 
5	 調査の方法は補論の「受益者調査」に記載した。 
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ACEグループ活動が生計の改善に有益であった程度の平均は 3.73で概ね有益であった

という回答で、ACE による収入が家計の向上に概ね貢献していて、指標 2 は達成された

と判断できる。 

ACE活動による収入の要因分析として、変量効果モデルの分析結果を補論に掲載した。

分析結果として統計的に有意であった要因は、回答者の年齢、教育レベル、ACE グルー

プ活動において積極的であった程度、後述の ACE フェスティバルに参加したかどうか、

ACE マニュアルを知っているかどうか、ACE グループのメンバーが協力的である程度、

他の ACEグループとのコンタクトの有無であった（詳細は補論に掲載した）。 

受益者調査では、ACEグループの成果として、商品の品質と生産性の向上への貢献と、

商品の売り上げへの貢献について質問した。その結果は表 2 にある通りで、商品の品質

と生産性に ACE 活動が有益であった程度の平均は 3.71、商品の売り上げを伸ばすのに

ACE活動が有益であった程度の平均は 3.19でいずれも概ね有益であったという結果とな

っている。その要因として、ACEグループのメンバーは ACE活動を始める前は商品の生

産に必要な知識と技術はある程度有していたが、簿記や販売についてなど事業経営の基

礎的な知識がなかったため、ACE活動の中でこれらの知識を学んだことや（JICA提供資

料）、本事業ではメンバーの間、あるいはグループの間で製品の品質や生産性の向上のた

めの情報交換の機会が設けられて促進されたこと、プロジェクトから資金提供を受けて

機材を調達することができたために、製品の品質、生産性、そして売り上げの向上につ

ながった（事後評価、現地調査時の ACE グループのメンバーからのヒアリングによる）

ことが可能性として考えられる。	  

 

表 2. ACEグループ活動の成果 
変数 小値 大値 平均値 標準

偏差 
ACE グループ活動は生計を改善する
上で有益であった程度 

2 5 3.73 0.78 

ACE グループ活動は商品の品質や生
産性の向上に有益であった程度 

1 5 3.71 0.80 

ACE グループ活動は商品の売り上げ
を伸ばすのに有益であった程度 

1 5 3.19 1.07 

出所：受益者調査 

 

指標 3は「配布した ACE マニュアルの数」であるが、英語版 70 部、インドネシア語

版 194 部が国際機関や事務所来訪者に配布された（JICA提供資料）。このマニュアルは、

ACE 活動の概要、事業計画作成方法、実施方法、モニタリングの方法の 4 部の構成で作

成され、ACE 活動が他の機関に採用され、他の地域に拡がることが意図されていた。し

かしながら、他の機関による ACE 活動の採用、他の地域へ広がりは確認できていない。

一方で、実施機関が解散していることから、マニュアルが使われていないという確認も
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困難で、この指標の評価のための十分な情報を収集することはできなかった。 

指標 4 は「開催した合同調整委員会(以下 JCC)、ACE ワーキンググループ会議の数」

で、JCC及びワーキンググループが所定の役割を果たしたかどうかを確認するものである。

本事業の実施体制は実施機関である BRRの下に事業全体における意思決定と実施におけ

る問題解決等の調整を役割とする JCC が設置され、その構成はインドネシア側はプロジ

ェクトマネージャーと BRR の代表、支援対象のアチェ州政府とバンダ・アチェ市代表、

日本側は JICA専門家であった。JCCは事業実施における実質的な決定機関であり、支援

をする ACEグループや、後述の研修プログラムの内容などを決定した(JICA提供資料)。 

JCC の下に ACE 担当(成果 1)、行政能力向上担当（成果 2）、そして URRP担当（成果

3）の三つのワーキンググループが設置され、それぞれの担当の計画と実行における課題

や問題に取り組んだ。それぞれのワーキンググループは市・県行政府の関連分野の担当

職員により構成された(JICA提供資料)。 

JCCは事業実施期間中に 5回開催され、事業の進捗状況の確認、事業の改善にかかる意

思決定がなされた。市・県当局の担当者が参加した ACE ワーキンググループは 24 回開

催され、地方関係当局からの協力要請の受付け、それぞれの市・県内で ACEグループを

設立する地区の選定などの、ACE支援の事業実施に必要な役割を果たしていて（JICA貸

与資料）、指標 4については達成されたと判断できる。 

指標 5は「①ACE実施のためのオリエンテーション、②ACE マニュアルの活用、③コ

ミュニティ交換会、ACE ワークショップの数」で、事業実施期間中に 37 回のオリエン

テーション、25回の ACEワークショップ、4回の ACE フェスティバルが実施された。 

オリエンテーションは ACE事業の計画策定方法や事業計画の検証の方法等を内容とし

て、ACE グループメンバー、地方自治体、ACE グループを支援した NGO 及びコンサル

タントを対象として合計で 37回開催された。その内訳は 7つの市・県でそれぞれの 2回

ずつ（ACEグループメンバー、地方自治体を対象として 1回ずつ）合計で 14回実施され

た。ACEの計画と実施は NGO及びコンサルタントの支援の下で実施されたが、その役割

を担うNGO及びコンサルタントを対象としたトレーニングのためのオリエンテーション

が 23回開催され、合計 37回開催された。 

ACEマニュアルについては、ACE事業実施の方法について ACEメンバー、実施機関、

協力している市・県の担当者の共通の理解を進め、ACE事業の推進に貢献した。 

ACE フェスティバルはアチェ州内に点在するグループが一同に集い、それぞれの活動

を他グループやプロジェクト関係者、一般参加者に紹介し、展示販売する機会で地元住

民や政府機関関係者等の多数が参加できるようそれぞれの地元に近い地区 4 箇所で 1 回

ずつ、合計 4回開催された。 

ACEフェスティバルではコミュニティ交換会が実施され、ACEグループメンバーに加

えて、政府関係者、NGO関係者、地元住民の 100人から 250人の訪問があり、ACEグル

ープ間のネットワークの構築、知識・情報の交換、ACE 活動の広報と商品展示による販
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売の促進に効果を上げた。 

前述の受益者調査では ACEフェスティバルの有用性について質問した。同調査の全回

答者 134 人中 37 名（27.6%）が ACE フェスティバルに参加したと答え、その 37 名の参

加したメンバーに ACEフェスティバルが有益であった程度、そしてどのような側面にお

いて有益であったかについて質問した。回答はいずれも 5段階のスケール(5=とても有益、

4=有益、3=ある程度有益、2=あまり有益ではない、1=有益でなかった)で、その結果は表

3 に記載の通りである。ACE フェスティバルが全体的に有益であった程度については平

均で 3.86、他の ACEグループとのネットワーク構築に有益であった程度については平均

で 3.35 となっている。情報交換や新しい知識を学ぶために有益であった程度についての

平均は 3.27で、商品販売の促進に有益であった程度については 3.14となっていて、ACE

フェスティバル参加者は概ね有益であったとしている。 

 

表 3. ACEフェスティバルの有益さ 
 小値 大値 平均値 標準

偏差 
全体的に有益であった程度 3 5 3.86 0.71 
ネットワークの構築に有益であっ

た程度 
2 5 3.35 0.71 

情報交換や新しい知識を学ぶため

に有益であった程度 
1 5 3.27 0.87 

商品販売の促進に有益であった程

度 
2 5 3.14 0.71 

出所：受益者調査 

 

ACE ワークショップは合計で 25 回開催された。多くの ACE グループメンバーと市・

県行政府担当者等の関係者を対象として、多くが出席できるよう 7 つの市・県それぞれ

で開催された。ワークショップの内容は、第一回が ACEの計画について、第二回は ACE

の実施について、第三回が ACE のモニタリング・評価について実施され合計 21 回開催

された。さらに前述の ACE フェスティバルの際に ACE メンバーを対象として 4 回開催

され、商品の品質改善、生産性向上、販売促進等のための研修が実施され合計で 25回開

催された。 

受益者調査で ACEワークショップについて質問したところ、ACEワークショップに参

加したのは全回答者 134人中 42人（31.3%）にとどまり、その参加者のうち、ACEグル

ープ活動促進のための新たな技術や知識を学ぶにあたって有益であった程度について質

問したところ、5 段階のスケール（5=とても有益、4=有益、3=ある程度有益、2=あまり

有益ではない、1=有益ではない）の回答で表 4 にある通り平均は 3.63 で概ね有益であっ

たという結果であった。他方で、受益者調査でワークショプに参加した回答者が 42 人

(31.3%)にとどまることから、その効果は限定的であったと思われる。 
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受益者調査で ACE マニュアルを知っていると答えた回答者は 134 人中 3 人(2.2%)にと

どまり、この 3人に ACEグループ活動の促進のための知識や技術を学ぶにあたって有益

であった程度について質問したところ、5段階（5=とても有益、4=有益、3=ある程度有益、

2=あまり有益ではない、1=有益ではない）の回答で表 4にある通り平均は 3.67となって

いて概ね有益となっている。他方で、受益者調査で ACEマニュアルを知っているとの回

答者が 3人(2.2%)であったことからその効果は限定的であったと思われる。 

以上の結果により、指標 5の「①ACE実施のためのオリエンテーション、②ACE マニ

ュアルの活用、③コミュニティ交換会、ACE ワークショップの数」は、オリエンテーシ

ョン、コミュニティ交換については、の所定の機会が設けられ、ACE 活動の宣伝と啓蒙

および ACE 実践理解に有益な機会が提供されと思われるが、ACE マニュアルの活用と

ACE ワークショップについては効果が限定的であったため、目標の達成度合いは中程度

と判断できる。 

 

表 4. ACEワークショップ・ACEマニュアルの有益さ 
 小値 大値 平均値 標準

偏差 
ACEワークショップが新たな技術や知
識を学ぶのに有益であった程度 

3 5 3.63 0.65 

ACEマニュアルが新たな知識や技術を
学ぶにあたって有益であった程度 

3 4 3.67 0.57 

     出所：受益者調査 

 

指標 6は「ACE に関するラジオプログラムの数」で 2008年 11月から 2009 年 1月に

ACE の広報を目的とした番組が 10回にわたって放送された。 

プロジェクトチームが実施した調査の質問票への回答によると、指標 6にある ACEに

関するラジオプログラムの内容は、①ACEグループのメンバーや ACE事業の関係者を招

いての ACEグループの活動や商品の紹介、②BRRなどの政府職員や大学の教員を招いて

のコミュニティ開発や生産性の向上、マーケティングについてのトークショウであり、

この番組が毎週放送されることで、プログラムの数だけでなく、ACE 活動がより多くの

人々に知られることで顧客が増えるなど ACE事業に貢献しており、指標 6は達成された

と判断できる。 

以上により、指標 3については現地の行政機関やドナーが実施していた ACEと同様の

支援事業で ACE マニュアルを活用されたかどうかについては確認できなかった、指標 5

については ACE マニュアルと ACE ワークショップによる効果が限られていて、指標 5

の達成度は限定的であったが、その他の指標は達成されていて、成果 1 の「復興と生計

向上実現のための住民・コミュニティ自立能力の強化」に貢献し、成果 1 は概ね達成さ

れたと判断できる。 
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2)	 成果 2の「地方政府職員の復興技術・行政能力向上」は、津波の被災と紛争のために

市と県の地方自治体は多くの職員を失っていて、新規採用の職員で人材を補充していた

がそれでも人員が十分ではなく、すでに採用されている職員を育成することで人員を補

充することを目的としたものである。そための研修分野は、他のドナーが実施していな

いもの、支援対象の市・県行政府が優先とするものが選定された。 

 

指標 1 は「地方行政官等に実施した技術・行政研修の数」で、予算管理、土木維持管

理、環境管理、保健行政の 4 セクターにおいて 12 種のモジュールが作成され、1 市、6

県から 621人の地方行政官を対象に、合計 20の技術・行政研修が実施された。 

事業実施終了時の受講者の感想によると研修内容は通常業務に密接に関連していて有

益であるとの声があった。土木維持管理（道路・橋梁）分野の受講生は道路や橋梁の維

持管理に特化した研修を受けたことがなく、どのように道路・橋梁の被害程度を見分け

るか、被害程度に応じた対策について学習できたとしている。予算管理の研修受講者は

新しい予算管理の条例や内容を理解しておらず、研修により学ぶことができた。保健行

政の研修受講生からはヘルスセンターの多くの長は健康分野の行政の計画・運営につい

ての研修に参加したことがなく、その方法を学ぶことができて有益であったなどの声が

あった(JICA提供資料)。 

本事後評価現地調査時に研修を受けた 36人を対象に「研修の内容が研修終了時点でど

の程度有益であったか」という質問に 5段階（5=非常に有益、4=有益、3=ある程度有益、

2=あまり有益でない、1=有益でない）での回答を得た。回答者の 36人は無作為抽出によ

って選定されたものではないために、その結果を研修受講者全員に一般化できないが、

回答の平均は 4.52で、概して有益であったという結果になっている。 

以上により、研修は所定の数のものが実施されただけでなく、研修生は有益であった

としていることから、指標 1は達成されたと判断できる。 

指標 2 は「日常業務に研修経験を活用した研修生の割合」で、研修後に 4 つある研修

分野ごとに以下の表の合計 621 人から日常業務に研修経験を活用しているかどうか回答

を得たところ、その割合は予算管理で 84％、土木における土木維持管理で 72％、環境管

理で 71％、保健行政では 44％（JICA提供資料）であった。それぞれの分野の受講者数に

ばらつきがあるので、その人数に応じて比重を持たせて合計したところ、受講者全体の

72%が活用している結果となった。よって指標 2 の達成度は中程度と判断できる(表 5 参

照)。 

 

 

 

 

 



 

 16 

表 5. 地方自治体職員育成のための研修内容の活用状況 

 参加者数 活用率 

（%） 

比重 比重加算後

の活用率 

(%) 

予算管理 281 84 0.45 37 

土木維持管

理 

144 72 0.23 16 

環境 166 71 0.26 18 

保健行政 30 44 0.04 1 

合計 621   72 

	 	 出所：JICA提供資料 

 

指標 3 の「同僚ら他職員に研修経験を広めた研修生の割合」は、前述のものと同じイ

ンタビュー調査により予算管理で 75％、品質管理で 79％、環境管理で 86％、保健行政で

は 67％（JICA提供資料）で、活用率での算出と同様に比重をもたせたところ、受講者全

員の 74%が伝達したという結果になった。よって、指標 3 の達成度は中程度と判断でき

る(表 6参照)。 

 

表 6. 地方自治体職員育成のための研修内容の伝達状況 

 参加者数 伝達率 

(%) 

比重 比重加算後

の活用率 

(%) 

予算管理 281 75 0.45 33 

土木維持管

理 

144 79 0.23 18 

環境 166 86 0.26 22 

保健行政 30 67 0.04 2 

合計 621   75 

	 	  出所：JICA提供資料 

 

以上により、指標 1 は達成されていて、指標 2 と指標 3 の達成度は中程度で、成果 2

「地方政府職員の復興技術・行政能力向上」の達成度は中程度と判断できる。 

 

3)	 成果 3 の「URRP のアップデートとコミュニティ活性化政策提言」について、URRP

は緊急開発調査「北スマトラ沖地震津波災害復旧・復興支援プログラム（バンダ・アチ

ェ市緊急復旧・復興支援プロジェクト）」により策定され、当初は被災したバンダ・アチ
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ェ市の復興のための道路の修復と建設、病院や学校施設等の公共施設の修復が提案され、

後に改訂されて防災と経済発展を重視した長期的な都市計画の青写真を提案するものと

なった。 

 

都市計画としての URRP は理念としてイスラム教の価値に基づき、市民を中心とした

まとまりのあるアチェ社会を目指すとし、重要政策として防災促進と経済発展を明記し

た。都市計画・土地利用計画として、人口予測、経済発展、災害に強いまちづくりの観

点から、市内の用地を官庁街、商業地区、学校、居住区などの用途別に区分けしつつ面

積を明記し、さらに人口予測、上水道の需要、廃棄物の量の予測等から将来必要となる

水道施設や廃棄物処理施設等の社会インフラについても明記した。 
指標 1の 「URRP の条例化」については、事業実施中、JICA専門家チームは市民に対

して、ラジオ放送、新聞広告、リーフレット、看板設置等によって都市計画の広報・啓

蒙を行うことにより、市民の条例化プロセスへの参加を促した（JICA提供資料）。 

事業終了後、バンダ・アチェ市は議員、市職員、市民を対象とした広報、公聴会のた

めに 5千万ルピアを支出し、2009年には公聴会が 3度開かれ、それぞれ 100名程参加し

た。これらの市当局と本プロジェクトの活動により、議会、行政、市民が広く参加し、

理解を深め、意見を述べる機会ができた。これらのプロセスを経て URRPが 10年間の都

市計画であったのに対して、国内法の変更に従って 20年間の都市計画に拡張された上で

2009 年 9 月 3 日条例化された（事後評価現のバンダ・アチェ市担当者からのヒアリング

による）。上記より、指標 1は達成されたと判断できる。 

指標 2の「URRPに基づいた BRR や地方行政府の活動」については BRR と地方政府

諸機関は、URRP で提案された 42 件の緊急復旧・復興事業よりも多い 47件の事業を計

画・実施したため、目標を概ね達成したと判断できる。 

以上により、指標 1と指標 2は達成されていて、成果 3の「URRPのアップデートとコ

ミュニティ活性化政策提言」は達成されたと判断できる。 

 

4)	 成果 4の「広報・啓蒙活動」は、被災した住民へ復興の進捗に関する情報提供と防災

意識の向上への貢献が目的とされた。 

 

指標 1の「ラジオによる広報プログラムの数」については、2007年から 2009年までの

聞に、津波や紛争被害にあった住民に対して生活基盤の復興や、ジェンダーについて助

言やカウンセリングをする、防災についての住民や関連組織の意識向上、ACE 活動につ

いての広報などを目的として、合計 62回の広報のためのラジオのプログラムが放送され

た。 

2009 年にプロジェクトチームが視聴者を対象に実施した調査では、回答者の 67％が

JICAを認知しており、61%がラジオプログラムは JICAの支援によるものだと知っていた。
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62%がラジオプログラムを聴いたことがあり、そのうち 35%は 20回以上聴いていた。84%

が ACE等の支援プロジェクトの存在を知っていた。更に、86％が、本ラジオプログラム

が、BRR や他機関による復興事業の進捗を知る効率的な手段であると答え、87%が防災

に関する放送によって防災意識が高まったと答えた（JICA提供資料）。 

以上のとおり、所定のラジオプログラムが放送されただけでなく、視聴者を対象とし

た調査が、多くの視聴者が本事業のラジオ番組が復興事業の進捗を知る有益な手段とし

ていて、防災意識が高まったとしていることを示している。よって、本成果は達成され

たと判断できる。 

 

3.2.1.2	 プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標の「住民の自立能力を向上させ、コミュニティ活動を活性化する」に

ついては以下の通りである。 

 

1）	 指標 1「活性化したコミュニティの数」について、この指標の内実は設立された ACE

グループの数で、成果 1の指標 1と同じで、前述の通り合計 34の ACE グループが設立

され、本指標は達成されたと判断できる。 

2）	 指標 2「コミュニティ、地方政府・関係者、JICA専門家等によるコミュニティ協議

の数」については、事業実施中に 4回実施された ACEフェスティバルではコミュニティ

交換会が実施され、ACEグループメンバー、政府関係者、NGO関係者、一般の多くの人々

が参加し、ACE グループ事業の促進に貢献したことから、本指標は達成されたと判断で

きる。 

以上の通り、プロジェクト目標の各指標は達成され、プロジェクト目標は達成された

と判断できる。ACE グループが設立され、住民の経済活動が支援されたことで所得が増

えたことが確認された。 

一方で、プロジェクト目標の設定には成果との関係において論理的な問題がある。プ

ロジェクト目標であるコミュニティの活性化の内実は、住民がコミュニティ内でグルー

プを形成し、経済活動を促進することにより生計を向上させることで、成果 1 との区別

がない。また、それぞれの成果については、成果 2 の地方政府職員の人材育成では研修

内容を活用している受講生、研修内容を他の職員に伝えた受講生がともに７割程度で達

成度は中程度と判断され、成果 3においては、URRPは条例化されバンダ・アチェ市の都

市開発の青写真として活用されている。成果 4 の広報・啓蒙活動については住民の防災

意識の向上の貢献等によりそれぞれ達成された。しかしながら、成果 2、成果 3、そして

成果 4 にはプロジェクト目標との直接的な関連がなく、成果の産出によってプロジェク

ト目標が達成されるという論理的な関係が成立していない。 
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3.2.2インパクト 

3.2.2.1	 上位目標達成度「プロジェクト対象地において自立ネットワークが拡大・発展す

る」 

1）	 指標 1の「ネットワークを形成するコミュニティの数」の内実はネットワークを

形成する ACE グループの数で、その実体は ACE フェスティバル等に参加したメンバ

ーが情報交換などで交流し、メンバーが個人として構築したネットワークであった。 

	 終了時評価では、事業終了後のネットワークの拡大が期待されるとしているが、受

益者調査で他の ACEグループとコンタクトがあると回答した回答者は全回答者 134人

中 22 人(16%)にとどまっていて、指標 1 は達成されていない。その要因として、ネッ

トワークの活用と維持はメンバー個人に委ねられていて、事業の一貫としてそのため

の仕組みが構築されなかったことが考えられる。事業実施中は、事業関係者と ACEグ

ループメンバーとの間でネットワークの形態と目的について検討されてはいるものの、

ネットワーク促進のための事業活動は ACEグループの交流会の開催のみである。その

交流会の機会に、メンバーは商品の紹介や、事業の経験などの情報の共有を通して他

の ACE グループのメンバーとのネットワークを形成したが（業務完了報告書）、その

他のネットワークを維持・促進のための仕組みを作る事業活動はない。以上により、

指標 1は達成されたとは言えない。 

なお、事後評価時点における ACEグループの存続の状況については、下の表 7の通

り、活動中が 24、グループのリーダーの転居や死去などを理由に解散したものが 10と

なっている。また、事業終了前に ACE グループが独実に設立した 9 グループのうち 3

グループが存続している。現在、全体で 208人が活動している。 

 

表 7. ACEグループの現況(1) 
市・県 事業内容 活動中・解散の区別（解散

の理由） 
事後評価時点

のメンバー数 
バンダ・アチ

ェ市 
ケーキの製造販売 活動中 10 
コーヒー販売 解散（業績不振） 0 
裁縫・刺繍 活動中 3 
ケーキの製造・販売 活動中 9 
魚の加工 解散（リーダーの転居） 0 
裁縫 活動中 2 
ロブスターの養殖 解散（業績不振） 0 

アチェ・ビサ

ール県 
ココナッツスパイスの

製造 
活動中 10 

ココナッツスパイスの

製造 
解散（業績不振） 0 
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表 7. ACEグループの現況(2) 
市・県 事業内容 活動中・解散の区別（解散

の理由） 
事後評価時点

のメンバー数 
アチェ・ビサ

ール県 
ケーキの製造販売 活動中 10 

ケーキの製造販売 解散（業績不振） 0 

ケーキの製造販売 活動中 10 

裁縫 活動中 13 

ピディ県 メリンジョチップスの

製造販売 
活動中 20 

メリンジョの調達と販

売 
解散（業績不振） 0 

ケーキの製造販売 活動中 10 

アイスキャンディの製

造販売 
活動中 11 

菓子の製造販売 活動中 8 

ビレウン県 トーフの製造 活動中 7 
養鶏（卵） 活動中 6 

ネズミ捕りの製造販売 活動中 6 

養鶏（鶏肉） 活動中 8 

ケーキの製造販売 活動中 8 

ケーキの製造販売 活動中 9 

キャッサバ栽培 解散済み（耕作地を利用で

きなくなった） 
0 

アチェ・テン

ガ県 
魚の養殖 活動中 7 

ケーキの製造販売 活動中 5 

ケーキの製造販売 解散（リーダーの転居） 0 

アチェ・バラ

ット県 
ケーキの製造販売 活動中 12 

ケーキの製造販売 活動中 9 

魚の養殖 解散（業績不振） 0 

ケーキの製造販売 解散（業績不振） 0 

アチェ・ジャ

ヤ県 
肉牛の育成 活動中 5 

肉牛の育成 活動中 10 

合計   208 

	 出所：受益者調査 
 

2）	 指標2の「コミュニティとのダイアログ・意見交換の数」であるが、事業実施中に4

回実施されたACEフェスティバルではコミュニティ交換会が実施され、ACEグループメ

ンバー、政府関係者、NGO関係者、一般の多くの人々が参加し、ACEグループ間のネッ

トワークの構築が目的とされた。前述の受益者調査に回答したACEグループメンバーは
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他のACEグループとのネットワーク構築に有益であった程度については平均で3.35と答

えていて、ネットワーク拡大の機会を提供したものと思われる。他方で、ネットワーク

を持続する仕組みがなく、前述の受益者調査において言及した通り、ネットワークを維

持しているのは回答者の16%にとどまっていて、コミュニティのダイアログ・意見交換の

機会が上位目標の自立ネットワークが拡大・発展につながったとは言えない。よって、

本指標については達成されたとは言えない。 

 

3）	 指標 3の「ラジオプログラムを通した ACE広報・啓蒙活動の数」については 2008

年 11月から 2009 年 1月に ACE の広報啓蒙を目的として、ACE グループのメンバー

や ACE 事業の関係者を招いての ACE グループの活動や商品の紹介、②BRR などの政

府職員や大学の教員を招いてのコミュニティ開発や生産性の向上、マーケティングを

内容とした番組が 10回放送された。プロジェクトチームがラジオの視聴者を対象とし

た調査によると、これらの番組の放送により ACEの活動は広く知られることになった。

以上により、本指標は達成されたと判断できる。他方で、本指標と上位目標との関連

については、ラジオプログラムは不特定多数の視聴者を対象に ACEの広報には有益で

はあったが、上位目標である自立ネットワークが拡大・発展に繋がっていないという

ロジックの問題がある。 

 

4)	 本事業のインパクトとして、パンダ・アチェ市が市の予算で 2009 年 6 月より実施

している「村落経済開発事業」があげられる。本事業終了後において ACE事業は各市・

県行政府により継承されることが望ましいとされ、事業終了前に本事業の業務移管の

旨を記した協定が締結された。協定の締結後はこれらの市・県行政府関係者を対象と

して ACE事業に関してのワークショップが実施された。本事業終了後において、これ

らの市・県行政府はそれぞれの予算で住民の所得創出を支援する事業を実施している

ものの、ACE事業を引き継いだのはバンダ・アチェ市の「村落経済開発事業」のみで、

他の県行政府の事業は ACE事業とは関係なく実施されている（それぞれの市・県行政

府の担当部署からのヒアリングによる）。 

バンダ・アチェ市の「村落経済開発事業」は 2009年に JICA専門家及び NGOの協力

を得て策定され、受益者の選定と組織化、研修等については ACE事業を応用したもの

で、例えば受益者の選定においては、ACE を参考に事業の持続性確保のためにすでに

事業実施の知識、技術を有する個人を選定した（バンダ・アチェ市担当者からのヒア

リングによる）。 

この事業は ACE事業以外にも参考としているものがあり、資金の提供は無償ではな

く、有償にしておりグラミン銀行を参考にしている。受益者を 5 人から 6 人程度のグ

ループを形成し、返済期間は 40週間であるが、返済が滞った場合はグループのメンバ

ーが肩代わりするなどの責任をとることになる（バンダ・アチェ市担当者からのヒア
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リングによる）。 

事業の予算は以下の表のとおりで 2009 年度の 40 億ルピアから 2011 年度まで 70 億

ルピアに増加した。支援対象グループは 2009年度から 2011年度まで 80グループから

313 グループに増加、人数では 449 人から 1813 人へ増加した。貸付額は実績で 1,186

百万ルピアから 5,836百万ルピアで、返済額は 271百万ルピアから 4,282百万ルピアで

あった。返済率は毎年 85%となっている（バンダ・アチェ市担当者からのヒアリング

による）。 

 

表 10. バンダ・アチェ市「村落経済開発事業」の予算と支援実績 

年 
予算 

(億ルピア) 

支援実績 

グループ数 人数 

2009 40 80 449 

2010 70 194 1,149 

2011 70 313 1,813 

出所：バンダ・アチェ市担当者からのヒアリング 

 

表 11. バンダ・アチェ市「村落経済開発事業」の融資額と返済額 

年 
融資額 

(百万ルピア) 

返済額 

(百万ルピア) 

2009 1,186 271 

2010 3,368 2,303 

2011 5,836 4,282 

出所：バンダ・アチェ市担当者からのヒアリング 

 

5)	 成果 2の市・県の地方自治体の職員に対して実施した研修の成果に関し、研修を受け

た 36 人を対象に「研修の内容が事後評価時現在どの程度有益であるか」という質問に 5

段階（5=非常に有益、4=有益、3=ある程度有益、2=あまり有益でない、1=有益でない）

で回答を得たところ、平均で 4.34であり、現在も概して有益であるという結果であった。 

本事後評価での現地調査時に、本事業研修受講生に対し研修成果を現在どのように活

用しているかという問いに対して、アチェ・ビサール県の環境インパクトアセスメント

部に所属している元受講生の一人は、現在はアチェ・ビサールで鉱物の採掘事業を始め

る企業が提出する事業計画の環境インパクトについて審査する業務についている。研修

の有益性について、5 段階（5=非常に有益、4=有益、3=どちらともいえない、2=あまり

有益とは言えない、1=有益でない）で質問したところ、研修を受ける前は環境審査の知

識を全く有していなかったので、5（非常に有益）であったとの回答であった。アチェ・

ビサール県の審査室で勤務するもう一人の研修生は、県政府庁舎のトイレなどの衛生施
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設や、調達する車両の排気ガスが政府の定める環境ガイドラインに適合しているかを確

認する業務についていて、研修内容の有益性については前述のものと同じ 5 段階のうち

の 4（有益）であると述べた。 

 

3.2.2.2	 その他のインパクト 

 

その他のインパクトとして、ACE グループの女性の地位の向上への貢献がある。受益

者調査では、ACEグループの女性の地位の改善へ貢献について、5 =大きく貢献した、4=

貢献した、3=ある程度貢献した、2=あまり貢献していない、1 =全く貢献していないの 5

段階のスケールで質問した。その結果は表 8 の通りで平均が 3.8 で ACE 活動は女性の地

位の向上に概ね貢献した結果になっている。本事後評価の現地調査での ACEグループの

女性メンバーにインタビューでは、ACE 活動からの収入が家計の大きな助けとなって家

庭内での自分の地位が向上したと述べた回答者がいた。本調査の回答者は女性メンバー

が 72.3%を占めていて、かつ前述の通り ACE グループ活動が世帯の生計に貢献している

という結果であることから、女性メンバーがインタビューで述べたことがデータで裏付

けられたと言える。 

 

表 8. ACEグループ活動と女性の地位 

変数 小値 大値 平均値 標準偏差 

女性の地位の向上に貢献した程度 1 5 3.84 1.075 

 	 出所：受益者調査 

 

有効性・インパクトは、プロジェクト目標は達成されたものの（但し、成果 2、成果 3、	 

成果 4 の達成がプロジェクト目標の達成につながっていないというロジックの問題があ

る）、上位目標の ACEグループのメンバーのネットワークの拡大・発展について、本事

業によって目指されるべきネットワークの姿を明確にするための検討が十分になされて

おらず、従ってそれを構築するための事業活動が不十分であったために達成されていな

いことから中程度である。 
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3.3 効率性（レーティング：③）  

3.3.1	 投入 

 

表 9. 投入の計画と実績 

投入要素  計画  実績（終了時） 

（1）専門家派遣 ・7名（復興アドバイザー1・2、

住民自立支援アドバイザー1・2、

地方行政アドバイザー, 

復興モデル形成） 

 

 

・6名（総括／復興アドバイザー

1、復興アドバイザー2、住民自

立支援アドバイザー1、住民自立

支援アドバイザー2、地方行政能

力向上アドバイザー1、地方行政

能力向上アドバイザー2（合計

45.96M/M） 

（2）研修（国内

実施） 

主な研修分野 

技術研修：建築、土木、農業、

品質管理 

行政研修：土地管理、教育行政、

保険行政、条例制定 

主な研修分野 

予算管理、品質管理（土木）、環

境管理、保健行政 

協力金額合計 合計約 3億円 合計 2億 3421万円 

出所：JICA資料 

 

3.3.1.1投入要素 

 

日本人専門家は計画では 7 名で、専門分野は復興、住民自立支援、地方行政、復興モ

デル形成であるのに対し、実績は 6 名で専門分野は復興、住民自立支援、地方行政能力

向上で、専門家の投入の実績は概ね計画通りである。 

	 	 研修における投入については、計画では国内で実施されることになっていて、分野は

技術研修として建築、土木、農業、品質管理、行政研修として土地管理、教育行政、保

険行政、条例制定が想定されていた。実績では研修分野は他のドナーが実施していない

もの、市・県行政府の優先順位が高いものとして予算管理、品質管理（土木）、環境管理、

保健行政が選定され国内で実施された。実績の研修分野は計画と若干異なるが、地方自

治体のニーズに応えるものに変更したということで概ね適切になされたと判断できる。 

 

	 3.3.1.2協力金額 

 

協力金額については計画値で約 3 億円であったのに対して、支出実績は２億 3,421 円

（78%）で計画内に収まった。 
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3.3.1.2協力期間 

協力期間について計画は 2007 年 3 月から 2009 年 3 月までで、実際についても計画通

りであった（100%）。 

 

	 	 以上より、本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素が適切であり、且つ、協力

金額・期間はほぼ計画どおりであるため、効率性は高い。 

 

3.4 持続性（レーティング：①）  

3.4.1	 政策制度面 

事後評価時点のインドネシアの国家開発計画である国家中期開発計画（2010-2014）で

は基本理念として繁栄、民主主義、正義をあげていて、重点分野の一つとして貧困削減

をあげるとともに、地方分権をさらに進めることも謳っている。成果 1の ACE事業は貧

困削減に資するもので、成果 2の地方自治体の人材育成及び成果 3の URRPの条例化へ

の支援は地方自治体を強化するもので、いずれも事後評価時点での妥当性は持続してい

る。 

 

3.4.2	 カウンターパートの体制 

本事業の実施機関である BRR は 2009年 4月に解散し、職員は出身の機関へ異動し、

BRRが所有していた建造物の資産等は州政府、市、県政府へ移管された。本事業の成果

は 7 つの市・県行政府が引き継ぐことが目指されたが実現せず、本事業の成果を継続的

に実施する体制であったかについて課題が残る。 

終了時評価では ACE 事業の持続性と発展には自治体が主体となってプログラムを実

施することが重要であると提言され、ACE 事業のそれぞれの市・県への移管のために

JICA専門家チームは本事業で支援を受けたすべての各市・県行政府のコミュニティ開発

担当部署と話し合いの場をもち、業務移管の旨を記した協定を締結した。協定締結後は

ACE活動の理解を深めるために、JICA専門家チームはすべての市・県でワークショップ

を 3回ずつ開催した。他方で、ACE事業が事業終了後にそれぞれの市・県のコミュニテ

ィ開発事業に活かされるかどうかは、それぞれの市・県行政府に委ねられた。 

	 本事業終了後、ACE事業の手法を活用しているのはバンダ・アチェ市のみで、他の県

政府担当部署からのヒアリングによると ACE 事業を引き継ぐ形での事業は実施してい

ない。また、前述の受益者調査でも、ACEグループが市・県行政府から支援されている

程度を 5段階（5=非常によく支援されている、4=支援されている、3=ある程度支援され

ている、2=あまり支援されていない、1=支援されていない）で聞いたところ、平均が 1.14

で、市・県行政府が ACE活動の持続性にほとんど貢献していないことを表している。 

	 市・県行政府職員のキャパシティビルディングにおいては、本事業で開発された研修
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プログラムが行政府に継承されることが目指されていた。終了時評価ではその長期的効

果発現のために、各市・県行政府の予算管理、品質管理（土木）、環境管理、保健行政の

担当部局における実施体制強化と予算の確保が提言されたが、事業終了前に JICA専門家

が本研修プログラムに参加した全地方自治体を対象とした調査によると、本事業の研修

の貢献としてあげられたのは、研修用のテキストが独自の研修事業のテキスト作成の参

考になったという地方自治体が 1 つ、研修生がトレーナーとなったという地方自治体は

2つと限定的であった。 

	 また、それぞれの市・県行政府では職員の人材育成のために各職務に関連した研修の

受講や、修士課程等の学位プログラムに就学させるなどのスキームを実施している（市・

県行政府からのヒアリングによる）が、本事業における地方自治体職員の能力向上のた

めの活動をさらに持続させ、展開させるスキームの有無は確認できなかった。 

	 URRP についてはバンダ・アチェ市の公式の都市計画として、同市の年度毎の公共事

業の計画時に参照されるなどして活用されている（バンダ・アチェ市担当者からのヒア

リングによる）。 

本事業においては、本事業の成果を市・県行政府に移管するために移管を視野に入れ

た実施体制とするために、引き継ぐ側の地方自治体を事業実施の意思決定に関与させる

形で事業は進められた。しかし実施機関である BRRの解散という状況下で発生した種々

の移管事業を個々の市・県行政が引き継ぐことは容易ではなく、バンダ・アチェ市以外

の地方自治体によるプロジェクトの成果の更なる活用には課題があった。 

 

3.4.3	 カウンターパートの技術 

ACE事業後継の事業実施のための技術について、バンダ・アチェ市については前述の

通り ACE 事業の後継として「村落経済開発事業」を実施していて、ACE 事業の受益者

の選定、研修実施、グループの組織化等の技術を活用している。一方で他の地方自治体

の住民の所得創出を支援する事業では受益者の選定やグループの組織化などの ACE 事

業に関する技術を実践しておらず、本事業が支援した地方自治体全体としては、ACE事

業の技術の継承において課題がある（市・県担当者からのヒアリングによる）。 

市・県行政府職員の人材育成については、インパクトの項で述べた通り、元研修受講

生が当時学んだ環境審査の知識を現在も業務で使用しており、その他にも 36名の元受講

生に質問したところ、研修内容は現在も概して有益であるとの声が多かったことから、

多くの元受講生が当時学んだ環境審査等の技術を有しているものと推察される。 

 

3.4.4	 カウンターパートの財務 

実施機関は解散し、事業の成果を引き継いだ組織はないため、関連する予算はない。 
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	 3.4.5	 効果の持続状況 

ACE 事業によって本事業が実施修了後に残そうとしたものは、事業によって形成さ

れた ACEグループと、7つの地方自治体による ACE事業の継承であった。インパクト

の項で述べた通り、事業終了時の 2009 年 3 月から本事後評価の間に ACE グループの

数は 34 から 24 となり約 3 割の減少となっている。解散した 10 のグループのうち、7

つのグループは業績不振が理由で解散している。当初の 21グループから 9のグループ

が独立したが、その中には当初の商品の売り上げが芳しくなく、見込みのある商品を

売ろうとするメンバーが新たに立ち上げたものもあった。これらは ACE活動の持続性

においては経済パフォーマンスが重要な要因となることを示しているが、ACE グルー

プは業績不振の際に支援を受けることができるような仕組みはなく、今後も業績不振

等の理由でさらに解散する可能性はある。また、地方自治体による ACE事業の継承は

前述のバンダ・アチェ市以外ではなされていない。 

市・県行政府職員の人材育成のコンポーネントでは、研修プログラムが市・県行政

府によって継承されることが目指されていたが、本事業で開発された研修プログラム

は市・県行政府には継承されておらず、本事業の成果を持続させる仕組みはない。 

持続性のレーティングについては次の通り。ACE 活動については	 本事業にて設立

された ACE グループは 34 のうち、24 が存続しているが、これらのグループを支援す

る仕組みは存在しない。また、地方自治体がそれぞれの住民の経済活動支援の事業の

中で ACE事業を継承していくことが期待されたが、それが成されているのはバンダ・

アチェ市のみで他の 6 県では実施に至っていない。また、本事業による地方自治体職

員の人材育成支援のプログラムも継承されていない。よって、本プロジェクト実施に

よって期待された効果の持続性は低いと判断できる。 

 

4．結論及び教訓・提言  
4.1	 結論  

	 本事業の主な内容は、2004 年の津波被害で生計手段を失ったアチェ州の①住民の所得創

出活動の支援、②復興業務を担う地方自治体職員の育成、③日本が作成を支援したバンダ・

アチェ市復興基本計画を公式の都市計画として条例化することにより同市の開発事業に寄

与することの 3つである。 

妥当性の評価においては、津波被災後の復興をすすめる政府の政策と、被災した住民の

開発ニーズ、それを支援する日本の援助方針のいずれとも高い一致があると判断できる。

有効性・インパクトの評価は、住民の生計支援のための所得創出活動、地方自治体職員の

人材育成、バンダ・アチェ市復興基本計画の推進において、所定の成果を上げている一方

で、上位目標である所得創出活動のためのグループ間のネットワークが形成されていない

という問題があるため、中程度である。効率性については計画通りの予算と期間で事業は

実施され、高い。持続性においては、本事業の持続性を確保できる体制になっていないと
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いう課題があり、住民の所得創出活動は現在も存続している部分はあるものの持続性を確

保する仕組みが十分ではなく、持続性は低いと判断できる。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

4.2	 提言  

	 4.2.1	 カウンターパートへの提言 

	 本事業の課題として、上位目標の ACEグループ間のネットワークの構築が十分でない

ことがあげられる。事後評価時の受益者調査でも他の ACEグループとコンタクトがある

と答えた回答者は 134人中 22人と 16.4%にすぎない。他方で、後述の受益者調査の分析

結果は ACEグループ間のネットワークは収入の向上に有益であることを示している。ま

た、受益者調査で他のグループとのコンタクトがある 22人は、自分たちの製品について

の知識や情報交換に有益だとしている。以上により、ネットワークを促進することで ACE

の成果はさらに向上すると考えられる。市・県行政府はそれぞれの市・県に存続する ACE

グループに対し、ACEフェスティバルのような交流の機会を定期的に催すなどして、ネ

ットワークの構築を促進することを提言する。また、本事業ではネットワークの形成を

ACEグループのメンバー個人に委ねたことが課題であったので、行政府がネットワーク

を維持・拡大する仕組みを検討することを提言する。 

	 バンダ・アチェ市以外の県行政府も住民の所得創出事業を実施しているので、技術指

導や融資等それぞれの行政府による事業スキームの可能な範囲で ACE グループを支援

するとともに、ACEマニュアルを参考にしつつ、ACE事業の受益者の選定の方法、グル

ープ形成の方法等の実際を ACEグループからヒアリングし、これらの事業の参考とする

ことを提言する。 

 

4.2.2	  JICAへの提言 

	 特になし。 
 

4.3	 教訓  

・	 本事業の実施機関は一定期間後に解散することが決まっており、解散後は本事業の

成果は各地方自治体など継続して存続する機関への移管が目指されていた。そのた

めに各自治体と業務移管に関する協定を結んだものの、バンダ・アチェ市以外の地

方自治体では結果としてプロジェクトの成果の持続性において課題があった。持続

性の体制の項で記述の通り、事業実施中より成果を引き継ぐ組織を意思決定のプロ

セスに十分に取り込み、組織の意向を反映させ、移管を視野に入れた仕組み作りを

十分に行う必要があることが教訓として言える。 

・	 本事業のように復興支援という文脈の中で暫定的な組織を対象に支援を実施しなけ

ればならない状況下で事業を実施する際には、解散後の移管についても考慮に入れ
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つつ現実的に持続性が確保されるよう、本事業の活動内容と実施体制において事業

実施前の段階から十分に配慮する必要があることが教訓として言える。 

・	 補論にある受益者調査の分析結果からは ACE事業におけるグループ内での協力関係

と、他の ACEグループとのネットワークの有用性が明らかになった。津波の被災に

より、家族やビジネスパートナーを失った人は多いが、分析結果にある通り、事業

の一貫として住民が新たなパートナーとグループを形成し、ネットワークを構築し

たことで協力の可能性が広がり、所得の増加につながったものと思われる。しかし

ながら、事業の一環としてネットワークの構築・拡大を図る場合は、どのようなネ

ットワークが有用であるかを見極めつつ、行政やNGOなどの機関がその構築、拡大、

維持のための仕組みを作らなければ、ネットワークが十分に拡がらない可能性が高

いことが教訓として言える。 

 

 

補論：受益者調査 

 

1.  概要 

	 本事業における ACE活動の成果とその要因を分析するために質問票による受益者調査を

実施した。本調査の回答者は ACEグループのメンバー全員(208名)を対象とし、実際の回答

者数は 134人（回答率 64%）であった。回答者の性別は、女性が 97人（72.4％）、男性が

37人（27.6％）、年齢は 15～67歳、平均で 41.03歳であった。学校への通学年数は 0～17年

で、平均で 9.04年であった。 

 

2. ACE活動による収入の要因分析 

	 ACE 活動による収入額を対数変換したものを従属変数として、その額を左右した要因を

明らかにするために回帰分析を行った。データは回答者の振り返りにより事業実施期間中

の 2007 年から 2009 年、事業実施修了後の 2010 年と 2011 年までの 5 年間のもので、サン

プル数は回答者 134人の 5年分で 670となっている。 

	 分析結果は表 12の通りで統計的に有意であったものには星印が付してある。結果の中で

特に注目に値する要因は、メンバーが協力的である程度と、他の ACEグループとのコンタ

クトがあった場合のその効果である。2004 年の津波の被災で、共に働く仲間や取引先等を

失っている人々が多いが、ACE 活動は共に働く仲間や、新しいビジネスパートナーとの出

会いの機会を提供しており、それらが製造技術や製品の品質の向上や販路の拡大に貢献し、

ひいては収入の増加につながったと考えられる。また、他の ACEグループとのコンタクト

が製造技術や製品の向上や販路の拡大に貢献するのなら業績が向上し、グループの持続性

にも貢献するものと思われる。 
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表 12. ACE活動による収入についての変量効果モデル 

変数 係数 
年齢 0.01*** 
性別 0.06 
教育レベル（学校通学年数） 0.04*** 
ACEグループの活動に積極的である程度 0.14*** 
担当職務の技能に優れている程度 0.09 
ACEフェスティバルに参加 0.33** 
ACEワークショップに参加 -0.23 
ACEマニュアルを知っている 0.58* 
市・県行政府からの支援 -0.00 
ACEグループのメンバーが協力的である程度 0.46*** 
他の ACEグループを知っている 0.35** 
事業実施期間 -0.04 
切片 -1.78*** 
sigma_u  0.48           sigma_e  0.49       rho 0.48 
R2  Within=0.70  Between=0.61 Overall=0.66  Pob>Chi2 = 0.000 
*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1 

	  

(以上) 


