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インドネシア 

グヌンキドル県水道整備計画 

外部評価者：株式会社アイコンズ 栗田貴之 

０．要旨 
本事業は、ジョグジャカルタ特別州グヌンキドル県の給水施設の整備を目的に実施

された。本事業の妥当性は、インドネシア国の開発政策、対象地域の給水に対するニ

ーズの観点から高いといえる。有効性に関しては、住民の生活向上には寄与しインパ

クトは高いものの、給水人口が目標値に達していないことから中程度である。効率性

について、事業費は計画内に収まり、事業期間も、計画期間内に完了していることか

ら高い。持続性に関しては、本事業終了後も実施機関である県水道公社は計画に基づ

き工事を行い、職員の育成、技術管理を適切に行っている。財務面では近年の赤字経

営状況から 2012 年には改善の兆しが見えるが、長期的にはまだ不安要素があり中程度

といえる。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      案件位置図              バロンアタス配水池 

 

1.1 事業の背景 

本事業の対象地であるジョグジャカルタ特別州グヌンキドル県南部は、ジャワ島中

央部に位置している。 

グヌンキドル県は恒常的に水不足の地域であり、特に本事業対象地域はカルスト台

地となっていることから、本事業開始前、安全な水を入手できる住民は対象地域の人

口の 30％程度にとどまっていた1。また、給水を受けている場合も、10 日のうち 8 日

が断水され、住民の多くは、生活に必要十分な水が得られず、河川や浅井戸から不衛

生な水を使用しなければならない状況にあった。そのため、対象地域の衛生面の改善

                                                  
1
 カルスト台地は、岩盤中の浸透水が流れやすい性質を持ち、一般的に保水力が低く、水不足の原

因となる。 
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とともに給水設備の整備は最重要課題となっており、公共水道の整備にかかる協力事

業としての実施に至った。 

 

1.2 事業概要 

ジョグジャカルタ特別州グヌンキドル県南部において、新たな取水施設を建設する

ことにより、住民への給水量を確保し、安全で安定した飲料水の供給を図り、もって

住民の生活環境の改善に寄与する。 

 

E/N 限度額／供与額 525 百万円／472 百万円（1/2 期） 

635 百万円／558 百万円（2/2 期） 

交換公文締結 2007 年 1 月（1/2 期） 

2007 年 7 月（2/2 期） 

実施機関 県地方計画局 

事業完了 2008 年 4 月（1/2 期） 

2009 年 1 月（2/2 期） 

案件従事者 本体 東亜建設工業株式会社 

コンサルタント 日本工営株式会社 

基本設計調査 2005 年 3 月 

関連事業 ドイツ（GTZ）：地下ダムの建設 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 栗田 貴之（株式会社アイコンズ） 

 

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 12 月～2013 年 1 月 

 現地調査：2012 年 1 月 22 日～2 月 14 日、5 月 20 日～6 月 2 日 

 

2.3 評価の制約 

 特になし。 
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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 

インドネシアでは、5 年ごとに「国家開発計画（PROPENAS）」を策定し、開発事業

が実施されている。事業事前評価時、「国家開発計画（2000-2004）」が実施されており、

この中で健康な生活環境を目指し、都市・地方部で衛生的な水供給を行うことが重要

分野として掲げられていた。 

事後評価時に収集した「2010‐2014 年国家中期開発計画（RPJM）」においても、重

点目標として貧困削減が掲げられ、5 つの重点分野にインフラ整備が含まれている。

その中で、既存サービスの効率化、民間活用などを通じて水供給を推進することとな

っている。 

このように基本設計調査時から事後評価時まで、インドネシアの国家開発政策は一

貫して水供給を重点分野に掲げており、本事業はインドネシアの開発政策と合致する

ものである。 
 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

基本設計調査時、対象地域では、図 1 に示すように、他地域と比しても降雨量が少

なく、乾季の水不足が著しかった。特に本事業対象地域はカルスト台地となっており、

安全な水の入手は非常に難しく、県水道公社（本事業の運営維持管理実施機関。以下、

PDAM という。）により施設整備が施された給水人口は約 7 万人で、残りの 6 万人は

給水車や溜池等からの取水に頼っていた。また、給水システム使用者も十分な飲料水

の供給を受けているわけではなく、特に取水源の水量が減少する乾季においては、10

日のうち 8 日間もの断水を強いる給水制限が行われていた上、配水管が敷設されてい

ても全く給水を受けられない地域もあった。そのため、住民の多くは河川や浅井戸な

どの不衛生な水の使用を余儀なくされており、6 人に 1 人は下痢等の水因性疾病患者

となっていた。かかる状況の改善のため、水供給設備整備にかかる協力が必要な状況

にあった。 

                                                  
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」 
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（出所）Gunung kidul dalam angka 2011（グヌンキドル県統計年鑑 2011 年版） 

図 1 グヌンキドル県の降雨量（2010 年） 

 

一方、対象地域には、ノゴバロン、バロンの 2 カ所の水源があり、取水パイプ等の

施設はあった4。基本設計調査時、ノゴバロン水源の取水能力は 80L／秒、バロン水源

は 15L／秒となっていた。2006 年に中央ジャワで発生した地震のため、ノゴバロン水

源は取水池の底に亀裂が生じ、取水池の底面から水が流出するようになった。この事

象によりノゴバロン取水池の取水能力は、15～20L／秒と低下した。ノゴバロン水源

の取水能力の低下により、本事業で整備されたバロン水源で対象地域の給水を賄わな

ければならない状況にある。かかる状況から、基本設計調査時と対象地域の開発ニー

ズに変更がないことに加え、事後評価時はノゴバロンの取水量が低下しているため、

バロン水源および本事業で整備された給水施設の重要性は非常に増していた。 

また、本事業では、既存の水源水および設備が活用可能であり、経済的な給水が可

能となることから、事後評価時の開発ニーズとも合致している。 
 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

基本設計調査時、日本政府は、「対インドネシア国別援助計画」（2004 年）を策定し、

「民間主導の持続的な成長」、「民主的で公正な社会造り」、「平和と安定」を重点分野

として掲げているが、「民主的で公正な社会造り」の中で、基礎的サービスの向上を支

援内容として掲げていた。 

また、JICA の国別事業実施計画では、インドネシアでは地域の開発に不可欠な公共

財が不足、あるいは運営維持管理体制の不備により公共サービスの質及び量が不十分

                                                  
4 本事業実施前の既存の施設の状況は以下のとおり。 
 バロンシステム：1980 年代初期に完成 15L/秒の取水ポンプが 2 台、3 カ所に配水タンク（50m3

×2、18 m3）が設置され、2 日に１回、故障時等は 3～4 日に１回の割合で送水されていた。 
ノゴバランシステム：1994～5 年に建設され、取水ポンプは 3 台、配水タンクは 13 カ所設置され

ていた。（出所：JICA「インドネシア共和国グヌンキドル県水道整備計画基本設計調査報告書」, 
2005 年） 
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なケースが多いことを鑑み、「地方インフラ整備」、「村落インフラ整備」を策定してい

る。このことから、日本の援助政策と本事業との整合性は保たれていると判断する。 

 

 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 有効性5（レーティング：②） 
3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

 本事業は、対象地域の給水状況改善のため実施され、基本設計調査時には「安全で

安定的な水を得ることができる人口」が指標として設定された。また、本事後評価調

査では、本指標に加え、本事業の効果をわかりやすくするため、「大腸菌群」、「濁度」

を指標に加えることとした。指標の達成状況を以下に示す。 

 

表 1 指標の達成状況 
指標名 基準値 

（2001 年） 
実績値 

（2001 年） 
目標値 

(2008 年) 
実績値 

（2012 年） 

安全で安定的な水を得ること

ができる人口 

40,000 人未満 24,382 人 93,800 人 48,860 人以上 

（推計 57,000 人）

増加分比：45.5％6

配管設置世帯数割合 45％ 18％（推測値） 70％ 35.5％以上

大腸菌群 陽性 陽性 陰性 陰性

濁度（インドネシア基準値：

5NTU 以下）7 

－ 1NTU

（2004 年 10 月）

－ 2NTU

（2012 年 7 月）

（出所）PDAM 提供資料 

 

事後評価時、本事業対象地域の人口は、137,596 人8となっており、基本設計調査時

（13.4 万人）から約 3,000 人の増加となっている。一方、PDAM からの情報によると、

給水人口は 48,860 人（7,274 世帯）である。なお、この数値は契約世帯の家族の推計

人口数である9。この他に、受益者調査10の結果、PDAM とは契約をしていないが、PDAM

からの給水を隣家から購入しているケースも散見された（回答者の 17.8％が近所の世

                                                  
5 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
6 実績値の増加数÷（目標値－基準値）として計算。 
7 NTU：Nephelometric Turbidity Units（比濁計濁度単位）の略。水の濁りを示す単位。 
8 出所：インドネシア統計局資料 
9 PDAM では 1 世帯あたりの構成人口を村ごとに設定し（5～11 名）、給水人口の算出を行っている。

本事後評価調査においてもその数値を適用することとした。 
10 受益者調査は、本事業対象地域のうち、道路事情などアクセスを考慮した上で抽出した 19 村 37

集落にて、一般家庭 421 世帯を対象に調査を行った。調査は、調査員 4 名で、各世帯を訪問し、

質問票に沿って、インタビュー調査を行った。 
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帯へ水を販売していた11）。そのため、本事業により「安定的な水を得ることができる

人口」は契約者数よりは多い（推計で 57,000 人以上）と考えられる。 

なお、達成状況が遅れている理由としては、以下の 2 点が挙げられる。 

 

（1）事業事前計画表の高い設定値 

本事業の事前評価時、安全で安定的な水を得ることができる人口は、40,000 人未満

（45％）と設定されていた。これは、基本設計調査時行われたベースライン調査から

算出した数値である12。しかし、PDAM から提供された情報によると、実際はその当

時の給水人口は 24,382 人となっている。基準値が実際より高すぎたことが、目標値か

ら実績値が大きく乖離した原因と考えられる。 

 

（2）対象地域の電気事情 

 2009 年の時点では、法人向けの電気料金が高く設定されているため、生産コストが

販売金額を上回っていたために供給水量を増加させることが難しい状況にあった（詳

細なデータは持続性に記す）13。 

 かかる状況の改善のため、2011 年 4 月からポンプの稼働時間を、それまでの 10 時

間／日から 18 時間／日に延長した。その結果、人件費・設備費の固定費割合が下がり、

また低地にある水源から高地（200～300m）に位置する各村落への水の汲み上げにか

かる電力のコスト等が削減された。また、給水量の増加により収入が増加したことに

より販売価格が生産コストを上回るようになった14。供給水量の増加が財務状況の改

善に繋がるようになったことから PDAM としては、今後も供給水量を増加させていく

計画にある。 

なお、表 2 に示すように、対象地域の供給量は本事業が実施された 2009 年以降、増

加傾向にあり、給水環境は改善しつつある。なお、給水量に関しては、表 3 に示すよ

うに給水人口が 93,000 人に達したとしても、十分な水量の確保、また、ポンプの稼働

時間を現状より 1 時間程度延長することにより供給が可能な状況にある。 

 
  

                                                  
11 PDAM とは契約せず、隣家から水を購入している理由として、PDAM が把握している事項は次の

とおり：①初期据付費用を支払いたくない（初期据付費用は、最低 450,000 ルピア。配管から家

屋への距離に応じ課金される）、②PDAM の給水をあまり使用する必要のない雨季に、基本料金

（37,000 ルピア）を支払いたくない、等が挙げられた。 
12 ベースライン調査は、基本設計調査時、本事業の給水エリア 26 ヵ村を対象に１ヵ村につき 12 サ

ンプル、合計 312 サンプルに対し実施した。 
13 2009 年の PDAM データでは平均販売価格が 2,937 ルピア／m3 に対し、平均生産コストは 4,053

ルピア／m3 となっており、1m3 あたり 1,116 ルピアの赤字となっていた。 
14 PDAM の方針として、基本料金にて使用できる最大容量（10m3）まで給水できていない地域（標

高の高い場所等）の住民には請求をしていない。しかし、PDAM 職員によると、給水量の増加に

より料金徴収が可能になったケースが多くなった、とのことである。 
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表 2 本事業対象地域の取水量等のデータ   （単位：m3） 

  2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 

取水量 7,920,463 6,757,044 6,831,965 6,312,729 7,181,517 7,548,469 9,538,811

供給量 7,627,251 6,655,689 6,711,194 6,201,435 6,726,151 7,390,218 9,392,920

有収水量 4,204,902 4,192,851 4,505,210 4,706,595 5,151,901 4,871,134 5,343,952

無収水量 3,501,237 2,462,829 2,205,984 1,444,840 1,574,322 2,519,084 4,048,968

無収水率 44.20% 36.45% 32.29% 22.89% 21.92% 33.37% 42.45%

（出所）PDAM 提供データ 

 

表 3 水源および PDAM の給水能力 

 水量（m3/日） a) 給水能力 
（L/秒）15 稼働時間 b) 給水能

力（m3/日）

本事業 
実施前

（m3/日） 

水需要

（m3/日）16

ノゴバロン 5,184 20 18 時間 1,296 3,200 

7,960バロン 432,000 100 18 時間 6,480 不明 

水量合計 437,184 給水能力合計 7,776※  

※ 給水能力は現状の 18 時間で計算しているが、19 時間に延長した場合は、8,208（m3/日）となる

と推計される。 

（出所）JICA インドネシア国共和国グヌンキドル水道整備計画 基本設計調査報告書を参考に、筆

者が作成。 

 

給水人口については目標値に達していないものの、本事業の実施により給水環境は

大きく改善された。本事業実施前、対象地域では、水道の配管が敷設されていた地域

でも週 1 回程度の給水が行われるのみであり、主に給水車から水を購入せざるを得な

い状況であった。しかし事後評価調査時、受益者調査の結果による本事業対象地域の

住民の水の入手先については表 4 に示すように、ベースライン調査と比しても PDAM

からの給水割合が高まっており、乾季には、飲料水、その他の生活用水ともに約 80％

の住民が PDAM からの給水を使用しているという回答を得た。 

また表 5 に示すように、本事業実施後はほとんどの住民が週１回位以上は給水を得

られるようになるなど給水環境は改善した。ベースライン調査の結果と比較し毎日給

水を受けている割合が低下しているが、これはベースライン調査がサンプル調査で実

施されたことが理由と考えられる。しかし住民の 60％以上が、「水の入手が容易にな

った」ことを本事業の便益として挙げていることから（表 6 参照）、本事業の効果が

あったと考えられる。 

 

                                                  
15 a) 給水能力（L/秒）は、各水源の給水ポンプの給水能力を示し、b) 給水能力（m3/日）は、各給

水ポンプに稼働時間を掛けた数値を示している。 
16 出所：JICA「インドシア共和国 グヌンキドル県水道整備計画基本設計調査」, 2005 
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表 4 対象地域の住民の水の入手先（複数回答可） 単位：回答者割合 
飲料水 生活用水 

 雨季 乾季 雨季 乾季 

BL 調査 事後評価 BL 調査 事後評価 BL 調査 事後評価 BL 調査 事後評価

個人給水 N/A 0.46% N/A 0.38% N/A 0.00% N/A 0.00%

公共水栓 1.90% 2.05% 0.00% 0.38% 1.30% 1.97% 0.00% 0.36%

井戸水 7.40% 0.46% 7.10% 0.19% 8.30% 0.22% 7.10% 0.18%

湧水 6.70% 0.00% 4.50% 0.00% 6.10% 0.00% 3.20% 0.00%

雨水（貯水タンク） 5.40% 6.39% 74.70% 43.76% 4.50% 8.77% 73.40% 41.79%

河水 0.60% 0.23% 0.00% 0.38% 1.90% 0.88% 0.30% 1.09%

給水車 50.00% 4.57% 0.30% 0.77% 51.30% 4.17% 0.60% 0.55%

貯水池 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.20% 0.88% 4.80% 0.36%

近隣住民から購入 3.20% 4.57% 1.30% 0.96% 3.20% 3.51% 1.30% 0.91%

PDAM 24.70% 81.28% 12.20% 52.98% 19.20% 79.61% 9.30% 54.74%

（出所）受益者調査結果 

※BL 調査：ベースライン調査の略称 

 

表 5 対象地域における給水状況    単位：回答世帯割合 

設問  ベースライン調査時17 事後調査時 

1 カ月で給水が行われるの

は何日間か。 

毎日 19% 5.19%

週 1 回以上 15% 90.65%

 週 1 回未満 N/A 4.16%

 毎月１回以上 16％ 0％

 毎月１回未満 21％ 0％

 給水なし 29％ 0

１日あたりどれくらいの時

間給水は行われているか。 

常時 ベースラインのデー

タ無し。 

4

12～18 時間 37

6～12 時間 150

 6 時間以内 191

（出所）受益者調査結果 

 

3.2.2 定性的効果 

 本事業では、ジョグジャカルタ特別州およびグヌンキドル県による水道整備事業に

かかる維持運営管理体制が十分ではなかったことから、維持管理、財務管理に関する

                                                  
17 2004 年 9 月に実施。本事業の給水エリア 26 村にて 1 村につき 12 サンプル、合計 312 サンプル

（世帯）を対象に実施。 
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技術指導が行われ、業務上その技術は活用されている。その効果について詳細は持続

性に記す。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

（1）住民の水の入手が容易になったことによる経済的効果 

 受益者調査の結果、本事業実施後、住民が受けた便益として以下の点が挙げられる。 

 

表 6 本事業により住民が受けた便益（複数回答可） 
便益事項 回答者数 回答者数％ 

水道にかかる費用が安くなった 267 63.42% 

水の入手が容易になった 257 61.05% 

十分な水が得られるようになった 44 10.45% 

生活が全般的に楽になった 42 9.98% 

清潔な水が使えるようになった 25 5.94% 

ビジネスに役立っている 7 1.66% 

健康に寄与する 4 0.95% 

水に関する争いがなくなった 1 0.24% 

（出所）受益者調査結果 

 

対象地域住民への聴取調査では、本

事業実施以前、水の入手は給水車が多

かった。給水車の水は、50,000 ルピア

/5m3 で販売されており、特に乾季は月

額 100,000 ルピア（約 860 円）程度の

支出を行っている世帯が多かった。し

かし PDAM からの給水が行われるよ

うになってからは、図 2 に示すように、

37,000 ルピア（0～10m3 まで使用した

場合の基本料金）の支出となっている

世帯が多く（PDAM に水道料金を支払

っている世帯の約 72％）、経済的な負担は軽減されている。 

 

（2）水汲み時間の短縮 

受益者調査の結果、基本設計調査時に想定されていた「水汲みの時間が短縮される」

という効果は確認されなかった。この理由としては、元来、対象地域では、天水、給

水車から購入した水を貯水タンクに入れて使用していたため、水汲み自体がほとんど

70.65%

17.66%

3.64%
8.05%

37,000Rp以下

37,001～70,000Rp

70,001～100,000Rp

100,000Rp以上

（出所）受益者調査結果 

図 2 住民が支払った水道料金 
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行われていなかったことが挙げられる。「水汲み時間の短縮」という効果については、

基本設計調査時に設定の必要が無かった指標であると考えられる。 

 

（3）水因性疾患の減少 

現地調査の結果、水因性疾患の減少に関しては、測定が不可能であることが判明し

た。対象地域の家屋では、雨季・乾季に関わらず、貯水タンクに、PDAM からの給水、

天水を貯め、混ぜて使用しているのが一般的であり、蛇口からの水を直接使用してい

るケースは皆無であることが受益者調査の際にも確認されている。 

今までの生活習慣および常時給水されていない状

況下、このように本事業完了後も天水と水道水を

混合して水を確保することはやむを得ないと考え

る。 

一方で、対象地域の住民の多くは、供給される

水が硬水であることを非常に懸念している。硬水

飲用の健康的被害については科学的には証明され

ていないものの、対象地域の保健医療施設が住民

に対し、水道水は石灰が多く含まれているためそ

のまま飲用しないよう啓蒙活動を行っている。か

かる活動は、本事業開始前から行われており、ま

た、住民も石灰を除去し水を浄化するため、煮沸

し飲用することが一般的となっている。対象地域の保健医療施設にて確認したところ、

硬水飲用に起因する疾病被害は 2012 年には認められていない。また硬度に関してもイ

ンドネシアの水質基準をクリアしている18。今後、住民の硬水に対する過度の反応、

懸念を払拭するためにも、PDAM として、保健医療施設と共同で硬水対策に関する説

明会などを実施することが望ましい。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

（1）自然環境へのインパクト 

バロン水源は、休日には地元住民並びに近隣都市住民の憩いの場所である。県公共

事業局、PDAM 職員に本事業の実施による自然環境へのインパクトにつき聴取調査を

行ったところ、以下の回答を得た。 

- 本事業実施後、取水ポンプおよび配水ポンプの稼働による騒音・振動・汚濁水の

排水等について住民等からの苦情が出たことはない。 

- 環境モニタリングについては、工事による影響の有無を確認するため、本事業の

工事開始時に一度、県公共事業局環境廃棄処理ユニットが実施した。確認項目は、

                                                  
18 インドネシアの基準では 500mg/l であるが、水質検査の結果は 90 mg/l 以下となっている（2012

年 7 月現在） 

写真 住民が一般的に使用する貯

水タンク。パイプで PDAM からの

給水を引き込み、天水と水道水を

混合し使用している 
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自然環境の改変の有無、天然資源や自然遺跡の保護に及ぼす影響の有無等であっ

たが指摘事項は無かった。なお、本事業の工事中、環境モニタリングは行ってい

ない。 

- 工事中に発生した問題としては、配管設置時に掘削した土が道路に山積されたた

め、車輛通行の障害になったケースがあった。なお、土は配管敷設時に埋め戻し、

事後評価調査時問題とはなっていない。 

以上のことから、自然環境に関し重大なインパクトは確認されていない。 

 

（2）用地取得・住民移転のインパクト 

本事業実施に際し、配水池施設建設のためインドネシア側は 9,412m2 の用地取得を

行った。かかる作業は、主にグヌンキドル県国家土地庁により実施され、その手続き

としては①住民に対する説明会、②価格交渉の上、インドネシアの法制度に則り、住

民との間で用地買収契約が締結された。なお、価格は 150,000 ルピア（約 1,300 円）/m2

を原則とし、その土地の条件（農業に適した土地、道路に近い場所等）により、交渉

内容により差異があった。なお、その際、土地所有者と全て合意の下、必要な用地の

取得は行われ、また本事業で購入した用地は空き地であり、住民移転はなかった、と

グヌンキドル県国家土地庁職員からコメントがあった。 

以上から、用地取得・住民移転に関しても重大なインパクトは確認されていない。 

 

（3）その他のインパクト 

本事業実施前、特に乾季に、洗濯は近隣の池などに行って行わなければならず約 3

時間程度を要したが、本事業の実施により洗濯に要する時間は 30 分程度に短縮され、

労力の削減に繋がった、とのコメントが女性から多く寄せられた。 

また、受益者調査の結果では、水が安定的に入手できるようになったことにより、

乾季でも水浴ができるようになった、洗濯業、溜池（PDAM からの給水も使用）での

魚の養殖等対象地域の住民のビジネス活動の活性化に寄与したとのコメントがあった。 

 

以上より、「安全で安定的な水を得ることができる人口」は 2001 年当時の実際の給

水人口と比較すると、2012 年の実績値で給水人口は倍増している。しかし、①基本設

計調査時のベースライン調査結果に基づき設定された目標値が高すぎた、②PDAM の

接続工事進捗状況が年間 1,000 件程度に留まっていたこともあり、まだ目標値には達

していない。一方、受益者調査の結果から、水の入手が容易になるなど給水環境が改

善されたことが確認された。また、自然環境、用地取得・住民移転にて重大なインパ

クトは見られず、対象地域住民の水道料金の経済的負担の軽減など正のインパクトが

確認できていることから、本事業の実施により一定の効果の発現が見られ、有効性・

インパクトは中程度である。 
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3.4 効率性（レーティング：③） 

3.4.1 アウトプット 

本事業のアウトプットについて、下表 7、8 にまとめる。計画と実績に差異はない。 

 

表 7 本事業のアウトプット（日本側） 

項目 内容 差異分析 

取水施設建設 2 カ所 差異なし 

配水池とポンプ施設の新設 7 カ所 差異なし 

送水管の布設 総延長：26,600m 差異なし 

配水管の布設 総延長：13,600m 差異なし 

ソフトコンポーネント 維持管理、経営・財務にかかる指導 差異なし 

 

表 8 本事業のアウトプット（インドネシア側） 

内容 差異分析 

用地買収、閥開、造成、フェンス、ゲート、 

電力供給設備、諸手続き・経費（合計 58 百万円） 

差異なし 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

事前評価時に計画された本事業の事業費および実際の事業費を下表 9 に示す。実際

の事業費は 1/2 期、2/2 期とも事業評価時の事業費内に収まった。 

 

表 9 本事業の事業費 

 事業評価時の事業費 実際の事業費 計画比 

1/2 期 525 百万円 472 百万円 89.9％ 

2/2 期 635 百万円 558 百万円 87.9％ 

 

3.4.2.2 事業期間 

事前評価時に計画された本事業の事業期間については、事業事前計画表では、詳細

設計から本事業完了まで 32 ヵ月と計画されていた。しかし、2006 年にジャワ島中部

で発生した地震の影響により、本事業の対象地域も被害を受けた。そのため、工事実

施のための安全確認を行う必要があり、遅れが生じた。中断期間は 2006 年 7 月から

2007 年 1 月までであるが、安全が確認された後、事業化調査が行われ、事業期間は 24

カ月と計画された。その後、インドネシア政府と我が国政府の間で本事業実施にかか

る交換構文（E/N）が締結され本事業は再開した。1/2 期は、2007 年 2 月 2 日にコンサ

ルタント契約締結後、2008 年 4 月 4 日に完了し、2/2 期は、2007 年 8 月 9 日にコンサ
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ルタント契約締結後、2009 年 1 月 23 日に完了した。1/2 期と 2/2 期の事業期間は計 24

ヵ月であり、計画どおりであった。 

 

以上より、本事業は事業費および事業期間ともに計画内に収まり効率性は高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

配水池から配水ポンプ施設間のポンプ、施設の建設については、公共事業省の予算

をもってグヌンキドル県公共事業局が実施し、施設の建設後、施設の管理、および配

水ポンプ施設から各家庭への配管敷設の運営維持管理に関しては PDAM が担当して

いる。PDAM も維持管理に必要な設計図や竣工図などは所持しており、配水パイプの

補修を行っている。なお、公社である PDAM はインドネシア国の法律上、公共事業省

の事業として行われている設計・施工などの予算を受け取ることは禁止されているこ

とから、かかる事業はグヌンキドル県公共事業局の担当となっている。 

グヌンキドル県の PDAM には常時 155 人前後の職員が配置されているが、人員の採

用も定期的に行われている。PDAM において 2011 年は 6 名の技術者を採用しており、

人員の拡充も適切に行われている。なお、県公共事業局の職員はジャカルタの本省で

採用され、その後ジョグジャカルタに派遣される場合と県公共事業局に直接採用され

るケースがある。公共事業省、県公共事業局から PDAM に出向するケースはない。 

関係機関職員に対する聴取調査では、共通して「住民に安定的に水を供給する」こ

とに対し使命を感じ業務を行っており、組織としてのビジョンが明確に各職員に浸透

している。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

本事業完了後も計画に基づき、県公共事業局により給水拡張計画の策定・実施、ま

た PDAM による施設の運用が特に問題なく実施されており、技術上の問題はない。本

事業対象地域も含めたグヌンキドル県全体の配管接続が行われた件数の推移を下図 3

に示す。 
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（出所）PDAM 提供資料 

図 3 グヌンキドル県全体における配管接続世帯数 
 

また、将来計画について、PDAM

職員からの聴取調査および PDAM

からの入手データの結果、今後、給

水地域を他地域に展開し、2014 年ま

でには、給水人口を 93,000 人（12,927

世帯と推定）とする計画を策定して

いる。図 3 に示すとおり、PDAM は

配水パイプ接続工事を計画的に実施

し、供給量及び給水人口も年々増加

している。また PDAM 職員の聴取調

査の結果、既に配水パイプが敷設されているものの、配水パイプの水漏れがあった地

域に対しても、既存の配管の漏水修理が完了したことから、かかる地域にも十分に給

水が行われるようになり、今後も給水人口は増加することが予想される。一方、図 3

に示すように、今までの実績からは、グヌンキドル県全体で毎年 1,000 世帯程度の増

加となっているため、将来計画の達成のためには、今まで以上に予算措置、人員配置

が行われる必要がある。 

 

人員の補充、育成に関しては、定期的な人員採用が行われていることと併せて、職

員の教育に関しても、研修が公共事業省、県公共事業局により随時行われている。

PDAM では研修記録を保存していないが、関係者への聴取調査の結果、通常業務にお

ける OJT（On-the-Job Training）の他、一職員あたり年 5～7 回程度の研修の機会が与

0 
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表 10 今後の本事業対象地域での 

給水拡張計画 

年次 給水世帯 指標達成割合

2011 年 7,274 53% 

2012 年（計画） 9,695 75% 

2013 年（計画） 11,634 90% 

2014 年（計画） 12,927 

※人口：約 93,000 

100% 

（出所）PDAM 提供資料 
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えられていた19。研修内容は県公共事業局が PDAM の要望調査を行った上で決定され

ている。なお、公共事業省本省には、研修センターが設置され、そこで随時研修が実

施されており、技術管理体制が本省を中心に確立している。 

なお、ソフトコンポーネントにより施設管理台帳の作成・記録、施設・設備の維持

管理、モニタリングについての指導が実施された。かかる研修を受けた PDAM 職員は

全員現在も在籍しており、ソフトコンポーネントにより導入されたシステムを使用す

る等、指導内容を活用しながら、台帳の管理、沈殿池の清掃、ポンプ・パイプの確認

等施設・設備の維持管理、大腸菌の殺菌などの業務を行っている。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

水道料金は、月額 37,000 ルピア（約 320 円）/10m3 が基本料金として設定されてお

り、使用量に応じ、料金が加算されている。料金徴収率に関してはデータが無いが、

受益者調査の結果、回答者 1 名を除き、請求書に従い水道料金を支払っていることが

確認されている。また、PDAM 職員からの聴取調査においても、各家屋に設置された

PDAM の水道メーターの確認、記録に基づき住民からの料金支払いは適切に行われて

いるとの回答を得ている。 

料金徴収に関しては、ソフトコンポーネントにより請求書発行システムが導入され、

指導に基づき同システムが活用されている。徴収にかかる運営、台帳登録、支払い管

理、料金に関するクレーム処理等に関しては、データベース化されている。また、PDAM

職員への聴取調査の結果、料金徴収に関しては、料金徴収の遅延等の問題は無く行わ

れており、また本事業の実施により給水状況が改善したことから顧客からのクレーム

は無くなったとのことであり、本事業での効果が認められる。 

PDAM の財務に関しては、BPKP（財政開発統制庁/政府内部の監査を担当する機関）

が導入したシステムにより行われている。BPKP が、2006 年頃から導入したシステム

により、減価償却が含まれるようになり、近年の財務状況は徐々に改善はされている

が、赤字となっている。詳細のデータを表 11 として示す。 

 

表 11 PDAM の収支データ（2006 年～2011 年 11 月まで）（単位：百万ルピア） 

2006 2007 2008 2009 2010 
2011 年 11 月

まで 

収入 9,866 12,220 12,761 16,253 18,863 18,614

減価償却

後の損益 
-9,029 -8,451 -5,895 -4,888 -2,956 -58

（出所）PDAM 提供資料 

 

                                                  
19 研修内容は、地方機関の運営維持管理、給水にかかる衛生管理、資金調達管理等が挙げられる。 
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なお、近年の財務状況は減価償却後、赤字となっているため、PDAM 単独の決算では

機材の更新が必要となった場合、必要な予算が確保できないが、施設改修・機材更新

の際はグヌンキドル県が属するジョグジャカルタ特別州政府が財政的な支援を経常的

に行っており、設備の更新等に予算が使用されている。ジョグジャカルタ特別州政府

の水道に関する予算及び補助金に関するデータを下表 12 に示す。 

 
表 12 ジョグジャカルタ特別州公共事業局の飲料水事業に関する予算 

 （単位：ルピア） 

 
飲料水事業州予算 

その他飲料水部門 

補助金 
合計 

2006 年 16,610,000,000 4,960,000,000 21,570,000,000 

2007 年 11,695,778,000 9,850,000,000 21,545,778,000 

2008 年 11,487,536,000 10,346,000,000 21,833,536,000 

2009 年 33,532,000,000 14,667,000,000 48,199,000,000 

2010 年 27,433,000,000 3,100,628,182 30,533,628,182 

2011 年 41,990,800,000 4,409,240,000 46,400,040,000 

（出所）ジョグジャカルタ特別州 公共事業局提供資料 

 

近年赤字経営となっていた要因としては、電気料金を主原因とする高い生産コスト、

および高い無収水率が挙げられるが、以下にその詳細について記す。 

 

（1）高い電気料金にかかる生産コスト 

法人向けの電気代が高く、PDAM として十分な予算を確保できていない。 

年間の PDAM の収入は、18,000 百万ルピア程度であ

り、電気代の支払額は総収入の約 20％を占める（表

13 にバロンシステム運営に要した電気代を示す）。

ただし、生産コストに関しては、本事業対象地域の

バロンの給水ポンプの稼働時間を 2011年 4月から従

来の 10 時間から 18 時間に延長した結果、人件費、

設備費など固定費の割合が下がり、また低地にある

水源から高地に位置する各村落への水の汲み上げに

かかる電力のコストの削減などにより生産コストの

削減につながるとともに供給水量が増加したため

徐々に改善の傾向にある。表 14 に示すように、バロ

ンシステム単体としても 2011 年までは粗利益が赤

字の状況であるが、2010 年と比較した場合、大幅に

改善しており、2012 年からは販売価格が生産コスト

表 13 バロンシステムの月別

電気代（2011 年） 単位：ルピア

1 月 160,380,570

2 月 116,313,085

3 月 70,022,245

4 月 174,459,465

5 月 111,017,030

6 月 224,426,231

7 月 304,238,921

8 月 361,927,581

9 月 298,807,014

10 月 292,326,982

11 月 321,382,714

12 月 317,356,245

合計 2,752,658,083
（出所）PDAM 提供資料 
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を上回るようになっている。PDAM の職員に対する聴取調査の結果でも今後、可能な

範囲で、給水ポンプの稼働時間を延長することにより、財務状況はさらに好転する可

能性があると PDAM としても認識している。今後もこのような黒字での給水が行われ

るよう、長期的に財務状況の改善に向け努力していく必要がある。 

 

表 14 バロンシステムの収支状況     （単位：ルピア） 

   
2010 年合計 2011 年合計 

2012 年累計 

（1- 2 月） 

A 請求した水道料金 

1 水道料金 2,099,896,400 3,391,096,450 451,545,000

2 管理費 94,636,000 126,992,000 22,308,000

 
3 

メンテナンスにかかる

収入 
236,590,000 317,455,000 56,020,000

B その他の営業収入 

1 水道事業以外の収入 1,467,932,900 46,525,000 5,574,000

2 その他収入 0 40,757,850 1,307,950

C 運営費 

1 直接費 3,407,616,261 3,902,869,770 365,911,690

2 一般管理費 235,530,970 436,376,452 80,974,529

D 粗利益 -1,301,821,931 -416,419,922 89,968,731

（出所）PDAM 提供資料 

 

（2）無収水率の問題に関して 

盗水、配管破損による給水の漏洩などに関しても、県公共事業局により補修工事等

が適切に行われている。表 2 に示すように 2010 年以降、無収水量、無収水率が上昇し

ている。この理由は、以下の 2 点にある。 

① 既に配水パイプが敷設されているものの本事業実施前は通水が行われていなか

った地域に対し、本事業により取水量が増加したために給水を開始したところ、

配水パイプの損傷などそれまで確認できていなかった漏水が発覚したため。 

② PDAM の方針として、基本料金にて使用できる最大容量（10m3）まで給水でき

ていない地域（標高の高い場所等）の住民には請求をしていないケースがある

ため20。なお、かかる地域は本事業実施前にはあまり給水が行われていない地域

であり、PDAM としてはプロモーションの意味で請求を行っていないと、PDAM

職員への聴取調査時回答を得た。 

一方、表 2 に示したように、本事業が開始される 2009 年までは無収水率は年々下が

                                                  
20 未徴収の水道料については、PDAM に確認をしたが不明である。 
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っているなど漏水に対しては、毎日配水パイプを担当職員が目視により確認するなど

計画的に、また故障などが発生した場合は随時、確認および補修工事を行っており、

今後、新たに給水を実施した地域の配水パイプ修理を随時補修していく計画を PDAM

は有していることから、今後、無収水量が減少することが期待される。また、②の未

徴収分の水道料金については、給水量の増加により改善される見込みもあるが、今後

10m3 未満の給水地域の住民からも水道料金を徴収できるよう、例えば 10m3 以下の料

金設定の導入等が検討されれば、さらに水道料金の徴収金額は増加し、財務状況が好

転する可能性がある。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業にて供与された施設、機材の運営・維持管理について、PDAM は以下のよう

にルーティンとしてメンテナンスを実施しており、水供給は問題なく実施されている。 

- 送水管のチェック（毎日実施）。 

- バロンアタスの配水池において、毎日水質の透明度チェック（目視）。必要に応じ、

濁度の確認を行っている（処理後 30NTU が目標値として設定されている）。 

- バロンアタスの配水池（3 カ所）のフィルター掃除（毎月 1 回実施）。 

- 随時、塩素注入による殺菌処理。 

- 水質検査はグヌンキドル県の公衆衛生課が担当しており、随時実施（雨季は大雨

の際は実施）。 

下表 15 に、参考としてバロンの水質検査結果を示す。全項目においてインドネシア

国の基準は満たしている。 

 

表 15 バロンの水質検査結果（2012 年 7 月） 

調査項目 単位 検査結果 インドネシア国 

基準 

臭気 - 無臭 無臭 

色度 TCU21 3 15 

蒸発残留物 mg/l 190 500 

味 - 無味 無味 

ヒ素 mg/l - 0.01 

フッ素 mg/l 0.09 1.5 

全クロム mg/l ＜0.0126 0.05 

カドミウム mg/l ＜0.0015 0.003 

亜硝酸 mg/l ＜0.0025 3 

硝酸 mg/l 6.58 50 

                                                  
21 TCU：True Color Unit 
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シアン mg/l - 0.07 

セレニウム mg/l - 0.01 

アルミニウム mg/l - 0.02 

鉄 mg/l 0.3774 0.3 

硬度 mg/l 89.10 500 

塩素 mg/l 7 250 

マンガン mg/l 0.0129 0.4 

pH - 7.6 6.5-8.5 

亜鉛 mg/l 0.5639 3 

硫酸 mg/l ＜2 250 

銅 mg/l ＜0.0098 2 

アンモニア mg/l 0.0106 1.5 

水銀 mg/l - 0.001 

アンチモン mg/l - 0.02 

バリウム mg/l - 0.7 

ホウ素 mg/l - 0.5 

モリブデン mg/l - 0.07 

ニッケル mg/l - 0.07 

ナトリウム mg/l - 200 

残留塩素 mg/l 検出されず 5 

鉛 mg/l - 0.01 

ウラン mg/l - 0.015 

有機物 mg/l - 10 

（出所）：PDAM 提供資料 

 

また、スペアパーツに関しても、高価である、または現地での購入が難しいことか

ら調達はなされていなかったものがあったが、調査時は必要に応じ購入がなされてお

り、順調に稼働していた。 

 また、担当職員による実地での日常的なモニタリングと併せて、ソフトコンポーネ

ントにより導入・指導された施設の定期メンテナンスアラームシステムにより、コン

ピュータによる維持管理が行われるようになっている。現在、4 台のコンピュータ（そ

の他事務用に 8 台）が使用されており、中央管理によりデータの共有がなされている。

システム自体の維持管理は PDAM が行っており、ソフトコンポーネント実施後、改造

等を加えながらコンピュータを活用し運用をしている22。その結果、故障が発生する

                                                  
22 PDAM では、定期的に修理・点検が必要な施設・設備が確実に行われるため、点検時期を自動的

に PC 上で知らせるシステムを使用しており、目視による確認の他、このシステムに基づき各施
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前に設備・施設の修理・点検を行うことにより送・配水施設は、問題なく運営維持管

理がなされ、また給水が行われており、本事業の効果が認められる。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術ともに問題ないが、財務状況に軽度な問

題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 
本事業は、ジョグジャカルタ特別州グヌンキドル県の給水施設の整備を目的に実施

された。本事業の妥当性は、インドネシア国の開発政策、対象地域の給水に対するニ

ーズの観点から高いといえる。有効性に関しては、住民の生活向上には寄与しインパ

クトは高いものの、給水人口が目標値に達していないことから中程度である。効率性

について、事業費は計画内に収まり、事業期間も、計画期間内に完了していることか

ら高い。持続性に関しては、本事業終了後も実施機関である県水道公社は計画に基づ

き工事を行い、職員の育成、技術管理を適切に行っている。財務面では近年の赤字経

営状況から 2012 年には改善の兆しが見えるが、長期的にはまだ不安要素があり中程度

といえる。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

（1）PDAM の事業運営について 

事業評価時、住民からは、PDAM のサービスに対し高い満足が示されていることか

ら今後も、これまでのサービスレベルを維持し、またポンプの稼働時間の延長など給

水時間のさらなる延長により給水量を増加させ、売上高を増加させる、また必要に応

じ水道料金の見直しを行うなど努力を行うことにより収益性をさらに改善することが

望ましい。 

 

（2）硬水への対応 

供給されている水は硬水であるため、対象地域の住民からも本件に係るコメントが

散見された。硬水を飲用することによる健康被害は科学的に証明されておらず、また

保健医療施設からも健康被害にかかるデータはない。またインドネシアの水質基準も

クリアしているが、住民の懸念を払拭するためにも住民への説明会等を行い、硬水に

過度に反応する必要はなく、煮沸することにより問題はない旨理解を得るなど対策を

講じることが望ましい。 

                                                                                                                                                  
設・設備の修理・点検を行っている。また住民からのクレームに関してもこのシステムが管理し、

必要に応じ設備の修理など対応を行っている。 
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4.2.2 JICA への提言 

  特になし。 

 

4.3 教訓 

事業事前計画表での目標数値の基となったベースライン調査の結果が大きく現実と

乖離していた。このことから、現地の状況を適切に把握の上、適切な目標年度、計画

値が設定されることが望ましい。 

 
以上 


