
事業事前評価表 
 

１．案件名 
国名：インドネシア共和国 

案件名：貧困削減地方インフラ開発事業（II） 

L/A 調印日：2014 年 2 月 24 日 

承諾金額：10,029 百万円 

借入人：インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 
２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における地方開発セクターの開発実績（現状）と課題 
インドネシアでは、1997 年のアジア通貨危機やその後の米価の上昇等により、イ

ンドネシア政府が定める貧困率が 1996 年の 11.3％から 2006 年には 17.8％にまで悪

化していたが、近年の高い経済成長率を背景に、2012 年には 11.7％と、アジア通貨

危機以前と同等の水準まで改善している。しかしながら、国内の地域経済格差は大き

く、2012 年の貧困率は、ジャカルタ特別州が 3.7％と最も低い一方、東部では西ヌサ

トゥンガラ州や東ヌサトゥンガラ州が 20%前後に達するなど、貧困削減・格差是正の

ため地方開発が重要な課題となっている。 

(2) 当該国における地方開発セクターの開発政策と本事業の位置づけ 
インドネシア政府の「中期国家開発計画」（RPJM：2010-2014）では、国内各地域

の特性を活かした経済開発により、2014 年までに貧困率を 8％～10％まで削減する

目標を掲げている。2006 年には、JICA や世界銀行、アジア開発銀行等による協力を

踏まえ、既往・新規の住民参加型貧困削減事業を包括する「住民エンパワメント国家

プログラム（以下「PNPM」（2006-2014）という。）」を策定し、地域住民の開発能力

強化により貧困削減を進めている。また、現在 2013 年～2025 年を対象とした「貧困

削減加速化・拡大マスタープラン」の策定を進めており、2015 年以降の貧困削減戦

略を社会的保護及び貧困層・弱者の生計向上とする方針である。 
貧困削減地方インフラ開発事業（II）（以下「本事業」という。）は、貧困度の高い

各地方において、地域住民参加型アプローチに基づき小規模インフラを整備すること

により、経済機会創出及び社会サービスへのアクセス改善、並びに地方政府行政能力

向上等を図り、貧困削減に貢献するものであり、PNPM 構成案件の一つとして、かつ

貧困削減戦略の施策実施を支援するものとして、当国政府によって高い優先度が付さ

れている。 

(3) 地方開発セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の「対インドネシア共和国 国別援助方針」（2012 年 4 月）では、重点分野

「不均衡の是正と安全な社会造りへの支援」において、開発課題として「格差是正・

コネクティビティ強化」が挙げられている。対インドネシア JICA 国別分析ペーパー

では、「格差の改善と地域開発」を重要課題としており、本事業はこれら方針・分析

に合致する。なお、対インドネシア円借款事業では、地方自治体主導で小規模インフ

ラ整備を行う案件に累計 4 件、承諾額で約 942 億円の支援を実施してきている。技術

協力では、地方行政の開発能力強化等を支援してきており、本事業と関連する主な案

件では「スラウェシ地域開発能力向上プロジェクト」（2007-2012）を実施した。 

(4) 他の援助機関の対応 
世界銀行は、「国別パートナーシップ戦略（2009-2012）」において、地方開発及び

地方政府の能力向上支援を主要目標に掲げ、地方政府の計画策定能力向上等を支援し

円借款用 



ている。アジア開発銀行は、「国別パートナーシップ戦略（2012-2014）」において、

地方インフラ開発や地方政府の能力開発の支援を行うとしている。また、世界銀行、

アジア開発銀行とも、PNPM の枠組の中でインフラ整備事業を実施している。 

(5) 事業の必要性 

 以上の通り、本事業はインドネシアの開発課題・開発政策並びに、我が国及び JICA

の援助方針と合致していることから、JICA が本事業の実施を支援する必要性・妥当

性は高い。 

３．事業概要 
 

(1) 事業の目的 
本事業は、ジャワ・バリ地域以外で貧困度の高い 9 州 34 県 237 郡において、地域

住民のニーズに基づき、①交通関連施設、②上水・衛生関連施設、③生産関連施設、

④市場関連施設、⑤保健関連施設、⑥教育関連施設等の基礎インフラを整備すると共

に、行政官・ファシリテーターの地域住民参加型開発実施能力を強化することにより、

当該地域に居住する貧困層の経済機会創出及び社会サービスへのアクセス改善、並び

に地方政府の行政能力向上を図り、もって地域経済の自立的発展による貧困削減、格

差是正に寄与するもの。 
(2) プロジェクトサイト／対象地域名：9 州 34 県 237 郡（他ドナーの PNPM 事業対

象地と調整の上、選定） 

(3) 事業概要 
1) インフラ施設建設等（交通関連、上水・衛生関連、生産関連、市場関連、保健

関連、教育関連）（住民との直接請負契約） 

2) コンサルティング・サービス（政策策定・政策評価支援、各種調査、実施監理、

設計、施工監理、維持管理支援、モニタリング・評価、参加型開発能力強化等）

（ショート・リスト方式） 

(4) 総事業費 

13,936 百万円（うち、円借款対象額：10,029 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2014 年 2 月～2016 年 10 月を予定（計 33 ヶ月）。施設供用完了時（2015 年 12 月）

をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 

 2) 事業実施機関：国家開発企画庁地域開発局（調整機関）及び公共事業省居住総

局（実施機関）  

3) 操業・運営／維持・管理体制：実施機関が作成するガイドラインに基づき、施

工を担当した住民グループが維持・管理を行う。教育施設、保健施設について

は各々学校、郡保健局が運営／維持・管理体制の責任者となる予定。 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：FI 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4月公布）上、JICA の融資承諾前にサブプロジェクトが特定できず、

かつそのようなサブプロジェクトが環境への影響を持つことが想定されるた



め。 

③ その他・モニタリング：本事業では、実施機関が「Guideline of Environmental 

Aspect for RISE」及び「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」に基づき、

各サブプロジェクトについてカテゴリ分類を行い、該当するカテゴリに必要な

対応策がとられることとなっている。なお、サブプロジェクトにカテゴリ A 案

件は含まれないこととしている。 
2) 貧困削減促進：施設建設時の住民雇用創出、インフラ整備による経済機会増加等

の直接的効果に加え、社会サービスへのアクセス改善による貧困削減効果も期

待される。 
3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配

慮等）：村・郡レベルの開発計画会議への女性グループの参加割合の目標を設定

し、女性参加の促進が図られる予定。また、各郡で建設するインフラ施設はフ

ァシリテーターによる支援のもと地域住民参加型開発手法により選定される。 
(8) 他ドナー等との連携：本事業は、各 PNPM 構成案件を実施する他ドナーと調整の

上、実施手法や事業対象地域が決定されている。事業実施中も、他案件と合同で

のモニタリングや、各事業評価結果を踏まえた PNPM 全体の実施方針の検討が

行われる予定。 

(9) その他特記事項:特になし。 
４. 事業効果 
(1) 定量的効果 

1) 運用・効果指標：本事業は各地域で地域住民が選定した小規模インフラ施設の集

合体であり、個別に数値目標を設定することは困難であるため、下表に示す各指

標が増加または減少したかを判断基準とする。 

 

 

対象ｲﾝﾌﾗ施設/
能力強化 

指標名 目標（2017 年）

[事業完成 2 年後]
①交通 
関連施設 

建設・修復された道路延長（km） 増加 
建設・修復された橋梁延長（m） 増加 
年間を通じて4輪駆動車でアクセス可能な村落の割（％） 増加 

②上水・衛生 
関連施設 

飲料水を主に購入している村落の割合（％） 減少 
衛生施設のない村落の割合（％） 減少 
水系疾患の患者数 減少 

③生産 
関連施設 

作付面積（米）（’000ha） 増加 
作付面積（米以外）（’000ha） 増加 

④市場 
関連施設 

市場施設の数 増加 
市場施設までの距離（km） 減少 

⑤保健 
関連施設 

医療施設の数 増加 
医療施設に容易にアクセス可能な村落数 増加 

⑥教育 
関連施設 

初等教育施設数 増加 
初等教育の就学率 増加 

⑦参加型開発 計画策定会議への地域住民参加人数 増加 
女性の参加割合（％） 25％ 
全就労可能人口のうち雇用された人口の割合（％） 増加 
維持管理団体数 増加 



2) 内部収益率 

事業実施前に対象プロジェクトの選定ができないため、算出せず。但し、幾つか

の対象村にて、交通関連、生産関連のインフラ施設をサンプルとして抽出し、建

設前後のデータ収集を行い、プロジェクト終了時に経済的内部収益率（EIRR）を

試験的に算出する。 

(2) 定性的効果 

 地域住民の自らのニーズに基づく意思決定及び事業実施を可能とする地域社会の

自主性・自立性の向上、地方政府の行政能力強化 

５. 外部条件・リスクコントロール 

施行中の自然災害等による遅延。 

６. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
(1) 類似案件の評価結果： インドネシア「地方インフラ整備事業（III）」の事後評価

結果等では、本事業のような小規模分散型案件の管理には中央政府からコミュニ

ティまでの体系的な案件管理体制の構築及び運用、また行政官及びファシリテー

ターの地域開発能力強化の重要性が指摘されている。 

(2) 本事業への教訓： 本事業では、各関係機関の責任範囲の明確化及び中央政府か

らコミュニティまでの指示系統を整理するとともに、JICA 技術協力事業「スラ

ウェシ地域開発能力向上プロジェクト」で策定された行政官及びファシリテータ

ーの開発能力強化研修の内容を導入する予定である。 

(1) 今後の評価に用いる指標 

上記、４．事業効果（1）定量的効果に記載の通り。 

(2) 今後の評価のタイミング 

  事業完成 2 年後。 

 

以 上  

７. 今後の評価計画 


