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インドネシアにおける民主化・地方分権化と環境問題

支持を集めたいという中央の政治家たちの

された林業基本法︵一九九九年法律第四一

く要素が盛り込まれた︒一九九九年に改正
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政治的思惑も︑この動きを後押ししたと考

号︶は︑ローカル・コミュニティの持続的
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えられている︒また︑天然資源の豊かな地

ては︑県に対して一○○ヘクタールまでの

一九九○年代末まで︑インドネシアの環

伐採権を協同組合に付与する権限を与えた

な森林経営に果たすべき役割について言及

一九九九年には︑地方分権化法︵一九九

ことがあげられる︒また︑国家土地委員会

域からは︑資源開発からあがる利益が地元

九年法律第二二号︶が制定された︒外交︑

は︑コミュニティのアダット︵慣習法︶を

境問題は︑中央集権的な政策との関係で語

等も︑中央集権的な政治体制での環境破壊

司法︑金融︑宗教など中央政府の持つ権限

登録する制度を定めるなど︑このような法

している︒コミュニティの利用権を明示的

に対して批判を行い︑地方分権や住民参加

も残されたが︑環境に関する権限は基本的

改正を具体化する動きもある︒

に還元されていないことから︑その利益の

を進めることが環境破壊の解消につながる

に県・市政府に委譲されることとなった︒

同様に︑一九九九年の地方分権化法は︑

られてきた︒地方では︑地域住民が環境破

と考えていた︒このような構図は︑一九九

また︑同年に中央地方歳入分配法︵一九九

沖合一二マイルまでを州の管轄範囲とする

に認める内容となっている︒地方の伝統的

八年のスハルト大統領退陣後の民主化︑地

九年法律第二五号︶が制定された︒この法

配分を求めるために︑地方分権化が叫ばれ

方分権化の流れの中で変化してきた︒しか

律では︑天然資源収入から得られる政府収

一方︑沖合四マイルまでの水産資源に関し

壊による影響を受ける一方︑開発による利

し︑必ずしも︑さまざまな環境問題が解決

入の︑中央政府および地方政府へ分配する

ての採取や保護の権限が県および市に与え

な資源利用を認めていく具体的な方法とし

の方向に向かっているわけではない︒本稿

割合が変更され︑天然資源を有する地方に

られた︒さらに︑伝統的な漁法を利用した

てきた︒

では︑インドネシアの民主化・地方分権化

厚く分配されることとなった︒この二つの

漁業は︑県や市の権限の対象外とされた︒

益は中央に集中する構造があった︒ＮＧＯ

と環境問題の関連について検討する︒

法律は︑二○○一年から施行された︒

といえる︒民主化の流れのなかで︑地方の

った政治を行っていくために生まれた動き

受け︑より民主的に︑より地方の事情にあ

体制の時代の中央集権的政治体制の弊害を

インドネシアの地方分権化は︑スハルト

い手として資源の持続的な利用を促してい

た︒同時に︑ローカルなコミュニティを担

中央から州へ︑州から県・市へと移譲され

の流れにそった改正が行われ︑規制権限が︑

環境関連の法律についても︑地方分権化

が公布され︑地方分権化の流れに沿った内

関する政令﹂
︵一九九九年政令第四一号︶

九九年政令第二七号︶
︑
﹁大気汚染の防止に

から﹁環境影響評価に関する政令﹂
︵一九

汚染に関連した法律については︑環境省

●環境関連法での地方分権化
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られていたが︑二○○四年の法律は︑これ

として︑
﹁できる限り広範な自治﹂が掲げ

年の地方分権化二法では︑地方自治の原則

央地方財政均衡法が制定された︒一九九九

が廃止され︑新たに︑地方行政法および中

た地方分権化法および中央地方歳入分配法

二○○四年には︑一九九九年に制定され

権化をすすめる枠組みが整った︒

水質汚濁の分野でも法制度面では︑地方分

令﹂
︵二○○一年政令第八二号︶が公布され︑

﹁水質管理および水質汚濁防止に関する政

容となっている︒また︑二○○一年には︑

模な伐採権の乱発による過剰な伐採は続い

権の発行が禁止されたが︑その後も︑小規

いる︒二○○二年には︑県レベルでの伐採

権をみとめるといったケースも報告されて

らに︑同一の協同組合に︑一○件程度伐採

小規模伐採権が認められているという︒さ

マンタンのカプアス・フル県では三○八の

一○二の小規模伐採権が認められ︑西カリ

では︑東カリマンタン州のクタイ県では︑

林業省によると︑二○○一年の七月の時点

されることも少なくないと報告されている︒

りするといった行動をとっている︒このよ

他地域の漁船を焼いたり︑漁師を捕まえた

民は︑資源の枯渇につながると反発して︑

漁をする実態も報告されている︒地元の漁

ようになった︒県を越えて他の地域に入り

伝統的な漁法であると称して︑漁業を行う

の結果︑ある地域の漁師が他の地域に入り︑

るかについての定義はなされなかった︒そ

しかし︑伝統的な漁法が何を意味してい

崩れてしまう可能性もあったと考えられる︒

理が正当化されなくなり︑管理の仕組みが

で資源を持続的に利用してきた村の漁業管

うな事例は︑西ジャワ︑東ジャワ︑北スマ

ていると見られる︒

に加えて﹁現実的で責任のある自治﹂とい

て課せられることになった︒この背景には︑

が︑
﹁義務的事務﹂として地方の責任とし

計画・管理︑空間計画・利用や環境管理等

伝統的な漁法を利用した漁業は︑県や市の

の権限が県および市に与えられた︒ただし︑

イルまでの水産資源に関しての採取や保護

一九九九年法律第二二号では︑沖合四マ

他地域から入り込む漁民に︑法的な正当性

伝統的な漁法を政府の管理外としたことが︑

九年法律第二二号以前から存在していたが︑

告されている︒このような紛争は︑一九九

ック︑マドゥラ等︑インドネシア各地で報

トラ︑ベンクル︑ランプン︑ポンティアナ

中央政府の規制を無視し︑地方政府が独自

権限の対象外とされた︒インドネシアでは︑

を与えた側面がある︒

●「伝統的漁法」と水産資源

に規制を緩めるなどの措置が︑環境問題等

サシと呼ばれる禁止行為を定めながら︑水

う原則が加えられた︒また︑さらに︑開発

を深刻化させたという認識があったと考え

廃棄物の処分は︑スハルト時代から︑県

●廃棄物処分場をめぐる紛争

産資源を持続的に利用している伝統的な漁
の浜を二つに分け︑一年おきにナマコを採

や市が担当しており︑地方分権化によって︑

業が続いていることが知られている︒地域

られる︒

る範囲を決めている事例や︑河川でのモー

●「小規模伐採権」の森林破壊
一九九九年の森林法では︑県は一○○ヘ

処分場の立地している県や市の立場が強く

制度的な変化はほとんどなかった領域であ
一九九九年法律第二二号が伝統的な漁法

なってきたと考えられる︒その典型例が︑

ターをつけた船での漁業を禁止︑網目の小

持続的な森林の利用を認めるための措置で

を規制対象外としたのは︑資源保護の観点

ブカシ市にあるジャカルタのゴミの埋立処

クタールまでの伐採権を協同組合に発行で

あったが︑伐採業者が協同組合を設立する

からは︑このような伝統的な漁法が問題と

分場をめぐる︑ジャカルタ特別州とブカシ

る︒しかし︑民主化︑地方分権化の中で︑

など︑本来の趣旨から外れた運用が表面化

ならないと考えられたからだと思われる︒

市の紛争である︒

さな魚網を禁止している事例がある︒︒
︒

している︒また︑県が大量に伐採権を発行

県や市に規制権限が与えられれば︑それま

きるとされた︒本来は︑コミュニティでの

しており︑同じ森林で複数の伐採権が設定
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表1

・地 方政府の能力が十分でない段階で ・汚 職などにより違法伐採に

・中 央政府・州・県��������
／�������
市政府、それぞ ・合 板・紙パ�������
ルプ�����
等の需要が
れの権限が不明確。
大きい。

・100ha 以下の小規模伐採権の乱発。

不明確。
よる操業。
・伝 統的な漁法が規制対象外になり、 ・国 内外での水産物の需要拡

・県・市レベルの能力が十分でない段
階での権限委譲。

公害問題

・県 や市の境を越えて廃棄物を処分し ・発 生源等でのごみ減量への
ている場合、受け入れ側の発言力が
努力が不十分。
廃棄物問題

大。
不適正な漁業の抜け道となった。

水産資源の減少

対する取締りが弱い。
の権限委譲。

・州・県 / 市政府、それぞれの権限が ・海 外の漁獲効率の高い船に

・地 方政府の能力が十分でない段階で
の権限委譲。

増大。

の対立が顕在化した︒処分場での火災の理

て︑ジャカルタ特別州とブカシ市政府の間

気汚染が問題となったことをきっかけとし

一九九九年に︑処分場での火災による大

埋立てられてきた︒

のバンタール・グバン埋立処分場に運ばれ

ほぼ全量が︑ジャカルタの東隣︑ブカシ市

行われてこなかった︒回収された廃棄物の

た︒焼却処分は︑経済的でなく︑ほとんど

スハルト政権の時代から継続的に行ってき

ャカルタ特別州政府が収集︑運搬︑埋立を

ジャカルタの都市廃棄物に関しては︑ジ

森林破壊

その他の要因
地方分権化との関連
環境問題

（出所）筆者作成。

由は定かではないが︑呼吸器系の疾患など

あっている人々が声を上げやすくなり︑政

また︑民主化の中で︑健康被害等の被害に

その後も︑混乱は続いているが︑協調し

治家もそのような声を無視できなくなって

ャカルタ特別州に対して住民への補償金の

て廃棄物を管理していこうという動きも出

も多発しているとの報道もあり︑周辺住民

支払いを求めた︒一九九九年に︑ブカシ市

てきている︒二○○四年一月一日には︑第

や環境ＮＧＯから対策を求める声があがっ

とジャカルタ特別州の間で第一次覚書が結

三次覚書が結ばれ︑バンタール・グバンで

きたと考えられる︒

ばれ︑ジャカルタ特別州は︑環境破壊の修

の管理は︑ブカシ市が行うこと︑ジャカル

た︒一九九九年末には︑ブカシ市政府がジ

復を行うこと︑年間一○億ルピアの賠償金

タ特別州は︑処理費用を支払うことなどが

合意されたが︑処理費用が一トン当たり八

を支払うことが合意された︒
二○○一年には︑処分場を原因とする水

覚書は一月四日には破棄された︒しかし︑

ジャカルタ特別州が受け入れなかったため︑
等がなければ︑処分場を閉鎖するとジャカ

一時的な埋立地とされたチリチンで︑水質

万五○○○ルピアというブカシ市の主張を

ルタ特別州に要求した︒交渉が決裂し︑一

汚濁の問題が発生したことなどを受け︑バ

質汚濁や大気汚染の問題が続いているとし

二月五日には︑処分場が閉鎖され︑約二週

ンタール・グバンを再び使用することを決

て︑ブカシ市は︑埋立処分場の管理の改善

間にわたってジャカルタ中にゴミがあふれ

めた︒

二○○四年六月には︑ジャカルタ︑ブカ

る事態となった︒
メガワティ大統領︵当時︶
の仲介などもあり︑ブカシ市は二○○二年

シ市以外に︑ボゴール市︑ボゴール県︑デ

結ばれた︒世界銀行の支援を受けながら︑

一月末までを交渉期間とすることを条件に︑

○○二年には一四○億ルピアを︑二○○三

廃棄物管理を行う会社を作るとしている︒

参加して︑ゴミの共同管理に関する覚書が
年には︑八七億五○○○万ルピアを支払う

また︑二○○六年二月には︑ジャカルタ特

ポック市︑タンゲラン市︑タンゲラン県も

こと︑コミュニティ・ヘルス・ケア・セン

別州とブカシ市は︑バンタール・グバンの

処分場の閉鎖をといた︒一月末に結ばれた

ターを設置すること︑バンタール・グバン

廃棄物を管理する会社を作ることで合意し

第二次覚書では︑ジャカルタ特別州が︑二

地区の三つの村に上水道用のパイプを敷設

ている︒

水質汚濁など公害問題に関する権限も中

●公害問題と地方分権化

することが合意された︒
このように︑ブカシ市がジャカルタ特別
州と対等に交渉を行うことができた背景に
は︑地方分権化の流れがあると考えられる︒
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央政府から州へ︑州から県・市への権限の

やあいまいな法律の規定等により︑適切に

ベルで資源利用権の付与の条件を検討して

公害問題については︑市の権限が拡大し

いくことが必要と考えられる︒

より短期的な利益を得ようとする動きが強

規制が執行されず︑逆に︑天然資源開発に

地方分権化がすすみ始めた当時︑地方政

委譲が行われた︒

地方での環境問題担当の部署︵ＢＡＰＥＤ

きがあったと考えられる︒二○○一年には︑

問題に与えている影響は一様ではない︒さ

民の資源管理に関する参加の拡大が︑環境

ただし︑これまでの地方分権化︑地域住

ップメントをさらに進める必要がある︒

力も進んでいるが︑キャパシティ・デベロ

いと考えられ︑すでに︑いくつかの国際協

然︑公害問題に対処する能力が十分ではな

てきているものの︑多くの県・市では︑依依

ＡＬＤＡ︶は︑州︑県︑市あわせて一六八

まざまな環境問題の分野によって︑共通し

まってしまった︒︒

存在していた︵二○○一年一二月二六日時

ている部分もあるが︑異なっている部分も

府の公害への対処能力には︑かなりばらつ

点の環境影響管理庁ホームページによる︶
︒
ある︒

部署ができていたとしても︑多くの県・市

組織ができているとはいえない状況だった︒

政府の役割は高まっているのだが︑十分に

い︑権限が委譲され︑環境行政の中で地方

たことになる︒地方分権化の進展にともな

れている地方政府は︑半分にもみたなかっ

とから︑環境問題を担当する部署が設置さ

ている要因となっている︒その結果︑環境

っきりとしていないことも混乱をもたらし

州政府︑市・県政府︑それぞれの権限がは

まった点が共通している︒また︑中央政府︑

て規制の執行が十分に行われなくなってし

る地方政府に権限が委譲されたことによっ

十分な執行能力がなく︑意識も欠如してい

森林︑水産資源︑公害問題に関しては︑

かると予想される︒

強く︑実際の共同管理の実現には時間がか

分施設の設置には︑周辺住民からの抵抗が

書が結ばれた︒しかし︑廃棄物の処理・処

の周辺地域でのゴミの共同管理に関する覚

界銀行の援助により︑ジャカルタおよびそ

いからである︒これに対応するように︑世

る︒受け入れ先の県や市の協力が得られな

て廃棄処分することが難しくなってきてい

廃棄物に関しては︑市や県の境を移動し

当時︑三○州︑二六八県︑八五市あったこ

では︑環境行政を担う能力・経験が︑依然︑

二○○四年地方行政法︑中央地方財政均

政が環境管理の主たる実施者となる点につ

問題を省みることなく︑天然資源や産業振

森林と水産資源に関しては︑地域住民に

いては︑あまり変わっていない︒県・市レ

不足していると考えられる︒すでに︑河川

よる限られた範囲での資源利用権が乱用さ

ベルの環境管理のキャパシティ・デベロッ

衡法の制定により︑中央と地方の関係の見

れ︑資源の過剰採取につながっている点も

プメントが急務であるとの認識から︑ＪＩ

興をめぐる地方と中央および地方の内部で

重要である︒しかし︑地域住民による限ら

ＣＡ︑ＪＢＩＣ︑ＣＩＤＡ︑世界銀行等の

への排水許可は︑二○○一年に制定された

されており︑県︑市レベルでの環境行政能

れた範囲での資源利用権の付与を全く行わ

ドナーも︑地方政府の環境管理能力の向上

直しが行われたが︑県・市レベルの地方行

力の向上が急務となっている︒

ないとしても︑問題が解決するとは限らな

に力を注いでいる︒このような努力を強化

の利権争いがおきている︒

スハルト政権期には︑地方分権化や住民

い︒なぜなら︑スハルト政権下でも︑違法

していく必要がある︒

﹁水質管理及び水質汚濁防止に関する政

の資源へのアクセスを高めることにより︑

伐採や︑漁場をめぐる紛争が存在していた

令﹂で州から︑県・市レベルに権限が委譲

資源の適切な利用や汚染の防止が進むと考

からである︒資源の利用権の付与が︑適切

●まとめ

えられていた︒しかし︑実際に地方分権化

な資源管理につながるように地方政府のレ
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