平成２７年度 水道産業国際展開推進事業
「インドネシア共和国・現地調査等」
に関する参加希望者説明会

日時：平成 27 年 11 月 10 日(火) 10 時 30 分～11 時 30 分
場所：パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
テラススクエア 16 階 1602 会議室

○議事次第
１．挨拶（厚生労働省より）
２．ご出席者のご紹介
３．本現地調査等の概要について
４．訪問対象の案件について
５．その他連絡事項など

○資料
資料-1
資料-2
資料-3
資料-4
資料-5

参考

：ご出席者リスト
：インドネシア共和国現地調査等の開催ご案内
：対象案件に関する説明資料
：その他連絡事項など
：インドネシア水道事業所管組織図
：企業紹介資料サンプル
以上

資料-2
厚生労働省 平成 27 年度水道産業国際展開推進事業

「インドネシア共和国現地調査」 参加者募集（事前説明会・本調査）
平成 27 年 10 月 28 日
厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部
水道課
厚生労働省では、日本の水道産業の国際展開を支援するため、水道産業国際展開推進事業を実施していま
す。今年度は、インドネシア共和国を本事業の対象国の１つとし、日本の民間企業や水道事業者などのご参加
のもと、下記のとおり上水道案件に関する現地調査を実施します。
インドネシア共和国における事業展開をお考えの日本国内の民間企業、水道事業体、各種機関の皆さまのご
参加をお待ちしております。
なお、今年度の本事業では、他にベトナム社会主義共和国及びタイ王国を対象国として予定しておりますが、
両国における現地調査の実施のご案内については、後日改めてお知らせします。
記
１

目

的

インドネシアの上水道プロジェクト案件について、現地調査を実施し、日本の水道産業がイ
ンドネシア市場での展開を図ることを支援する。

２

内

容

・ インドネシア政府が推奨する上水道プロジェクト案件(２案件)の案件管轄主体である地方
自治体、水道事業体(PDAM)による案件紹介、意見交換会、関連施設の現場踏査
・ 現在再整備中の上水道 PPP 関連法の動向等、インドネシア政府による水道に関する国
情説明や、日本側による水道技術の紹介などを含む現地セミナー

３

期

間

平成 28 年１月 12 日(火) ～ １月 14 日(木)の 3 日間を予定 (添付参照)

４

費

用

渡航費、宿泊費、移動費等は自己負担

５

事前説明会

６

現地調査参加申込方法
参加希望の方は、12 月 7 日(月)17 時までに、上記事務局まで E-mail にて、件名を「H27 イ
ンドネシア現地調査参加申込」と記載し、ご参加される方の、住所・氏名・所属・役職名・電
話番号をご明記の上、ご連絡ください。

以下のとおり説明会を開催します。
○日
時
平成 27 年 11 月 10 日(火) 10 時 30 分～11 時 30 分
○場
所
パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京本社
千代田区神田錦町 3 丁目 22 番地 テラススクエア 16 階会議室
（地図： http://www.pacific.co.jp/company/location/kanto/index.html）
○申込方法
出席希望の方は、11 月 6 日(金) 17 時までに、下記事務局まで E-mail に
て、件名を「H27 インドネシア現地調査説明会出席申込」とし、住所・氏名・
所属・電話番号をご明記の上、ご連絡ください。
【事務局】 パシフィックコンサルタンツ株式会社
担当：森本、水井、森山
E-mail : H27suido@ss.pacific.co.jp
（事務局共有アドレス）

添付

インドネシア共和国現地調査
日程案
日程

イベント

備考（事務局の行程）

平成 28 年 AM ◆ インドネシア政府訪問・現地セミナー
1 月 12 日
（上水道 PPP 関連法の動向説明等、インドネシア政府による水道に
(火曜)
関する国情説明や、日本側からの技術紹介など）
PM ◆ 在インドネシア日本国大使館訪問（表敬）
1 月 13 日
(水曜)

ジャカルタ泊
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ移動
（ｼﾞｬｶﾙﾀ→ｶﾗﾜﾝ）

AM
◆PDAM Kabupaten Karawang-PJTⅡ案件現地説明会・現場踏査
・カラワン県水道公社による案件説明会（現地側プレゼン、意見交換）
PM

・関連施設等（水源、既存取水場/浄水場等）の現場踏査

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ移動
（ｶﾗﾜﾝ→ｼﾞｬｶﾙﾀ）

1 月 14 日
(木曜)

ジャカルタ泊
飛行機移動
（ｼﾞｬｶﾙﾀ→ｽﾗﾊﾞﾔ）
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ移動
（ｽﾗﾊﾞﾔ→ｸﾞﾚｼｯｸ）

AM

PM ◆PDAM Kabupaten Gresik 案件現地説明会・現場踏査
・グレシック県水道公社による案件説明会（現地側プレゼン、意見交
換）
・関連施設等（水源、既存取水場/浄水場等）の現場踏査
現地解散

※1 日程は現時点での案です。今後、変更となる可能性もあります。
※2 現地集合、現地解散を基本とします。また、ご希望の案件のみの参加も可能です。
※3 車での移動については、事務局でマイクロバス手配予定です。（費用一部負担有り）
※4 詳細な内容は、事前説明会時（11 月 10 日開催）にご案内します。
※5 現地調査対象二都市の水道公社の基本情報は、次のとおりです。
既存水道事業基本情報
行政人口
接続数
基本水源

都市名（水道公社名）
カラワン県（西ジャワ州）
PDAM Kabupaten Karawang
グレシック県（東ジャワ州）
PDAM Kabupaten Gresik

プロジェクト基本情報
増加接続数 増加浄水量 総投資額

215 万人

4 万１千

河川水

16 万

0.6 ㎥/s

35 億円

65 万人

6 万３千

河川水

80 万

2.0 ㎥/s

122 億円

◆本現地調査に関するお問い合わせ先（事務局）◆
パシフィックコンサルタンツ株式会社 (厚生労働省「平成 27 年度水道産業国際展開推進事業」受託者)
担当：森本、水井、森山

TEL：03-6777-3754

E-mail：H27suido@ss.pacific.co.jp

資料-3
対象案件に関する説明資料
1.

対象案件
中央所轄官庁の公共事業・国民住宅省(Ministry of Public Works and Public Housing)人間
居住総局(Directorate General of Human Settlements :Cipta Karya)水道システム開発局
(Directorate of Water Supply System Development :DWSSD)が、本水道産業国際展開推進事
業に対して推薦した、民間投資促進を志向する案件は以下の 2 件。
案件 1: PDAM Kabupaten Karawang-PJTⅡ案件
案件 2: PDAM Gresik 案件
なお、
上記 2 件は、
上下水道システム開発援助庁（BPPSPAM）
が毎年公表している PPP／B to B 案件紹介冊子の最新版
（2014
年 10 月版）にも記載されている案件である。
※ BtoB とは既存の給水対象区域(いわゆる Brown Field)内において、当該区域の首長による承認が得ら

れれば、その区域を管轄する PDAM（水道事業体）の局長の判断によって締結することができる契約
方式で、インドネシアでは PDAM を Business 実施体と見做しているため BtoB と表現される。なお、
PPP とは事業が複数の自治体にまたがり、政府保証の付くような大型案件のことを指す。

2.

全体位置図

カラワン(Karawang)

グレシック(Gresik)
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3.

各地域のその他情報

1)Karawang
Kabupaten Karawang
2010 年センサス人口：
特徴：

2,127,791 人
ジャカルタから約 50km
日系企業が多く入居するカラワン工業団地を擁す

PDAM Kab. Karawang
接続数：
普及率：
無収水率：
水道料金：
BPPSPAM による財務性評価：
2)Gresik
Kabupaten Gresik
2010 年センサス人口：
特徴：

53,289
約 20%
40％
3,597 IDR/m3
”Healthy”

1,177,042 人
スラバヤから約 50km
グレシック工業団地を擁す

PDAM Kab. Karawang
給水人口：
普及率：
無収水率（2008 年当時）
：
水道料金：
BPPSPAM による財務性評価：
4.

388,982 人
約 22%
29.8％（2006 年は 22%）
3,361 IDR/m3
”Healthy”

案件概要（仕様・規模）
案件 1: Karawang Kabupaten (B to B)
事業方式：

BOO / BOT（20 年）

浄水規模：

600 l/s（※24 時間運転の場合は 51,840m3/日）

投資額：

3,890 億 IDR

仕様：

用地取得、取水、浄水場(400 l/s)、貯水池、送配水管

(約 35 億円)

案件 2: Gresik Kabupaten (B to B)
事業方式：
BOT（25 年）

5.

浄水規模：

2,000 l/s（※24 時間運転の場合は 172,800m3/日）

投資額：

1 兆 3,640 億 IDR

仕様：

取水(2,020 l/s)、浄水場(1,000 l/s)、配水管

(約 122 億円)

昨年度に実施したインドネシア共和国における現地調査等
参考に、昨年度本事業において実施したインドネシアでの現地調査等に関する報告書部分
抜粋を次ページ以降に掲載する。
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参考資料: 昨年度報告書のインドネシア共和国現地調査等に該当する部分
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資料-４
その他連絡事項など

【当日までのお願い事項】
① イベント毎のご参加の連絡
・1 月 12 日（火）のインドネシア政府（Cipta Karya）でのセミナー出席を希
望される方は、出席者の情報（名前（英と和）／所属（英と和）／役職（英
と和）・現地での電話番号／メールアドレス）を、12 月 7 日（月）17:00 ま
でに連絡願います。
・1 月 13 日（水）、14 日（木）の現地調査への最終出欠についても、上記同様
の出席者の情報、及び参加される案件名または日付を、12 月 7 日（火）17:00
までに連絡願います。
その際、チャーターバスの同乗をご希望される場合は併せてご連絡願います。

② 企業紹介資料のご作成
・現地調査参加企業には、企業及び製品・技術の紹介資料を作成して頂き、現
地政府、現地水道事業体への PR に活用したいと考えています。
ついては、12 月 18 日（金）17:00 までに企業紹介資料を作成の上、返信願い
ます。フォーマットは、別途メールにて送付いたします。
（企業紹介資料の作
成例は 参考 をご覧さい）

③ その他
・個別の相談は、随時メールにてお受けいたします。
宛先： H27suido@ss.pacific.co.jp（事務局共有メールアドレス）
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【その他連絡事項】
１．各行程に関する連絡事項
年月日

連絡事項

◆インドネシア中央政府上水道管轄部局（Cipta Karya）セミナー（開始 9:30）
集合場所：Cipta Karya 建物入口
2016 年
集合時間：9:20 迄に建物入口前
1 月 12 日（火）
移動手段：各自
事務局宿泊先：ジャカルタ
◆案件 1（Karawang）の現場調査等（現地会議開始 10:00）
集合場所：ジャカルタ市内ホテル（FX Sudirman）の玄関
集合時間：7:30（出発）
2016 年
移動手段：チャーターバス（バス代一部負担あり）
1 月 13 日（水）
現地集合も可能
現地調査終了後はバスでジャカルタ市内ホテルへ
事務局宿泊先：ジャカルタ
◆案件 2（Gresik）の現場調査等（現地会議開始 11:00）
集合場所：スラバヤ空港タクシー乗り場付近
集合時間：9:30 ※事務局は 9:10 スラバヤ空港到着予定（GA308 便）
2016 年
移動手段：チャーターバス（バス代一部負担あり）
1 月 14 日（木）
現地集合も可能
現地調査終了後は基本的には現地解散
ただし、事務局はバスでスラバヤ空港まで移動
事務局は 18:40 スラバヤ空港発予定（GA325 便）
２．事務局連絡先
インドネシア共和国・現地調査等 事務局
（パシフィックコンサルタンツ株式会社）
担当
：森本達男、水井一成、森山佳奈
E-mail ：H27suido@ss.pacific.co.jp
TEL
：03-6777-3754、 FAX：03-3296-0544
携帯
：+81-90-1202-1274 （日本国内 090-1202-1274）
現地携帯：後日お伝えします
３．現地情報
◆インドネシア中央政府上水道管轄部局（Cipta Karya）
Directorate General of Human Settlements,
Ministry of Public Works and Public Housing; Indonesia
住所：Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta 12110
◆宿泊先
○ジャカルタでの事務局宿泊予定ホテル
HARRIS FX Sudirman, Jakarta
住所：Jl. Jend, Sudirman, Pintu satu Senayan, Jakarta 10270
Tel:：62（21）2555 4333
○その他のジャカルタ市内ホテル
例えば下記のようなホテルがございます。ご自由に選択していただいて全く問題
ございませんが、Senayan 付近ですと、何かと便利と思われます。
Century Park Hotel Jakarta
住所：Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta, 10270
Tel:： 62（21）571-2041
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資料-５
インドネシア水道事業所管組織図

企業紹介資料サンプル

参考

1. Company Name
Pacific Consultants Co., Ltd.

2. Postal Address
1-7-5, Sekido, Tama-shi, Tokyo 206-0011, Japan

3. Contact Person
 Job Title and Name：Researcher, Kazushige MIZUI
 Tel：+81-42-372-6375 / Fax：+81-42-372-6264
 Email：kazushige.mizui@ss.pacific.co.jp
4. Delegates

Tatsuo MORIMOTO

Kazushige MIZUI

Manager

Researcher

5. Company Profile
Pacific Consultants has been a frontrunner for more than a half century and one of the
largest construction consulting firm in Japan. Today, we employ over 1,500 full-time
staff, including 681 Professional Engineers, 65 1st Class Certified Architects, and 31
Doctors. Net sales reached approx. 37.3 billion JPY (over 300 million IDR) in 2013.
Wide range in civil engineering is our area of specialty, and we provide management
services including PFI/PPP. In water sector, we have experiences numbers of study and
project in more than 50 cities over the world.

Projects Map

Projects Information
Country: India
Feasibility Study and Pilot
Survey of applicability of
compact low-maintenance
and easy to operate sand
filtration water treatment unit
to water supply system
expansion
Country: Laos
Feasibility Study of
applicability of water
purification system for highly
turbid water to small town
water supply

