


序 文 
 

 
 
日本国政府は、インドネシア国政府の要請に基づき、同国の南スラウェシ州マミナサ

タ広域都市圏総合計画に係る開発調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機

構が、この調査を実施いたしました。 
 
当機構は、平成 17 年 4 月から平成 18 年 7 月までの間、2 年度にわたり、株式会社コ

ーエイ総合研究所 小泉 肇氏を団長とし、株式会社コーエイ総合研究所及び日本工

営株式会社から構成される調査団を現地に派遣しました。 
 
調査団は、インドネシア国中央･地方政府関係者や学識経験者、民間セクター、NGO
といった関係者と協議を重ねるとともに、調査対象地域における現地調査、ブラジル

国クリチバ市への視察研修プログラム、市民による植林活動やゴミ収集･交換活動と

いったパイロット事業を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運

びとなりました。 
 
この報告書が、マミナサタ広域都市圏総合開発の推進に寄与するとともに、両国の友

好･親善の一層の発展に役立つことを願うものです。 
 
終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係者各位に対し、心より感謝申し上

げます。 
 
 
平成 18 年 7 月 
 
 

独立行政法人 国際協力機構 

理事 金子 節志 
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伝 達 状 
 
 
独立行政法人 国際協力機構 

理事 金子 節志 殿 
 
 
今般、インドネシア国南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏総合計画調査に係る業務が終了

いたしましたので、ここに 終報告書を提出いたします。本報告書は、(i) マミナサタ広域都

市圏総合計画書、 (ii) セクター調査報告書、(iii) 優先案件 4 件を対象としたプレ･フィジビリ

ティ調査報告書の 3 種から成り、平成 17 年 4 月から平成 18 年 7 月にかけて、株式会社コー

エイ総合研究所及び日本工営株式会社からなる共同企業体が、インドネシア国公共事業省空

間計画総局、南スラウェシ州政府及びマミナサタ広域都市圏開発協議会（MMDCB: 
Mamminasata Metropolitan Development Cooperation Board）を含めた政府関係者、専門家並びに

学識経験者らの協力のもとに実施した調査の成果をとりまとめたものです。 

本調査を進めるにあたっては、参加型計画アプローチにもとづき、総合計画策定に係る様々

な議題･トピックについて、ワークショップ（計 6 回）、セミナー（計 7 回）及びワーキング･

グループ（計 30 回以上）を開催し、関係者との意見交換･議論を行いました。対象者を政府

関係者に限らず、大学生を都市開発セミナーに招いたり、中高生対象の絵画コンクール「2020
年の私のマチ」を催すことで、参加者の範囲を出来るだけ幅広くするように取り組みました。

市民を巻き込む形で、植林活動及びごみ収集･交換活動といった都市づくりに係る実証的な取

り組みも行い、それらの効果を確認したうえで、調査結果をまとめることができました。 

本調査の遂行にあたり、貴機構及び同ジャカルタ事務所から多大なるご指導をご支援を賜り

ました。また、現地調査においては、インドネシア国の中央･地方の政府機関、NGO 並びに

住民の方々から多大なるご協力を得ることができました。ここに深甚なる感謝の意を表する

次第です。 

後に、この報告書が、インドネシア国南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏が「クリーン、

クリエイティブかつコーディネイﾄされた都市圏」として発展していくための一助となること

を切に念願いたします。 
 
 

南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏総合計画調査団 

総 括  小 泉 肇 



 

 

調査対象地域図:  マミナサタ広域都市圏 
（南スラウェシ州マカッサル市、マロス県、ゴワ県、タカラール県からなる指定地域） 
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要 約 

 
 
背 景 
1.   2 億 1,500 万人（2003 年）の人口を擁するインドネシア国は、1990 年代終

盤以降、安定した経済成長を遂げ、国民一人当たり平均 GDP は 726 万ルピア

（2002 年）に達した。しかしながら、地域間･州間の経済格差は依然として残っ

ており、特にジャワ島に偏る傾向が根強い。ジャカルタやスラバヤといったジ

ャワ島の大都市及びその周辺部で

は、統制が図られないまま人口流

入が続いている。かかる状況下、

インドネシア全域にわたり、均衡

のとれた社会･経済発展、さらに都

市部と農村部が調和した発展を目

指すべく、インドネシア国政府は

公共事業省空間計画総局の下、地

域及び州･県といった行政レベル

の空間開発計画を策定している。

本調査は、複数の地方政府（市･県）

から構成される広域都市圏開発の

一つのモデルとして供することを

狙いとしている。 
 
2. 南スラウェシ州（2003 年人口約 830 万人）における近年の経済成長率は、全

国平均を上回っているものの、州民一人あたりの平均 GDP は、労働生産性の低

さから、全国平均の 60%程度に留まっている。州全体の人口は全国の約 3%であ

るが、全国 GDP に占める南スラウェシ州のシェアは 2%程度でしかない。  
 

表 S-1:  社会経済指標の比較表 

 南ｽﾗｳｪｼ州 ｽﾗｳｪｼ全体 全 国 
人口 (2003)  (‘000) 8,253 15,382 215,276 
人口比 (対ｽﾗｳｪｼ全体) 53% - - 
人口比 (対全国) 3.8% 7.1% - 
GRDP (2002) (百万ﾙﾋﾟｱ) 36,550,293 69,193,213 1,610,011,612 
GRDP 比 (対ｽﾗｳｪｼ全体) 52% - - 
GRDP 比 (対全国) 2% 4% - 
一人当たり GRDP (2002) (ﾙﾋﾟｱ) 4,412,138 4,487,962 7,262,048 
出所： インドネシア統計年鑑 2003、中央統計局 
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図 S-1:  経済パフォーマンス（1999-2002） 
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こうしたなか、南スラウェシ州の経済成長を促すため、同州政府はマミナサタ

広域都市圏（マカッサル市、マロス県、ゴワ県及びタカラール県における都心

とその周辺部、及び農村部に広がる広域行政圏）を同州の拠点地域として位置

づけ、その開発計画を策定する方針を固めた。このような流れのなか、国際協

力機構（JICA）は同広域都市圏における既往空間開発計画を改良し、2020 年を

目標年として、より明確な将来像を描くと共に、そのより良い実現に向けた戦

略提言を行うように要請を受けた。 
 
3. 本調査は、JICA 調査団とインドネシア国側のカウンターパートとの協同体

制で進められた。JICA 調査団とインドネシア国のカウンターパートは、課題別

に 5 つのワーキング･グループを組成し議論を重ねると同時に（全部で 30 回以

上開催）、セクター別の詳細な調査を実施した。また、調査進捗中の節目では、

政府関係者のみならず、民間部門や NGO など、広く関係者を集めた形でワーク

ショップを開催し（計 6 回）意見交換･議論を展開した。さらに、次代を担う若

者達の考えを理解し反映すべく、中高生を対象とした絵画コンクールを開催し

た。JICA 調査団からの技術移転に関しては、ワークショップやセミナーを開催

し、日本及び諸外国における都市づくりの先進事例を学ぶと共に、特に GIS（地

理情報システム）について、地方政府からの選抜メンバーを対象に集中研修を

実施し知識と実践スキルの養成を図った。ブラジル国クリチバ市を対象に実施

した視察研修プログラムでは、「環境にやさしい、人間中心の都市づくり」に係

る貴重な教訓が得られた。 
 
マミナサタ広域都市圏 
4. マカッサル市、ゴワ県、

マロス県及びタカラール県

からなるマミナサタ広域都

市圏は、面積 2,462 km2、人口

225 万人（2005 年）を擁する。

同都市圏は、南スラウェシ州

全体の GDP の 36%を担って

いる（うち 77%はマカッサル

市に依存）。このように、マ

ミナサタ広域都市圏の南ス

ラウェシ州経済に果たす役

割は重要であるものの、経済

活動のダイナムズムは必ず

しも高いとはいえない水準

に留まっている。 

 

Change in GRDP (CAGR), 2000-03
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図 S-2: マミナサタの経済パフォーマンス 2000-2003 
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マミナサタ広域都市圏総合計画の目的 
5. 調査対象地域の関係者との話し合いを通じて、本総合計画の目的は次のよ

うに確認された。すなわち、(i) マミナサタ広域都市圏の住民をはじめ全ての関

係者が将来開発目標やイメージを共有すること、(ii) 環境に配慮しアメニティに

富んだ、ダイナミックかつ調和がとれた都市圏を創出すること、(iii) 雇用機会

と適切な社会サービスの提供を確保し、住民の生活水準向上を図ること、(iv) イ
ンドネシアにおける他都市圏開発の一つのモデルとして供すること。マミナサ

タ広域都市圏の将来目標は、次世代が住みよい都市圏を創出することと設定さ

れた。この目標達成に向けて、関係者はあらゆる努力を惜しまず、「クリーンで

クリエイティブ、かつより良くコーディネイトされたマミナサタ広域都市圏づ

くり」に取り組む主旨で合意された。 
 
開発フレームワーク 
6. マミナサタ広域都市圏の人口は、今後年 1.7%の平均増加率で推移し、15
年後の 2020 年には 288 万人に達すると推計される（現在より 63 万人増加）。人

口ピラミッド（年齢階級別人口構成）は、若い年齢ほど人口が多く裾の広い，

いわゆる「富士山型」から、出生数減少等を要因として「ひょうたん型」へと

遷移していく。本調査における開発フレームワークは、中位成長シナリオに沿

って設定された。同シナリオの下では、今後 GRDP は年平均 7.1%で成長し、2020
年には 13.9 兆ルピアに到達する。ただし、農業部門については、年平均 3%の生

産性向上を見込んでも、その地域経済に係る寄与率は、2005 年の 13.3%から 2020
年には 7.5%にまで減少していく。一方、サービス部門の場合、地域経済への寄

与率は 51%（2005 年）から 63%（2020 年）に高まっていく。このように、対象

地域の経済構造が、これから 2020 年にかけて大きく様変わりしていくことに注

目する必要がある。 
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Change in GRDP (CAGR)  
図 S-3: ﾏﾐﾅｻﾀの将来経済ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ (2005~2020) 図 S-4: 中位成長ｼﾅﾘｵ下でのﾏﾐﾅｻﾀ経済成長 
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7. 貧困削減もマミナサタ広域都市圏における重要課題であることに変わりは

ない。南スラウェシ州の貧困率は約 16%（2002 年）と依然高い水準にある（マ

カッサル市では 5.6%、マロス県では 23.7%と、市･県ごとに指標値は異なる）。

本開発フレームでは、対象地域内の市･県の現状に応じて 3～14%という幅で、

貧困率の目標値を設定した。国家開発計画庁（BAPPENAS）の指導により、公

共投資額を年間 GRDP の 3～4%程度に抑制しなくてはならないという状況下、

雇用創出や経済開発に向け、より多くの民間投資を刺激･誘導する必要がある。

これにより､結果的に貧困削減が進むと期待される。 
 
8.   本開発フレームワークでは、マミナサタ広域

都市圏の経済は比較的高い水準で成長し、それに応

じて貧困率も削減されるものとして設定している。

と同時に、環境保全やアメニティ向上という側面に

対しても、経済面と同程度の、あるいはそれ以上の

配慮を促している。これは、対象地域における緑地

や森林の面積が減少傾向にあることと、人口増加に

よる都市部のアメニティ劣化や環境に対する市民の意識の欠如といった問題意

識に起因する。具体的には、マカッサル市における緑地面積を現在の 440ha（2005
年）から 2020 年には 880ha まで倍増させることを提案している。他の 3 県につ

いても同様の提案を行い、対象地域全体では、この先 15 年間で計 25,000ha の緑

地･森林地域を増やすという提案である。対象地域の将来空間構造は、現在の緑

地･森林地域の状況や環境保全の考え方を考慮し、かつ、将来の人口増加･都市

化に伴う土地需要を推し量ることで勘案されなくてはならない。 
 

表 S-2:  マミナサタにおける緑地拡充のフレームワーク 

  ﾏｶｯｻﾙ マロス ゴワ ﾀｶﾗｰﾙ 計 
(%) 2.4 44.5 19.8 19.0 28.7 

現況* (ha) 440 46,620 14,300 10,450 71,810 
(%) 5.0 57.0 33.0 22.0 38.0 

将来目標 (ha) 880 59,440 23,900 12,590 96,810 

拡充面積 (ha) +440 +12,820 +9,600 +2,140 +25,000 

注：現況の緑地面積は、国土管理庁（BPN）の南スラウェシ州事務所が保有する土地利用図から、

森林、茂み、草地の面積を算定したもの。 

 

郊外緑地のイメージ写真 
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空間開発戦略 
9.   マミナサタ広域都市圏は、広く

東部インドネシア地域における行

政及び社会･経済開発の中軸（ハブ）

たる役割を担う地域として期待さ

れている。地域資源の観点から、こ

の地域では、物流と貿易の拠点性を

強化していくことを提案している。

南スラウェシ州では、マミナサタ広

域都市圏を州内の拠点として機能

させ、これにいくつかの準拠点都市

地域整備を重ねることで、サブ･セ

ンター機能を付帯させていく方向

が望ましい。こうすることにより、

南スラウェシ州全体のクラスター

構造（ブドウの房のような階層構

造）が強化され、産業部門における

垂直･水平方向の統合化を促し、付

加価値向上のための基盤を整える。

特に製造･加工業におけるバリュー･チェーン（価値連鎖）の各ステップにおけ

る付加価値の増加を目指すことになる。 
 
10. 経済発展を志向する一方で、マミナサタ地域の環境を出来るだけ保全して

いくことが肝要である。下水や廃棄物の処理が十分でないことから、地域にお

ける水質汚濁や大気汚染が進行し、また、交通渋滞も深刻化を辿りつつある。

こういった状況を看過せず、適切な環境対策をとらなくてはならない。市民の

環 境 に 対 す る 意 識 を 啓 蒙 し 、 ゴ ミ の 減 量 ･ 再 生 利 活 用 運 動 （ 3R: 
reduction-reuse-recycling）を推し進め適切な環境管理体制を整える、といったこ

とを通じ、循環型の社会を築いていくことが望まれる。こういった社会を目指

すうえで、また、環境保全･保護を推進するうえで、市民が果たすべき役割は大

きく、かつ重要である。適切な環境管理なくして、健康で快適に住むことので

きる都市づくりは為し得ない。 
 

 
図 S-5:  南スラウェシ州のクラスター構造 



インドネシア国 南スラウェシ州 
マミナサタ広域都市圏総合計画調査 要 約

 

S - 6 

 
海岸部のゴミ散乱状況 市内排水路に投棄されたゴミ 

 
マミナサタ空間計画 
11. マミナサタ広域都市圏の土地

利用ゾーニングでは、全体をまず大

きく 4 つの地域（ゾーン）、すなわち

都市計画地域、準都市計画地域、生

産林地域及び保護地域に区分し、そ

れらをさらに 9 つの土地利用地区

（エリア）に細分化することを提案

する。2020 年までの増加人口に対応

するには、約 7,000ha の住宅用地が

必要となる。製造･加工産業の付加価

値を高めるために約 700ha の工業用

地が必要である。緑地･森林地域の総

面積は 97,000ha まで増やしていく

（拡充分 25,000ha を含む）。海岸や

河岸といったウォーターフロントに

ついては、生態系保全･保護の観点か

ら十分な配慮が必要である。このよ

うな理由から、本土地利用ゾーニン

グでは、マカッサル市北部のタロー川下流域一帯（河口付近）を、都市地域内

開発抑制地区に指定することを提案している。これにより、同地区では、工業

系、商業系及び住居系のいずれの開発行為も原則的に禁止される。 
 
12. マカッサル市内では、緑地･空地が少ない環境の下、住宅が建て込み、商業

活動が盛んに展開されている。交通渋滞は深刻化する一方である。こういった

状況に鑑み、増え続ける人口（図 S-7）を郊外の準都市地域に誘導する必要があ

る。本調査では、増え続ける将来人口を分散･吸収する方策として、マカッサル

市東部郊外の準都市地域にいくつかの新都市を建設することを提案した。 

 
図 S-6: ﾏﾐﾅｻﾀ地域における 9 つの土地利用地区 
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図 S-7: ﾏﾐﾅｻﾀの将来人口（市･県別） 図 S-8: 郊外の新都市開発イメージ 
 
13.   マカッサル市の旧市街地には､蘭領時代からの歴史的な建物や旧跡、古木

が多く残っているものの、都市化（無秩序で稠密な住宅や商業施設の建設が進

行）につれて、徐々にその姿が消えつつある。都市の歴史が刻まれた旧市街地

において、開発を規制･誘導し、その地の特性を活かした景観整備を図っていく

ことは、次世代に良好な都市資産ストックを残す意味で有効な都市開発アプロ

ーチといえる。例えば、ロッテルダム砦とその周辺地区について、集中的に街

路緑化を図ることで景観整備と歩行空間としての快適性を高め、マカッサル市

の都市観光メニューを豊かにすることに貢献できる。一方、幹線道路沿いの土

地を原則的に高度利用することで、市内の土地利用に一定の秩序が保たれるよ

うになる。都市地域及び準都市地域においては、地域内の特性を加味した上で、

適切な土地利用規制･誘導策を講じることが肝要である。 
 

Downtown area of Makassar, where many 
historical heritages remains, will be conserved 
under regulated development volume to 
contribute to urban tourism enhancement, while 
suburban area of Makassar, especially along 
the major roads such as Jl. Pettarani and 
Jl.Sultan Alauddin should be more highly 
utilized in land use together with reallocation of 
government office which is now scattering 
around the roads. 

 Historical Buildings  

 Green Space  

 Green Space  

 Water-front  

Downtown in Makassar 

図 S-9:  幹線道路沿いの高度土地利用 図 S-10:  旧市街地の再生整備イメージ 
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14. 都市化が無秩序に進行しているため、マカッサル市をはじめとするマミナ

サタ広域都市圏内の都市環境の魅力が徐々に失われつつある。道路、水路沿い、

海岸や河岸といった水辺にはゴミが散乱し

ており、水質汚濁･不衛生の遠因となってい

る。適切に清掃･維持管理されない排水溝や

水路では、流下能力が低下し、低地部の水捌

けが悪く、ところにより雨期には局所的な氾

濫が生じている。近代的な下水処理が行われ

ていないこともあり、政府や市民一人一人が

適切な対処行動をとらなければ、水質汚濁は

進行する一方である。このような状況にあっ

て、カシカシ通り（Kasi-kasi）のように、住

民が主体となって街路美化（緑化や花卉ディスプレイ）に取り組んでいる例は

注目に値する。同様の取り組みを増やしていきたいところ、本調査の一環とし

て実施したパイロット事業（植林、環境教育、家庭ゴミと食料の交換活動）で

は、少ない投資（費用）でも、市民の協力の下に一定の効果･インパクトが現れ

ることが確認された。 
 

 
事業実施前 事業実施後 

パイロット事業「ゴミと食料の交換活動」の実施前後の状況比較 

 
15. 本調査の一環として実施したブラジル国クリチバ市を対象とした視察研修

プログラムは、マミナサタ広域都市圏の地方政府関係者に多くの知見と教訓を

与えた。政府予算が困難な状況にあっても、公共のみならず民間･市民の協力を

仰ぐことで、環境保全や緑地整備を行うことは十分可能である。こういった参

加型アプローチは、環境に対する市民の意識啓蒙や責任感醸成にも有効であり、

マミナサタ地域の環境保全においても適用すべきである。このような取り組み

では、環境関連規制とあわせてモニタリング体制を強化する必要がある。また、

広域都市圏内の各自治体には、個別の取り組みを促すだけでなく、例えば、生

物多様性や生態系の保全といった行政界を越えた課題に対して、圏域全体の観

点から協同で取り組むことが求められる。 

Photo: Kasi-Kasi Street 
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緑豊かな都心のイメージ（クリチバ市の都市景観）

ブラジル国クリチバ市の元市長へのインタビュー  

 
 
経済開発計画 
16. 農水産部門は地域経済活動

の一つの柱となっているものの、

将来の経済発展を見据えた場合、

農業は土地の制度的に、工業ある

いはサービス業にシフトしていか

ざるを得ない。一大消費地である

マカッサル市に近い農業地区では、

作付体系を徐々に変えていく必要

がある。現在の米‐米‐雑穀とい

う作付体系から、野菜や果物とい

ったより価値の高い作物の導入へ

と転換を図っていくべきである。

都市的土地利用の拡大により、耕

地面積の減少が余儀なくされる状

況にあって、農業の安定成長を維

持するためには、農民を適切に指導し、作付体系の変革や市場作物の導入を図

っていかざるを得ない。また、経済成長に伴い、都市住民の生活水準が向上す

ると、肉や乳製品の消費が拡大していくであろう。こういったことを見据えて、

畜産業を戦略的に強化していく必要もあろう。遠洋、近海及び内水漁業では、

水産加工品の需要成長を見込み、より高度な加工技術を導入･展開していくべき

であろう。農水産部門において年平均 3%の成長を達成するためには、以上のよ

うな生産性改善努力を続けていく必要がある。 
 

 
図 S-11:  2020 年における農業土地利用 
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17.  製造･加工業は、今後も主として

農産物及び鉱物資源に依存することに

なろう。カカオ、バニラ、海藻といっ

た地場産品は、現在未加工のまま移出

あるいは輸出されているが、これらを

域内で加工し、付加価値を留めること

が望まれる。例えば、カカオ加工の価

値連鎖を考えてみる。カカオの品種と

品質を向上させ、全世界においてマミ

ナサタ地域をカカオの一大産地にまで

引き上げることが出来るのでないか。

農産加工業についても、対象農作物と

その収穫期を考慮したうえで、特定の

地区を選定し、効率的なクラスターを形成していくことも可能とされる。セメ

ントや大理石、家具製造といった他の地場産業についても、これらをクラスタ

ー化することで、住宅産業を新興することも考えられる。 
 

 
図 S-13:  マミナサタ広域都市圏における工業地区マップ 

 

 

図 S-12: カカオ産業クラスターのイメージ 
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18. 貿易は、港湾や空港の整備とあ

わせて戦略的に考えなくてはならな

い。マカッサル市には現在多くの倉庫

施設があるものの、保管されている商

品は原材料が主で、そのまま市場に出

荷されているため、付加価値を生み出

していない。付加価値が低いことの理

由の一つは、包装やラベリングを担う

裾野産業が乏しい点にある。物流拠点

としての体制が十分でないことも低

付加価値の理由となっている。運輸･

交通システムの整備とあわせて、戦略

的に物流業発展に取り組むべきであ

る。また、物流業のみならず製造･加

工業の発展を刺激する仕掛けとして、

マカッサル市を地域の金融センター

として強化していくことも期待され

ている。 
 
 
19.  観光は地域経済を担う重要なセクターの一つで

ある。マカッサル市の海に沈む夕日は世界的にも有名

な絶景である。マミナサタ地域には、オランダ統治時

代からの歴史的･文化的な資産（史跡･名勝）が数多く、

内外の観光客を引き付けている。対岸の島々には多く

のダイビング･スポットがあり、内陸側には、比較的

近距離に洞穴などの観光スポットがある。また、マカ

ッサル市は世界的に有名な観光地トラジャを訪れる

観光客の玄関口となっている。近年、外国人観光客数

の伸びは芳しくないものの、会議やコンベンション目

的（ MICE ：  meetings, incentives, conventions and 
exhibitions）で訪れる国内観光客数は堅調である。か

かる状況下、新しいコンベンション･センター（Celebes 
Convention Center）が建設中である。このように様々

な観光客が訪れるマミナサタ広域都市圏における都

市づくりにおいては、やはり快適でアメニティに富ん

だ要素を充実させていくことが肝要とされる。 
 

Molasse 

Maize 

Maize 

Maize 

Cement, Clinker 

Cacao, Molasse, Maize 

Cacao 

Rice 

Rice Rice 

Cacao 

Pare Pare Port 

Makassar Port 

 
※: 商品は、米がパレパレ港から出荷されるのを除いて、全

て内陸交通（道路）によりマカッサルに輸送される 

図 S-14: 輸出品のマカッサル(港)への集中 

 
マカッサルの夕日 

 

 
新コンベンション･センター 

の完成予想図 
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都市環境基盤整備 
20. 過去 10 年の間に、マミナサタ地域の都市環境基盤は大きく改善された。ビ

リビリ･ダムの完成及びジェネべラン川の河川改修実施により、同流域における

洪水･排水対策が充実した。これまで特段の対策がとられていないタロー川、マ

ロス川及びパッパ川／ガマンティ川の下流域については、調整池や放水路の整

備により、洪水被害を緩和することが出来る。あわせて、既存排水施設（水路、

排水溝）の修復や法規制強化（洪水危険地域への居住制限など）といった非構

造的対策をとる必要がある。都市住民に対し、居住地区内の水路や排水溝の清

掃についての維持管理責任を持たせるような仕組みづくりも効果的である。  
 

図 S-15:  タロー川、マロス川、パッパ川／ガマンティ川における河川改修の概念図 

 
 
21. 上水供給に係る改善の必要性も高い。マミナサタ広域都市圏における上水

供給率を市･県別にみると、マカッサル市 70%、マロス県 9%、ゴワ県 11%、タ

カラール県 4%となっており、マカ

ッサル市に比べて他県が低い。 マ
カッサル市とゴワ県については、

ソンバ･オプ浄水場の処理施設を

増設し（現在の 1,000m3/日から

3,000 m3/日へ)、あわせて現在 48%
と極めて高い率の無収水対策

（UFW: Unaccounted-for-Water）を

施すことで、サービス供給の効率

性向上を図る必要がある。マロス

県とタカラール県では、今後伸び

ていくであろう水需要にあわせる

べく、比較的小域を対象とした上

水供給システムの整備を提案した

（これについて、本調査の中で、

プレ･フィジビリティ調査を実施した）。 
 

 
図 S-16:  上水供給システムの模式図 
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また、下水処理システム整備については、次の

ような取り組み方針を提案した。すなわち、(i) 
人口密度が 100 人/ha 以上の地区を対象とした

回収処理システムの導入、(ii) 都市地域内低人

口密度地区を対象とした現地処理システムの

普及、(iii) 低地下水位地区における浸透設備の

設置、及び (iv) 高地下水位地区における浄化槽

及び浸透設備の設置である。下水処理システム

は、地域経済及び住民の生活水準の変遷にあわ

せ、段階的に整備していくことが望ましい。 
 
22. クリーン（clean）なマミ

ナサタ広域都市圏を実現する

ためには、廃棄物処理の徹底･

充実を図ることが欠かせない。

通りや水路、排水路がゴミで溢

れており、マカッサル市の 終

処分場が近い将来一杯になっ

てしまうという現在の状況か

ら脱却するために、あらゆる努

力を惜しまないことが肝要で

ある。廃棄物処理を含む環境へ

の意識･理解を幼少の時期から

育むため、学校教育の場面にお

ける啓蒙活動が有効である。本

調査の一環として実施した「再

生可能ゴミの分別収集」と「ゴ

ミと食料の交換プログラム」か

ら、廃棄物処理という課題に住

民参加の形で取り組むことの

有効性が確認され、今後より大

規模かつシステマティックに

展開していくこが望まれる。本

調査における関係者との協議

の結果、新規の 終処分場をゴ

ワ県の同意の下で同県に計画することになった。将来、マミナサタ地域全体に

供する処分場となることから、地域全体の協力体制で計画･実施されなくてはな

らない（同処分場については、本調査の中でプレ･フィジビリティ調査が実施された）。 

 
図 S-17:  下水処理ｼｽﾃﾑ整備計画 

（長期） 

 

 
Photo Images of Participatory Waste Management 

 
 

 
図 S-18: リサイクル機能を付設した将来の

終処分場のイメージ 
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経済基盤整備 
23. 電力需要の増加、新規発電施設の

完成遅延、送変電･配電施設の劣化とい

った理由で、地域の電力供給状況は、

悪化の一途を辿っている。不安定な電

力供給を理由に、工場を閉鎖し他所へ

移転した製造･加工業もある。安定した

電力供給を実現するため、既往の電力

開発計画をレビューするとともに、民

間発電事業者の運転開始スケジュール

を明確にする必要がある。燃料費が

年々上昇するという状況にあって、水

力発電所の意義を見直す必要もあろう。

変電施設の容量不足も問題であり、変

圧器の容量増強が求められている。施

設･設備の充実を目指す一方で、需要管

理（DSM: Demand Side Management）
のための節電キャンペーンも推進すべ

きである。通信サービスは、民間セク

ターにより近年急速に向上している。

しかしながら、料金が高いことと信頼性が十分でないことが依然として指摘さ

れている。マミナサタを物流と貿易の拠点地域として強化していくうえでも、

通信環境のより一層の改善･充実が待たれる。 
 
24. マミナサタ広域都市圏では、年々

増加し続ける交通量のため、道路交通

環境が悪化の一途と辿っている。現況

の交通量調査及び将来交通量推計の

結果によると、交通渋滞が激しさを増

していく。特に、マカッサル市内及び

周辺部の幹線道路における交通渋滞

が深刻度を増していく傾向にあり、経

済発展を妨げる障壁となりかねない。

また、交通渋滞は大気汚染、騒音とい

った環境質の劣化を招くことから、適

切な対策が求められる。  
 
 

 
図 S-19:  送電グリッドの整備構想 
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図 S-20  マミナサタ地域の地点間交通量 
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道路整備なし 道路整備あり 

図 S-21:  道路整備をしない場合とした場合の 2020 年交通量容量 
 
道路整備が行われない場合と行われた場合という想定の下に、将来交通量を配

分し比較分析した結果、 優先で整備すべき路線として、(i) スタミ有料道路（マ

カッサル港－ハサヌディン空港間：PFI 方式で実施予定）、及び(ii) ペリンティス

道路－ウリップ･スモハルジョ道路（本調査の中でプレ･フィジビリティ調査を

実施した）が特定された。このほ

か、短期の道路改善対象として、(i) 
アラウディン道路、 (ii) ヘルタス

ニン道路、(iii) マリノ道路、及び

(iv) タカラール･アクセス道路が

提案された。また、長期的には、

より広域の視点から、トランス･ス

ラウェシ道路とマミナサタ･バイ

パスの 2 路線の新設について調査

を進める必要がある。これら道路

の整備･改善にあたっては、出来る

限り沿道のグリーンベルト化を図

ることで、歩行者に配慮した道路

づくりを行う方針を掲げている。

道路施設整備に加え、快適で便利

な中長距離バス運行を充実すると

 
Fig. S-22:  長期道路網整備構想図 
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共に、ペテペテ（小型乗り合いバス）やベチャ（伝統的な人力車）への乗り換

えに便利なバス･ターミナルを整備するなど、利用者本位の公共交通システムを

実現する。特にマカッサル市においては、交通モードの組み合わせを考慮した

り、マイカーの利用を規制したり、道路幅員や周辺環境に合わせた都市計画を

行うことにより、交通需要管理に取り組んでいく必要性が高い。 

 
図 S-23:  ペリンティス道路の横断面概念図 

 
25. マカッサル港は、コンテナ貨物を扱う港として整備されてきた。年々増え

続けるコンテナ貨物取扱量に対応すべく、港湾当局（Pelindo IV）は民間の投資

家を募り、現在の港の北側沖合いに新港（埋め立て式）を整備したいと目論ん

でいる。同当局は、新港建設と併せて生み出される埋立地区内保留地をもとに

不動産事業を展開できることが民間投資家を惹きつける呼び水になると考えて

いる。果たして、港湾付きの不動産事業に関心を寄せる民間投資家がいるかど

うか定かではないものの、調査団としては、現在の港湾について、(i) コンテナ･

ターミナルの生産効率を引き上げるように努めると共に、(ii) 施設･設備の再投

資について官民パートナーシップ方式（PPP）で取り組む可能性を調査してはど

うか、という 2 点を提言している。ハサヌディン空港は、旅客数及び貨物取扱

量が年々増加傾向にあって、空港改善事業に取り組んでいる。新滑走路（3,100 m 
x 45 m）、誘導路、駐機場（17 機収容）、新旅客ターミナル･ビル（48,500 m2）及

び航行支援システムといった内容で整備が進められている。港湾及び空港のい

ずれも、その施設が改善･整備されると、マミナサタ地域が東部インドネシア地

域に果たす物流･貿易機能の強化につながることには疑いはなく、早期の事業完

成が待たれる。 
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開発プログラム 
26. 総合計画の目標年である 2020 年までに、短期、中期及び長期という予定期

間別に実施すべきプロジェクト／プログラムを整理し提示した。これらは、目

標の性質に応じ、大きく 4 つのグループに仕分けられる。すなわち、(i) 経済開

発支援プログラム、(ii) 都市環境整備プログラム、(iii) 経済基盤整備プログラム、

及び (iv) 都市管理･制度強化プログラムである。さらに、短期及び中期に実施

されるべき都市環境整備及び制度強化の取り組みに関しては、より具体的な実

施計画を示した（添付 2 に短期優先プロジェクト／プログラムのリストを示した）。総合

計画の実施に係る制度強化の柱として、マミナサタ開発管理庁（BPPM）を設立

し、同庁が実施計画を統括し管理責任をとる体制を提言している。  

 

27. 開発プログラムの実施に

必要な所要資金は公共及び民間

の両部門から適切に手当てされ

なくてはならない。中央政府、

州政府及びマミナサタ広域都市

圏内自治体からの開発予算に限

りはあるものの、長期かつ低利

という優遇条件で資金を調達す

ることが出来れば、比較的無理

のない公共投資の範囲で取り組

むことが可能となる。なお、発

電事業や有料道路事業について

は、積極的に民間投資を促す必

要がある。 
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図 S-25: 中央政府、州政府及びマミナサタ域内自治体レ

ベルの開発予算の状況 

(ii) Urban environment & 
infrastructure 
development program 

・ Flood control & drainage 
・ Water supply & sewerage 
・ Solid waste management 
・ Environmental improvement 

(iv) Urban management/ 
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・ Urban management operation system

(i) Economic development 
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・ Industry 
・ Trade & Investment Promotion 
・ Tourism 
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Development 
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・ Transportation 

図 S-24:  開発プロジェクト／プログラムを 4 つにグルーピング 
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表 S-3: 収益部門の事業方式 

 

 

表 S-4: 準収益部門及び非収益部門の事業方式 

 
 
プレ･フィジビリティ調査 
28. 本調査では、マミナサタ広域都市圏総合計画の実現に向けて 重要と判断

された 4 つの優先事業について、プレ･フィジビリティ調査を実施した。第 1 の

優先事業は「マロス県及びタカラール県における上水供給システム改善事業」

である。マロス県では、バンティムルン地区ジャマラにある毎秒 180 リットル1の

湧水源を活用し、県北地域に対する水供給システムを整備･拡充することを提案

した。これにより、県北地域の 31,000 世帯の 155,000 人が新たに上水供給サー

ビスを受けられるようになり、対象地域の給水率は 11.7%（2004 年）から 61.0%
（2010 年計画値）へと大幅に改善する。他方、タカラール県では、深帯水層か

らの地下水を 3 地点で汲み上げることで得られる毎秒 25 リットルの原水を活用

                                                 
1 日 大供給量である。 
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し、新たに 3,950 世帯の 19,700 人に上水供給することを提案している。これに

より、対象地区の給水率は 4.2%（2005 年）から 50.0%（2010 年計画値）へと引

き上げられる。総工費は、マロス県とタカラール県を合わせて 2,080 万米ドルと

算定される。 

 

図 S-26:  マロス県（左）及びタカラール県（右）における給水対象エリア 
 
29. 第 2 の優先事業は「 終処分場整備による廃棄物管理改善事業」である。

ゴワ県パタラサン地区の候補地を対象に、 終処分場の概略設計を実施した。

準好気性埋立方式を採用し、浸出水処理、ガス処理等に必要な諸設備を適切に

備えた環境調和型の 終処分場として計画した。同処分場にはリサイクル産業

の立地も想定されており、処分場自体は、使用期間満了後、レクリエーション

公園や運動場として活用される。総工費は 3,590 万米ドルと算定される。 

 
図 S-27:  終処分場のレイアウト図 
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30. 第 3 の優先事業は「変電施設増強及び送配電システム･リハビリテーション

事業」である。パナクカン、タンジュン･ブンガ、マロス及びスングミナサの各

変電所について、合計 180 MVA の容量増強を行う。併せて、中～低電圧の送配

電線の交換･延長を行い、域内電力供給の安定化を図ろうとするものである。総

工費は 1,230 万米ドルと算定される。 
 
31. 第 4 の優先事業は「ペリンティス－ウリップ道路区間拡幅事業」である。

マミナサタ地域内幹線道路の交通渋滞を緩和する目的で、スタミ有料道路の完

成後も、ペリンティス－ウリップ道路区間の混雑度が適正な水準となるように

当該道路区間を 42 m まで拡幅する。また、この道路区間整備は、沿線の土地利

用を現在の無秩序な利用形態から中～高密度の整然とした利用形態へと切り替

えていくための契機となる（下図を参照）。対象道路区間の概略設計を実施する

にあたっては、水道、電気及び通信関連のユーティリティを移設することも考

慮された。総事業費は 6,120 万米ドル（うち用地取得費及び移転補償費等は 2,010
万米ドル）と算定された。なお、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 30.6%
と経済的妥当性も確認されている。 

 

32. 以上 4 つの優先事業の実施に係る費用を合計すると 1 億 1,010 万米ドルと

なり、実施に向けて外部からの資金援助が待たれる。  

表 S-5:  4 つの優先事業実施に係る費用合計 
優先事業名 事業費 

 万米ドル （億ルピア） 
1. マロス県及びタカラール県における上水供給システム改善事業 2,080 (1,830) 
2. 終処分場整備による廃棄物管理改善事業 3,590 (3,150) 
3. 変電施設増強及び送配電システム･リハビリテーション事業 1,230 (1,080) 
4. ペリンティス－ウリップ道路区間拡幅事業 4,110 (3,600) 

合 計 11,010 (9,650) 
注:  1 米ドル= 8,760 ルピア（2006 年 5 月）の交換レートを用いた。 
 表中の事業費は土地関連費用（用地取得費、補償費、移転費等）を含まない。 

図 S-28:  対象道路区間沿線の土地利用イメージ（現在:上と将来:下） 
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制度強化 
33. 対象地域の空間総合計画に関しては、これまでマミナサタ広域都市圏開発

協議会（BKSP-MM）がイニシアチブをとってきたが、今後施行段階に移行し、

提案プログラムの実施等を行うにあたっては、より強力な管理体制の下、法的

強制力を後ろ盾に取り組む必要がある。これに関し、中央政府（公共事業省空

間計画総局）において、マミナサタ広域都市圏空間計画の実施に係る大統領令

の制定作業が開始されており、その公布が待たれる。加えて、地方政府（州）

も中央政府の協力･指示を仰ぎながら、土地利用及び都市計画に関連する条例制

定等の準備を適宜進める必要がある（添付 3 に土地利用ガイドラインの案を示した）。 

 
 
34. 本総合計画の実施に係る組織強化の柱として、マミナサタ開発管理庁

（BPPM）の設立を提案する（上図及び添付 4 を参照）。設立までには時間を要する

であろうが、任命される職員の研修･トレーニングを行いながら、徐々にその機

能を強化していく。同庁が有効に機能するか否かは、ひとえに有能な人材の有

無にかかっている。効率的に能力強化を図るため、設立当初は外部専門家等の

協力を得ながら、実際の業務（都市開発、環境管理関連の法令の整備･運用等）

を通じて、知識･スキルを習得するのが望ましい。 
 

Infrastructure/Envirornment 
Division (Echelon III) 

(5 members) 

Governor 

Head of Agency 
(Echelon II) 

BKSPMM 
Chairman: Vice Governor 
Vice Chairman: Walikota Makassar 
 Bupati Maros 
 Bupati Gowa 
 Bupati Takalar 

Legal/Finance Division 
(Echelon III) 
(3 members) 

Database/Monitoring Division 
(Echelon III) 
(3 members) 

Secretariat 

Mamminasata Development Management Agency (BPPM) 

Advisory Committee 
・ Private 
・ Academic 

図 S-29:  マミナサタ開発管理庁（BPPM）の提案
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結論と提言 
35. 提案した諸プログラムを遂行することにより、開発フレームワークにおい

て示された経済開発目標は達成可能となる。ただし、全ての関係者が共通の将

来展望の下に、それぞれ責任意識をもって取り組まなければ、達成し得ないこ

とを念頭に置かなくてはならない。関係者全員･全機関がイニシアチブをとり、

力と心を合わせて取り組めば、「次世代のための快適な都市圏」は実現しうる。 
 
36. マミナサタ広域都市圏総合計画と各自治体（マカッサル市、マロス県、ゴ

ワ県、タカラール県）の空間計画及び実施計画の間の整合性が未だ十分でない

ため、自治体側の計画をレビュー･改定する必要がある。これら 2 つのレベルの

計画が良くコーディネイト（coordinated）されないと、マミナサタ地域内の計

画は全て意味のないものとなってしまう。コーディネイションを円滑化する一

つの方策として、共通のデータベース整備があげられる。都市計画、土地利用

に係る情報･データを統一的に整理することで、関連事務の効率が向上する。 
 
37. マミナサタ広域都市圏総合計画並びに各自治体の計画を実施する際、民間

部門との協力や連携体制をとることが重要である。同様に、大学等学術機関と

の連携を強めることで、産･官･学の英知を結集してクリエイティブ（creative）
なマミナサタを創造していく。地域の NGO との協力も大切であり、彼らの支援

なしで、クリーン（clean）なマミナサタを実現することは困難である。環境問

題は、地域の全ての関係者が力を合わせて取り組むべき大きな課題である。 
 
38. 本調査で提案された短期実施プログラムに早急に取り掛からねばならない。

プログラム実施に向けて、中央政府、州政府、市･県政府が一致協力して予算措

置を図ると共に、外部機関からの優遇資金を取り付けることが必要である。こ

のため、州政府及びマミナサタ広域都市圏開発協議会（BKSP-MM）は中央政府

並びに国際援助機関に積極的に働きかけ、具体的な調整･交渉を進めることが期

待される。 
 
39. マミナサタ広域都市圏総合計画が実施段階に移行してからの進捗状況は、

定期的にモニタリング･評価されなくてはならない。こうすることで、関係者の

反省を促し、教訓が得られる。社会経済状況は、年々刻々と変化を遂げるため、

総合計画は、5 年後の 2010 年には見直しをかけ、必要に応じ改定することを勧

める。 
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短期優先プロジェクト／プログラムの一覧 

 
 
提示した開発プログラムの実施の中から、以下の方針にもとづき、短期優先プ

ロジェクト／プログラムを選定した。 

(i) 2006 年から 2010 年に実施すべきもの 
(ii) マミナサタ地域の開発戦略、特に都市環境及び経済基盤の改善に資するもの 
(iii) 制度強化、特に組織設立及び土地利用規制に資するもの 
(iv) 同一の開発目標の下、総合的に実施すべきもの 

短期優先プロジェクト／プログラムは、広域圏計画の 5 つの目標達成に向けて

実施されるべきものである。それらは「経済開発」、「都市環境基盤」、「経済基

盤」及び「制度強化」という 4 つの分野別に分けて整理することができる（下表）。 

分野別優先プロジェクト／プログラム 
分 野 プロジェクト／プログラム 

1.1 農業生産の拡充･多様化: Agricultural productivity enhancement 
and diversification 

1.2 製造工程における付加価値の向上: Enhancement of value added 
in processing 

1.3 投資・貿易強化: Investment and trade strengthening 
1.4 特定一次産品の産業集積支援: Cluster development of selected 

commodities 

1. 経済開発分野 
 Economic development 

1.5 観光の魅力向上: Improvement in tourism attractions 
2.1 市・県の給水改善: Improvement of municipal water supply 
2.2 汚水処理: Wastewater management 
2.3 固形廃棄物処理: Solid waste management 

2. 都市環境整備分野 
  Urban environment and 

infrastructure 
development 2.4 緑化及び水辺環境の整備: Greenery and riparian environment 

improvement 
3.1 マ ミ ナ サ タ 幹 線 道 路 の 整 備 : Mamminasata artery road 

improvement 
3.2 交通需要管理の改善: Traffic management improvement 

3. 経済基盤整備分野 
  Economic 

infrastructure 
improvement 3.3 送電及び配電の改善 : Power transmission and distribution 

improvement 
4.1 組織強化: Organization strengthening 
4.2 法制度整備: Legislation strengthening 

4. 制度強化分野 
 Institutional 

Strengthening 4.3 情報管理強化: Information management strengthening 

 
次葉に、分野別優先プロジェクト／プログラムの概要を示す。中央政府、州政

府及び市･県政府の間で、実施に係る責任を分担し、効率的に実施することが望

まれる。 
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Action Plan Definition 

Ce
nt

ra
l 

Pr
ov

in
ce

 

Ka
bu

pa
te

n 

Economic Development 
1.1 Agricultural  

productivity 
enhancement and 
diversification 

To increase farmers’ income by increasing agricultural productivity through (i) 
improve crop yield, (ii) applying intensive land use (iii) introducing mixed and 
integrated farming with fish pond culture, and iv) developing and introducing 
improved varieties for major crops. 
To supply sufficient quantity and quality of raw materials to agro-/fishery-based 
processing industry, whereby strengthening linkage with those industry 
To strengthen commodity marketing system, including dissemination of market 
information to producers and empowerment of producers’ 
associations/organizations 
(i) Increase in quality and introduction of new crops 
(ii) Increase in productivity 
(iii) Product diversification 
(iv) Strengthening of association/organization 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 Enhancement of value 
added in processing 

To strengthen capacity of industrial support institution and to strengthen linkage 
among stakeholders so that support function to manufacturers are efficiently 
conducted 

(i) Linkage among institutions are strengthened 
(ii) Human resource development to support manufacturing activity 
(iii) Existing institutions are fully utilized and O&M is properly conducted 

  
 
 

 

 

1.3 Investment and trade 
strengthening 

To increase attractiveness of Mamminasata as investment site by providing 
investment incentives and also to strengthen the linkage between producers 
and market (consumers) 
(i) Investment incentives are available (tax, award) 
(ii) Linkage between producers and market is strengthened 

   

1.4 Cluster development of 
selected commodities 

To strengthen the regional and sector linkage to increase value added of local 
resources and to promote maximize utilization of the local resources 
(i) Regional coordination is strengthened 
(ii) Up-stream and down-stream coordination is strengthened 
(iii) Quality improvement 

   

1.5 Improvement in tourism 
attractions 

Improve attractiveness of Fort Rotterdam and its surrounding area for tourists 
and the residents. 
Improve attractiveness of Fort Rotterdam and its surrounding area as “cultural 
and historical area” in the city 

   

Urban Environment and infrastructure improvement 
2.1 Improvement in 

municipal water supply 
service 

Objective is to increase water supply coverage in the Mamminasata Area as 
whole, utilization of Sompa Opu WTP to water supply in Sungguminasa, and 
strengthen water supply management capacity of PDAM. 
(i) Expansion of Capacity of Smba Opu WTP (phase 2) 
(ii) UFW improvement 
(iii) Increase piped water supply capacity of Maros, Gowa, and Takalar 
(iv) Improved water supply management and operation (PDAM) 

   

2.2  Wastewater management Objective of the wastewater treatment management is to improve water quality 
in canals and ocean and also to increase community awareness on cleaning 
canals. 
(i) Off-site sewerage system 
(ii) Urban amenity (green space, park) 
(iii) Redevelopment of the urban area 
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2.3  Solid waste management Objective of the solid waste management is to create clean urban environment 

by constructing and managing landfill site, and at the same time, reduce the 
garbage volume through community empowerment 
(i) Development of final disposal site (PTA) for Makassar and Gowa 
(ii) Reduction of final disposal 
(iii) Increase in community awareness on solid waste management 
(iv) Urban amenity (green space, park) 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2.4 Greening and riparian 
environment 
improvement 

Objective is create green area in the urban area and to conserve green area in 
semi-urban area, which is expected to increase urban amenity 
(i) Increase in green area in urban area (Urban Planning Zone) (parks, trees 

along road and canals/rivers) 
(ii) Increase in green area outside urban area (Semi-Urban Planning Zone & 

Conservation Zone) 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Economic Infrastructure Improvement 
3.1 Mamminasata artery 

road improvement 
Objective is to improve artery road in Mamminasata to mitigate traffic 
congestion and to accelerate economic activity 
Improvement of selected road in the Mamminasata area 
(i) Jl. Perintis (F/S, construction) (national road) 
(ii) Jl Heltasing(F/S, construction) (provincial road) 
(iii) Jl. Abdullah Daeng Sirua (F/S, construction) (Provincial road) 
(iv) Trans-Sulawesi (F/S, construction) (BOT) 
(v) Mamminasa bypass (F/S, construction) (National road) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

3.2 Traffic management 
improvement 

Objective is to improve traffic management and improve public transportation 
system 
(i) Bus transportation service 
(ii) Introduction of traffic management (pete pete, becak, cars, street vendors) 

  
 

 

 
 
 

 
3.3 Power transmission and 

distribution 
improvement 

Objective is to increase power transmission capability 
(i) Expansion of transformer capacity of sub-station (Daya, Tello, 

Panakkukang, Sungguminasa) 
(ii) Upgrading of existing distribution lines (rehabilitation / upgrading of 

distribution facilities as capacity building on maintenance) 

   

Institutional Strengthening 
4.1 Organization 

strengthening 
Establish a permanent organization with full time qualified staff for 
Mamminasata development implementation 
(i) New organization (Mamminasata Development Management Agency: 

BPPM) are established 
(ii) BKSP is re-organized 
(iii) Advisory committee is formed (private and academic) 

   

4.2  Legislation 
strengthening 

To draft up and stipulate legislation (Provincial Governor’s Decree or Provincial 
Regulation) for strengthen urban development management, particularly land 
use control, transport management, and environmental management 
(i) Presidential Decree for “Spatial Plan for Mamminasata Metropolitan 

Area” is stipulated 
(ii) “Zoning Regulation” (Provincial Regulation) is stipulated 
(iii) “Transport Management and Control” is stipulated 
(iv) Other legislation necessary concerning urban management is stipulated 

   

4.3  Information 
management 
strengthening 

Establish maps and database that can be a base for urban management and 
control 
(i) GIS database 
(ii) Map 
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マミナサタ広域都市圏に係る土地利用ガイドライン（案） 
 
 
マミナサタ広域都市圏空間計画では、同都市圏開発が今後歩むべき方向を見据

えた上で土地利用計画を提示した。この土地利用計画に沿って開発をコントロ

ールするためには、開発行為に係る規制･基準を明示し運用していく必要がある。

一般的な規制･基準として、(i) 土地利用、(ii) 建ぺい率及び容積率、(iii) 建物

用途に係るものが挙げられるが、「環境にやさしい、人間中心の都市圏づくり」

を標榜する本空間計画では、さらに自然や歴史性に配慮すべく (iv) 環境･景観

の保全･創出に係る規制も導入すべきである。 
 

 
マミナサタ広域都市圏における土地利用規制の体系 

上記の考えに基づき、本空間計画における土地利用ガイドラインを以下の 4 種

の規制策の組み合わせとして整備することを提案する。 

(i) 土地利用に係る段階的規制（ゾーン、エリア、区画） 

(ii) 建蔽率及び容積率に係る規制 

(iii) 建物用途に係る規制 

(iv) 地区の環境･景観を保全･創出するための規制 

上図に示したように、(i) 土地利用に係る段階的な規制によって、広域から狭域

にかけて開発･建築行為の方向が示され、さらに個々の区画レベルに至って、(ii)
から(iv)にある建蔽率、容積率、建物用途及び地区の環境･景観の保全･創出に係

る諸規制がかけられるという体系である。 

(i) 土地利用に係る段階的規制 

マミナサタ広域都市圏 

ゾーン(開発地域・保護地域) 

エリア(開発地区・保護地区) 

区 画(開発基準・規制) 

(ii) 建ぺい率及び容

積率に係る規制 

(iii) 建物用途に係

る規制 

(iv)地区の環境･景

観を保全･創出する

ための規制 

広域 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

狭域 
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1 土地利用に係る段階的規制 

急速かつダイナミックに都市化が既に進んでいる状況では、単に住宅用、商業

用、工業用等の用途を示すだけの土地利用規制をもって都市開発を十分に制御

することは難しい。対象地域内のどこで、どのような開発がされることが望ま

しいかについて、地域、地区、区画という面積の広がりに応じ、段階的に方向

を示すことが肝要である。本ガイドラインでは、地域的な広がりに応じた 3
段階、すなわち、(i)ゾーン（地域）、(ii)エリア（地区）、(iii)区画（敷地）とい

う段階ごとに規制の方向を示す。 

 

(1) ゾーン（地域レベル） 

マミナサタ広域都市圏を、(i) 都市計画ゾーン、(ii) 準都市計画ゾーン、(iii) 生
産林ゾーン、及び(iv) 保護ゾーンという 4 つのゾーンに区分する。(i)から(iii)
が国家空間計画法（Law No. 24/1992）で規定される“耕作地域”に該当し、(iv)
が同じく“保護地域”に該当する。 

 

各ゾーンにおける土地利用の方向は以下のとおり。 

(i). 都市計画ゾーン   総合的な開発と保全が必要とされる人口高密度地域。居住及

び労働のための空間を効率的に提供する必要性が高く、住宅

や商業施設･オフィスといった都市機能を効率的に展開する

ための土地利用が求められる。 
(ii). 準都市計画ゾーン 都市計画ゾーンの外延に位置し、都市化とはいえないまでも

建物の立地がみられる、あるいは近い将来に建物の建設等が

予想される人口低密度地域。無秩序で非効率な都市化を避け

るべく、小規模な建築･開発行為を原則禁じ、大規模な開発

行為を適切に誘導する方向の土地利用が求められる。 
(iii). 生産林ゾーン 経済活動（農林業）に利用されている、あるいは利用される

見込みの高い森林地域。建築･開発行為は原則禁止。 

マミナサタ広域都市圏 

ゾーン(開発地域・保護地域) 

エリア(開発地区・保護地区) 

区 画(開発基準・規制) 

都市計画 
ゾーン 

準都市計画 
ゾーン 

生産林 
ゾーン 

保護 
ゾーン 

マミナサタ広域都市圏 
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(iv). 保護ゾーン 森林や水辺環境（水資源）を保護するという目的で、いかな

る建築･開発行為も厳しく禁じられる地域。 

 

マミナサタ広域都市圏における土地利用計画を下図に示す。 

 
マミナサタ広域都市圏の土地利用計画図 
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(2) エリア（地区レベル） 

土地利用に係る規制内容をより具体的に示す目的で、上記の 4 つのゾーンをさ

らに 9 つのエリアに細分化する。各エリアでの規制の概要を下表に示す。 

都市計画ゾーン 
(i). 促進エリア[分類 1] 都市計画ゾーンの中でも、特に人口高度が高い地区。

都市環境のさらなる悪化を避け、良好に保全するため、

都市アメニティの改善及び効率的な土地利用を目的と

した適切な規制策をとる。 
(ii). 促進エリア[分類 2] 最近になって都市化が始まった地区。都市化の度合い

が依然低いことから、非効率で無秩序な都市開発が進

展する恐れがあり、それを避けるべく、適切な都市化

規制･誘導措置をとる。 
(iii). 規制エリア 沼地、洪水危険地区、緑地帯等、安全性と経済性の観

点から都市化を避けるべく、当該地区での建築･開発に

係る行為を厳しく規制する。 
準都市計画ゾーン 
(iv). 農業優先エリア 農業活動に利用される地区（システム灌漑地区を含

む）。建築･開発に係る行為は、農業生産を目的とする

内容に限定される。 
(v). 農業及び住居エリア 現在は農業系利用もしくは低未利用の地区で、都市化

がまだ始まっていない地区。厳格な規制を伴う建築･

開発行為だけが許可される。新市街地、工業地域、教

育／研究・開発施設の建設といった大規模な開発行為

を誘導すべき地区である。 
(vi). 規制エリア 沼地、洪水危険地区、緑地帯等、安全性と経済性の観

点から都市化を避けるべく、当該地区での建築･開発に

係る行為を厳しく規制する。 
生産林ゾーン 
(vii). 植林エリア 森林や草原に囲まれた丘陵地区で、集中的な植林を行

うことにより、生産林としての機能を維持していく。

当該地区での建築･開発に係る行為を厳しく規制する。 
保護ゾーン 
(viii). 保護森林エリア 厳格に保護されるべき森林地区。当該地区での建築･

開発に係る行為を厳しく規制する。 
(ix). 水辺環境保全エリア 河岸、湖畔、海岸など、国土保全の観点から、当該地

区での建築･開発に係る行為は厳しく規制される。 

 
9 つのエリアのうち、土地利用の高度化を含む都市化の対象となるのは、都市

計画ゾーン内の“促進エリア”及び準都市計画ゾーン内の“農業及び住居エリ

ア”である。一方、都市計画ゾーン及び準都市計画ゾーンの“規制エリア”、

生産林ゾーン及び保護ゾーンでは、建築･開発行為が厳格に禁じられる。 

次葉に、“促進エリア”、“農業及び住居エリア”及び“規制エリア”における

土地利用のモデル･プランを示す。 
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都市計画ゾーン内の促進エリア[分類 1]におけるモデル･プラン 
マカッサル市の中心市街地には、蘭領時代からの歴史的建築物が多く残ってい

る。これらを含む一帯の地区を対象に、都市観光産業振興を目的とした地区開

発を実施することを提案する。具体的には、ロッテルダム砦とその周辺地区を

対象に、建築･開発行為を厳格に規制するとともに（後段の「特別土地利用地区」

を参照）、緑地や遊歩道の整備を図ることで、歴史的な雰囲気に満ちた都市景

観を形成し、都市観光行動を誘発しようという内容である。 

 
マカッサル市中心市街地の再開発イメージ 

建築･開発行為を制限することは、土地利用効率の観点からすると非効率であ

るものの、良好な都市資産を形成しアメニティを向上させるためには、特定の

地区に限りこのような措置を図ることは必須と考える。 

この土地利用上の非効率を、同市内の他地区において補うべく、併せて幹線道

路沿いの高度利用を提案する。下図は、現在政府庁舎等が多く立地しているも

のの全体としての土地利用活用度が高くない市内ペッタラニ通りに中高層業

務ビルの立地を誘導するイメージを示している。このような措置をとることに

より、市域全体としてバランスと抑揚のとれた土地利用が図られる。 

 
幹線通り沿いの高度土地利用のイメージ 

 歴史的建造物 

 緑地  

 緑地  

 水辺  
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準都市計画ゾーン内の農業及び住居エリアにおけるモデル･プラン 
農業及び住居エリアでは、大規模なインフラ整備を伴う大型の建築･開発行為

（最低限の開発面積は 20 ヘクタール）を誘導する。下図に新都市の開発イメ

ージを示したが、同地域にアクセスする幹線道路整備、数十万人の居住人口及

び数万人の就業人口を支えるための上下水整備、緑地や学校･病院等を総合的

に計画し整備することにより、計画的に都市化を図るものである。 

 
新都市の開発イメージ 

 
都市計画ゾーン内の規制エリアにおけるモデル･プラン 
規制エリアでは、経済性と安全性の観点から、建築･開発行為は原則禁止とさ

れる。ただし、都市化とは関係がなく、その地区特性を保全したままで、公共

性の高い事業を行う場合は、この限りではない。ここでは、タロー川の下流域

を対象に、環境教育を目的とした公園整備を行うことを提案する。 

 
湿地帯保護のイメージ図(制限エリア) 

 保全地域 

 汚水処理施設 
 環境公園 

 エコ・ビレッジ 

 環境実験／地域教育 
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(3) 区画（敷地レベル） 

4 つのゾーンと 9 つのエリアにより、土地利用の方向や規制内容を示したうえ

で、さらに小区画における建築･開発行為を具体的かつ厳密に規制する目的で、

敷地レベルの建築･開発に係る指針を示す。 

主な土地利用目的として、住居系、商業･業務系、工業系及び緑地･空地系の 4
つを掲げ、快適な都市環境創造と効率的な土地利用の観点から、建築･開発行

為を行う場合に満たすべき要件を示す。 

マミナサタ広域都市圏の空間計画の管理体系は下図の通り。 

 

 

 

生産林ゾーン 

植林エリア 

生産林ゾーンにおける管理体系 

保護ゾーン 

保護森林ｴﾘｱ

（既存） 
水辺環境保全 

エリア 

保護ゾーンにおける管理体系 

準都市計画 
ゾーン 

農業優先 
エリア  

農業及び住居 
エリア 

規制エリア 

商業･業務系

 
住居系 商業･業務系

 
工業系 

 
緑地･空地系 
 

準都市計画ゾーンにおける管理体系 

都市計画 
ゾーン 

促進エリア  
[分類 1] 

促進エリア  
[分類 2] 

規制エリア 

住居系 商業･業務系 工業系 住居系 
 

商業･業務系

 
工業系 

 
緑地･空地系 

都市計画ゾーンにおける管理体系 
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住居系土地利用 

住居系の区画は、人々が日々暮らしを営む空間として活用される。そのため、

単に住宅を構えるだけでなく、暮らしをサポートする機能やコミュニティの交

流を促す機能も兼ね備えなくてはならない。さらに、健康的で、治安の良い、

調和のとれた環境が提供されなくてはならない。騒音、大気汚染、異臭、その

他の汚染による影響を受けないようにしなければならない。 

住居系の区画においては、単に住宅の建築･開発を行うだけでなく、商業施設

や公共施設などの建築･開発も許される。また、行政サービス施設やオフィス

等就業施設へのアクセスが確保される必要がある。また、教育、医療、レクリ

エーション施設等が立地することも必要である。 

住居系土地利用の方向 
 都市地域において、区画の広がりや位置等にあわせ、様々な形で住宅を供給する。 
 全ての人々に、それぞれの社会的階層に見合った住宅を提供する。 
 現在および将来にかけての地域社会のニーズを把握し反映する 
 住居地区は、(i) 住居専用地区と(ii) 住居系地区に区分される。前者は優良な宅地

を供給することが目的であり、より厳格な条件が適用される。  

住宅の類型は、それが立地する区画の面積、位置、住民等により様々である。 

典型的な住宅の類型 
戸建住宅 様々な面積と種類がある。生活環境や生活条件の質を求め、十分に

広い敷地で個別に開発される。(建ぺい率：20~50%) 
長屋建住宅 狭い敷地のなかで、高密度に開発される(建ぺい率：75%以上)。 
共同住宅 複数の住宅からなる一つの集積建物としての共同住宅。（一般に、建

ぺい率は低く容積率が高い） 

 

商業･業務系土地利用 

商業･業務系の区画では、主としてショッピング、ビジネスといった活動が展

開される。そのため、住宅地域からのアクセスが容易であり、またマーケティ

ング活動にも便利な位置にあることが望ましい。往来する人々の利便性や快適

性に鑑み、交通、治安等の条件が一定以上の水準を満たしている必要がある。

ショッピングやビジネスといった活動は、不特定多数の人々により展開される

ため、安全性、快適性を担保することが重要であり、建物の構造強度やデザイ

ンについて十分に配慮しなくてはならない。上下水サービス、廃棄物処理、道

路アクセスといったインフラストラクチャの条件も十分でなくてはならない。

また、多くの物品の搬出入･保管を伴うため、建物の容積は大きくなる。商業・

業務系の土地利用は下表のとおり分類することができる。 

商業･業務系土地利用の方向 
 商業施設、サービス施設、事務所施設、レクリエーション施設等の商業系施設で

活動する人々を許容する空間を提供する。 
 地域社会の開発ニーズを反映しつつ、容積、強度、デザインに係る明確な規則を

策定する。 
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商業･業務系の土地利用は、その目的により大きく以下の 4 類型に区分される。 

商業･業務系土地利用の類型 
商業専用 ショッピング施設、サービス施設を構えることが主目的である。

付帯住宅の設置は認められ、工場等施設は中小規模までに限定さ

れる。 
業務専用 事務所施設を構えることが主目的である。中高層建物形式での住

宅開発も可能とするが、大規模な商業系施設は認められない。 
商業･業務系 近隣住民に対しショッピング機能を提供することが主目的であ

り、地元商店や量販店から構成される。周辺の住民がアクセスし

やすい便利な場所に位置することが大切であり、市街地のあちら

こちらに散在する。 
 

商業･業務系の土地区画に立地できる建物の種類は以下のとおり。 

 商業施設（小売、卸売）：商店、小型量販店、卸売施設、等 
 オフィス施設：民間事務所、政府機関事務所、等 
 宿泊施設：ホテル、ゲスト･ハウス、モーテル、ホステル、イン、等 
 倉庫等施設：駐車場、展示施設、倉庫 
 会議用施設：ホール、会議場 
 観光レクリエーション施設：映画館、運動場 

 
工業系土地利用 

工業系の区画は、都市地域にあって物品を生産し付加価値を生み出すという

役割を担うため、労働力や原材料の調達及び完成品のマーケティングに係る

アクセスの利便性を確保することが肝要である。そのため、道路、港湾、空

港等の交通施設との関係が重要な要素となる。一方、都市環境に対して悪影

響を及ぼすことのないよう十分に注意を払わなくてはならない。 
工業系土地利用の方向 

 工業及び製造業の活動に係る空間を提供し、雇用機会の増大を図る 
 新たな工業の振興および既存の工業･製造業の活性化を図る 
 高い質を保った工業振興を確実なものとする。 

工業系土地利用は、大きく 2 つの類型に区分される。 

工業系土地利用の類型 
工業専用 工業利用を優先するため、周辺地区の安全性を確保しつつ、最低限の開

発基準に基づいて効率的にその立地を進める。大規模工場の立地を促進

するため、非工業利用が現存する場合は、その存続を制限する。 
準工業 環境に有害な場合を除き、いかなる工業活動も立地が許可される。 
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緑地･空地系土地利用 

緑地･空地系の区画では、自然環境のほか、歴史的･文化的資源を含む人工的

な環境が保全･保護される。また、人々がスポーツやレクリエーション活動

を楽しむための開放された空間を提供する。 
緑地･空地系土地利用の方向 

 教育･レクリエーション用として土地を保全･保護するほか、景観を楽しむことを

目的とする。 
 危機に瀕した土地の保全／保護 
 公園やオープン・スペース用の土地のほか、オープン・スペース政策、健康、安

全、公共の福祉を保全することが求められる個別の土地に適用される 

緑地･空地系土地利用の類型 
保全緑地 天然の自然及び傷つきやすい土地であり、その土地本来の性質を保

持しうる土地利用だけが許可される。 
保全緑地の要件は以下のように要約される。(*) 
・ 土地の勾配が 40%以上 
・ 浸食に対して脆弱な土質の場合、土地の勾配が 15%以上 
・ 標高 1,000 メートル以上の水浸透エリア 
・ 以下の特性を持つ河川区域、湖沼区域、等 

 河川に沿った最低 15 メートルの巾の区域を河川区域とする（管理

用道路も含む）。 
 湖の形状に沿って、湖の沿岸から 50～100 メートルの範囲を湖沼

区域とする。同区域は湖沼周辺に存在する生態系を維持するうえで

重要な役割を果たす。 
人工緑地 都市に肺機能を提供すべく、公園及び空地を整備し、大気浄化に資

するとともに、住民の様々なレクリエーション･ニーズに応える。 
人工緑地の要件は以下のとおり。(*) 
・ 新鮮な空気を供給し、大気汚染を中和するほか、主に公園、遊び

場、運動場として機能する。 
・ 位置及び整備内容は周囲の住環境や活動の観点から調整される

が、同時にまた、土地利用地域･地区が区分されるような位置と

形態で設けられることもある。 
水資源保全空地 健康、安全、公共の福祉を保全し、また、地方政府が指定する洪水

監視区域及びその周辺における危険性を低減することを目的とし

て、確保される。この空地を設けることで湛水機能が保たれ、洪水

対策支出の削減が期待されるほか、地下水源保全、水質保全、自然

生態系保全といった面の価値が保全される。  
水資源保全空地の要件は以下のとおり。(*) 
・ 雨水の吸収力が大きいこと。これにより、水資源を活用できる帯

水層として機能する。 
・ 年間降水量が 2,000 ミリ・メートル以上で、地表浸透率が 27.7

ミリ・メートル／時間。 
Note: * 公共事業省・空間計画総局「都市エリアにおけるゾーニング規則マニュアル」 
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下表に対象人口規模に応じた公園面積基準を示す。 

公園面積基準 

土地利用 施設等 開発目標 
公園 都市公園：一般的な公園 面積：10 ヘクタール／人口：10 万人 
 都市公園：アスレチック公園 面積：15 ヘクタール／人口：10 万人 
 住宅地における公園：中規模 面積：4 ヘクタール／人口：4 万人 
 住宅地における公園：小規模 面積：1 ヘクタール／人口：1 万人 
 水辺(河川、湖) 現存する水辺環境の公園としての活用

またはアクセスの拡大 
緑化地帯 道路、公園･緑地 新規開発地域の 20％以上（公園、街路

樹を含む) 
 
 
2 建ぺい率及び容積率に係る規制 

都市地域における建物（床面積）の総量を調和のとれたものにするため、建ぺ

い率及び容積率を規制することが重要である。建ぺい率（敷地面積に対する建

物１階部分面積の割合）は、風通しや日照等の住環境要素に影響することに加

え、火災の拡大リスクにも関連する。隣接する建物間に十分な距離が確保され

ていれば、火災の拡大リスクは低減する。 

容積率（敷地面積に対する建物延べ床面積の割合）が大きくなると、建物の高

さは高くなる。一般に地価が高い商業･業務系の地区では、土地利用効率を高

める必要から、より多くの床面積を欲する。そのため、高い容積率が認められ

る。一方、住居系地区や海浜地区では環境･景観保護の観点から、建物の高さ

を低く抑える必要がある。そのため、容積率が低めに設定される。 

建ぺい率と容積率に関する指針(案) 

土地利用 建ぺい率(%) 容積率(%) 
住居系(低層) 30, 40, 50, 60 50, 60, 80, 100, 150, 200 
住居系(高層) 30, 40, 50, 60 100, 150, 200, 300, 400, 500
商業･業務系 60, 80 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800, 900, 1000, 1100, 1200, 
1300 

工業系 50, 60,80 80, 100, 150, 200 
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3 建物用途に係る規制 

建物の使用目的も、土地利用の分類によって指定される。住居専用地区は、住

環境を保全するという目的で、最も厳しく制限される。一方、準工業地区は最

も制限が緩く、ほぼ全ての建物用途が許可される。土地利用地区ごとに許可さ

れる建物用途について、下表のように提案する。 
土地利用の分類ごとの建物使用目的(案) 

 
土地利用 

 
 
建物の使用目的 

住
居
専
用

 

住
居
系

 

商
業
専
用

 

業
務
専
用

 

商
業
･
業
務
系

 

工
業
専
用

 

準
工
業

 

住宅施設 戸建住宅、長屋建住宅、アパート

メント 
○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

教育施設 幼稚園、小学校、中学校、高校 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 
 大学、職業訓練学校 × ○ ○ ○ ○ × ○ 
教育施設 モスク、教会、寺院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
医療施設 診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 病院 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 
商業施設 映画館 × × ○ ○ ○ × ○ 
 ホテル × × ○ ○ ○ × ○ 
 商店(小規模) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 商店(大規模、独立した建物) × × ○ ○ ○ × ○ 
 娯楽施設(ｶﾗｵｹ、ﾅｲﾄ･ｸﾗﾌﾞ) × × ○ ○ ○ × ○ 
 娯楽施設(屋内施設) × × ○ ○ ○ × ○ 
 倉庫 × × ○ ○ ○ × ○ 
ｽﾎﾟｰﾂ施設 ゴルフ場、ボーリング場 × × ○ ○ ○ × ○ 
公共施設 政府庁舎 × × ○ ○ ○ × ○ 
産業施設 工場(住宅に付設されたもの) ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 
 工場(小規模) × × ○ ○ ○ ○ ○ 
 工場(環境に影響を与えないもの) × × ○ ○ ○ ○ ○ 
 工場(環境に影響を与えるもの) × × × × × ○ × 
危険物貯蔵

用倉庫 
化学製品、石油、ガス関連製品の

貯蔵庫 
× × × × × ○ × 

注： ○： 建設を許可されるもの、×： 建設を許可されないもの 
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4 地区の環境･景観を保全･創出するための規制 

土地利用に係る段階的な規制、建ぺい率及び容積率に係る規制、及び建物用途

に係る規制によって、都市開発を規制･誘導するために必要な体制が整う。こ

れらを有効に運用することにより、地域における開発･建築行為は十分に制御

可能となる。ここで、冒頭に示したように、「環境にやさしく、人間中心の都

市づくり」をより積極的に目指すため、もう一つ「地区の環境･景観を保全･

創出するための規制」の導入を提案する。 

環境･景観を保全･創出するための規制は、2 段階から成る。第 1 段階は、市･

県等自治体レベルで講じられる規制であり、望ましくない建築･開発行為を避

け、理想的な市街地を作り上げるために策定されるガイドラインである。この

ガイドラインには、建設前における開発業者と地元住民のコミュニケーション

の必要性も示す。ガイドラインの主な項目は以下のとおり。 

・ 景観デザイン(建物の色、デザイン、高さ) 
・ 環境関連(自然、文化、歴史的環境). 
・ 開発申請に先立つ公示(特に大規模開発) 
・ 開発業者による地元住民に対する公聴会 

第 2 段階は、ある地区を対象に特別に講じられる規制である。前段に述べた自

治体全域にかかる一般的な規制をふまえ、さらに、その地区の特性や住民等関

係者のニーズを反映する形で、より厳しい制限が課される。具体的には、地区

景観･建物デザインに係る規制と土地利用に係る特別規制の 2 種類がある。 

(1) 地区景観･建物デザインに係る規制 

この規制は、一般的な土地利用規制だけで

は、個々の地区特性や地域のニーズを十分

に反映しきれない部分を補完する目的で、

住民等関係者の一定の合意の下に設けら

れる。合意は民法に基づくもので、法的手

続き（政府からの承認、公示）に則り形成

される。合意がなされた後は、合意形成時

の署名者のみならず、事後的に土地を所有

する者もこの合意に従わなければならな

い。合意の形成過程においては、政府主導の下、地域、開発業者、政府が協調

していく必要がある。 

(2) 土地利用に係る特別規制 

地区景観や緑地、歴史的･文化的資源など、地区の特性を保全･活用していくた

めには、土地利用に係る特別な規制を用意しなくてはならない。下表に特別土

地利用地区の種類を示す。 

地区景観･建物ﾃﾞｻﾞｲﾝに係る規制 
(イメージ) 
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特別土地利用地区（案） 
特別土地利用地区 目 的 制限事項 

垂直的開発促進地区 垂直的開発の推進及び公共公開空地の

増進･維持管理による効率的な土地利

用の促進 

利用方法、容積率の下限 

景観保全地区 優れた建築物等のある地区の人工的景

観の保全 
景観を損ねる建築物（土地、構造）の

制限 
自然景観保護地区 都市地域における自然景観の保護 建築物の高さ･色･壁材の材質、地形･

地質、広告板 
都市緑地保護地区 都市地域における緑地保護 建築物の高さ･色･壁材の材質、地形･

地質、広告板 
文化的･歴史的建築

物保存地区 
伝統的建築物等、文化的･歴史的価値を

有する建物(群)の保存･保全 
建築物の高さ･色･壁材の材質、地形･

地質、改修･変更の基準、広告板 
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添付 4 

マミナサタ開発管理庁の設立に係る提案 
 
 
マミナサタ地域における最重要課題は生態系および環境の保全である。このま

ま、環境劣化が進行すると原状回復するためのコストは多大に膨らみ、また、

取り戻すことさえも出来ない生態系もあるだろう。同様に、都市アメニティも

重要な課題である。より快適な環境やアメニティのなかで生活したいという

人々の欲求は高まりつつある。地域社会や経済活動により生み出される廃棄物

は適切に処理されなくてはならない。 

これまで、市･県レベルの空間計画はそれぞれが独立して策定されてきたことも

あり、自治体の行政界を越えた広域圏の空間計画という観点からみると、十分

に調和がとれたものとはなっていない。マミナサタ地域におけるインフラスト

ラクチャは、広域圏に住まう人々の共通の利益に資するという観点から、計画、

設計そして整備されなくてはならない。特定の市･県のみに利益をもたらすので

はなく、広域圏全体に亘って、共通に利益をもたらすものを実施する、という

のがマミナサタ広域圏開発に係る原則である。 

このような考えの下、マミナサタの開発を効率的･効果的に促進するためには、

明確な権限と才能ある人材を有する新組織を発足させる必要がある。 
 
1 新組織の設立 ～仮称マミナサタ開発管理庁（BPPM）～ 

(i) マミナサタ開発管理庁は、マミナサタ広域都市圏における開発行為を管理･

規制することを目的として、南スラウェシ州政府に属する専門機構として設

立される。 

(ii) マミナサタ広域都市圏開発計画に係る大統領令が本組織設立の根拠となる。 

(iii) マミナサタ開発管理庁は、南スラウェシ州政府の規則に基づき設立される。 
 
2 新組織の位置付け、責任及び業務分掌 

(i) マミナサタ開発管理庁は、マミナサタ広域都市圏開発に係る全ての事項に責

任を有する（戦略的に重要な項目及び複数の市･県にまたがる事項）。 

(ii) マミナサタ開発管理庁は、南スラウェシ州政府に属する専門機構として位置

付けられる。 

(iii) 主たる任務は、マミナサタ広域都市圏開発協議会（BKSP-MM）及び他の関

係者との協議を通じ、同都市圏開発を管理･規制することである。以下に新

組織の見取り図を示す。 
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(iv) マミナサタ開発管理庁の業務分掌は、（a）大統領令で特定される実施計画の

総合的な管理、（b）インフラストラクチャ及び環境の管理、（c）法律及び財

政の管理、（d）情報システム管理、モニタリング及び規制に係る活動である。 
 

BKSPMM (Mamminasata) 
(Coordination Body) 

 
Established in 2003 as coordinating 
body of Mamminasata development 
(Strengthening of BKSPMM, 2006~) 
Chairman: Vice Governor 
Vice Chairman: Walikota Makassar 
 Bupati Maros 
 Bupati Gowa 
 Bupati Takalar 
Secretariat Province (Secretariat 

or BAPPEDA 
Members: Province, District, City 

Mamminasata Development 
Management Agency 

Provincial Government 
(Management & Controlling Body) 

 
Overall management of Mamminasata 
Development (2006~ ) 
・ Infrastructure/Environment 
・ Legal/Finance 
・ Database/Monitoring 

Mamminasata Urban 
Development Corporation 

PPP 
(Implementation Body) 

 
To be established in the long run 
as urban development progress 
(2010~ ).  
・ Urban development 

(construction) 
・ Infrastructure development 

(construction) 

Coordination 

Control & Monitoring 

Mamminasata Environment 
Improvement Project 

(as public works, PMU) 
 

To be established upon 
implementation of the project 
(2007~ ) 
・ Ministry of Public Works 
・ Provincial BAPPEDA 
・ Provincial Dinas 

Control & Monitoring 

Urban Development Projects 
(private) 

 
Private sector urban development 
・ Investor 
・ Developer 
・ Financial institution 

 
 

Ad Hoc or project base organization 

Organizations with permanent status to be established 
 Existing Organization 

Advisory Committee 
(2006~ ) 
 
・ Academic 
・ Private 
・ Finance 

Provincial Governor 

 
マミナサタ開発管理庁（BPPM）の組織的位置づけ 

 
 
3 組織体系 

マミナサタ開発管理庁には、長官の下に「インフラストラクチャ･環境局」、「法

務･財務局」及び「データベース/モニタリング局」という 3 局を設ける 

 
マミナサタ開発管理庁（BPPM）の組織図 

 

ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬ･環境局 
(第 3 位) 

(5 名) 

長官 
(第 2 位) 
副長官 

法務･財務局 
(第 3 位) 

(3 名) 

データベース･監視局 
(第 3 位) 

(3 名) 

事務局 
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マミナサタ開発管理庁の職責として、以下を提案する。 
 
長官 

(i) 長官はマミナサタ広域都市圏開発の実施において、指導、調整、調停及

び円滑化する責務を負う。 

(ii) 長官は、以下に示す職務に基づいて、上記の責務を遂行する。 

a. 広域都市圏開発に係る技術的な方針を決定する。 

b. マミナサタ広域都市圏開発協議会（BKSP-MM）との調整を図る（同

協議会への臨時招集を含む）。 

c. マミナサタ広域都市圏開発に係る諸機関との調整及び協力を行う。 

d. プロジェクト・マネジメント・ユニットおよび民間開発者との連

絡･調整を行う。 

e. 持続可能な広域都市圏開発を実現するため、自庁内の組織および

スタッフの能力強化を行う。 
 
事務局 

(i) 事務局は、マミナサタ開発管理庁にあって、同庁内組織に対する技術的

及び事務的なサービスを提供する責務を総括する立場にある事務局長

の下に置かれる。 

(ii) 上記の責務を遂行する上で、事務局は以下の職務を分掌する。 

a. マミナサタ開発管理庁内における諸業務活動に係る調整、調和、統

合を行う。 

b. 計画及び技術的方針の策定に係る調整を図る。 

c. マミナサタ開発管理庁の責務に係る法令の策定において、関係者間

の調整を図る。 

d. 広域都市圏開発について、開発パートナーとの調整及び協力を行う。 

e. 総務事項、雇用管理、財務管理、事務用什器･備品管理を行う。 

f. 長官により指示されるその他の業務を行う。 
 
インフラストラクチャ･環境局 

(i) インフラストラクチャ･環境局は、マミナサタ開発管理庁にあって、イン

フラストラクチャ整備及び環境配慮の分野を総括する立場にあるインフ

ラストラクチャ･環境局長の下に置かれる。 

(ii) 上記の責務を遂行する上で、インフラストラクチャ･環境局は以下の職務

を分掌する。 
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a. マミナサタ広域都市圏において、効率的･体系的にインフラストラク

チャ整備を推進するため、インフラストラクチャ整備に係る技術的

方針を定める。 

b. 環境に配慮された都市地域整備を促進するため、環境およびアメニ

ティに係る技術的方針を定める。 

c. インフラストラクチャ整備に係る規制及び監視を行う。 

d. 都市環境に係る規制及び監視を行う。 

e. マミナサタ広域都市圏開発に係る諸機関との調整及び協力を行う。 

f. 長官により指示されるその他の業務を行う。 
 
法務･財務局 

(i) 法務･財務局は、マミナサタ開発管理庁にあって、都市開発に係る法令整

備及び財務管理を総括する立場にある法務･財務局長の下に置かれる。 

(ii) 上記の責務を遂行する上で、法務･財務局は以下の職務を分掌する。 

a. 都市開発の管理及び規制に必要な法令整備の準備を行う。 

b. 法令の執行及び執行状況のモニタリングを行う。 

c. プロジェクト・ファイナンスに係る方針策定及び指導を行う。 

d. 官民パートナーシップ（public and private partnership）を推進する。 

e. マミナサタ広域都市圏開発に係る諸機関との調整及び協力を行う。 

f. 長官により指示されるその他の業務を行う。 
 
データベース･監視局 

(i) データベース･監視局は、マミナサタ開発管理庁にあって、都市圏開発に

係るデータベースの整備･管理及び計画進捗や環境影響の監視といった

分野を総括する立場にあるデータベース･監視局長の下に置かれる。 

(ii) 上記の責務を遂行する上で、データベース･監視局は以下の職務を分掌す

る。 

a. 都市圏開発に係る情報のデータベースを整備･更新する。 

b. 社会経済データを収集･更新する。 

c. 都市圏開発に係る諸調査を実施する。 

d. 地図情報を整備･更新する。 

e. 都市圏開発に関する監視･評価を実施する。 

f. マミナサタ広域都市圏開発に係る諸機関との調整及び協力を行う。 

g. 長官により指示されるその他の業務を行う。 
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4 職員の配置 

(i) 公務員の地位を有する常勤職員として配置する。 

(ii) 職員は政府機関と民間部門の双方から雇用する。 

(iii) 職員には、都市開発/管理、財務、環境、インフラストラクチャ、法務と

いった分野の専門性が求められる 

(iv) 職員の給与は、南スラウェシ州政府の予算から支出される。 
 
5 研修 

(i) 職員は研修を受ける機会を適宜与えられる。 

(ii) 職場内訓練（OJT）を主たる研修手段とする。 
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資料 5 
マミナサタ広域都市圏総合計画のパンフレット 
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