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In Indonesia, like in several Southeast Asian countries, decentralization has been promoted by the 1999 

decentralization laws (Law No.22/1999, Law No.25/1999). In 2004, these laws were revised into new ones (Law 
No.32/2004, Law No.33/2004). Also, in response to this trend of decentralization, a new law on the national 
development planning system (Law No.25/2004) was enacted in 2004. This paper reports on those changes in 
Indonesia’s decentralization and development planning system. In this paper, first, the historical background of 
decentralization in Indonesia, decentralization by the 1999 laws and the revised points of the 2004 laws are explained. 
Then, the new development planning system by Law No.25/2004 is outlined.  
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1. はじめに 

インドネシアの地方分権化は 1999 年に成立した地方行政に
関する法律1999年第22号と中央・地方財政均衡に関する法律
1999年第25号（以下、「1999年地方分権化2法」）を基本法と
して進められてきたが、2004年には 1999年地方分権化 2法が
改正された。また、地方分権化にも対応する形で国家開発計画

に関する法律2004年第25号が成立した。本稿ではインドネシ
アの地方分権化と開発計画体系の改変について、各種の文献レ

ビューのほか、筆者らが実施したインタビュー調査(1)に基づく

中央政府、地方政府の反応を交えて報告する。 
 

2. インドネシアの地方分権化 

はじめに、1999年地方分権化2法へ至る歴史的経緯を概観し、
同法による地方分権化の特徴と問題点、2004年地方分権化2法
の主な改正点について述べる。 

2.1 1999年地方分権化2法へ至る歴史的経緯(2) 

1945年、インドネシア共和国の独立後に制定されたインドネ
シア共和国憲法（Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945）（以下「1945年憲法」）第18条「行政機構を伴った
大地域と小地域へのインドネシアの領土の分割は、国家行政機

構における協議の原則と特殊性を持つ諸地域固有の諸権利に配

慮・留意した法律によりこれを定める」は、現在までインドネ

シアの中央と地方の関係を規定する根拠となっており、地方分

権化にある程度配慮したものであると一般に解釈されている1)。 
この1945年憲法に基づいて1950年代のインドネシアでは地
方分権化が志向された(3)。例えば、1957年地方行政基本法（法
律 1957 年第 1 号）では、「できる限り広範な自治（otonomi 
seluas-luasnya）」を地方政府に認めていた。しかし、中央政府に
おける政権不安定化や厳しい財政状況、地方政府における人

材・資金・経験不足や経済利権の中央政府への移管などの要因

により、地方分権化は行政面においても財政面においても進ま

ず、むしろ地方政府（特に非ジャワ地域）の中央政府への不満

が高まることとなった(4)。 
こうした地方政府の逼迫した状況や中央政府への不満を理由

として、1959年からスカルノ大統領による「指導される民主主
義（demokrasi terpimpin）」が進められると、地方分権化への配
慮があると解釈されている 1945 年憲法にも関わらず中央集権
化が進められた。 
続くスハルト政権では当初、「できるだけ広範な自治」を基本

理念とした地方分権化が図られようとしたものの(5)、その後は

一転中央集権化が進められることとなった。地方行政の基本理

念は「現実的で責任ある地方自治（otonomi daerah yang nyata dan 
bertanggung jawab）」へと改められた(6)、(7)。全国に行政村「デサ

（desa）」が設置された(8)ことにより中央政府の指令がデサまで

届く体制が整えられ、さらに中央からデサへ至る国軍の領域治

安体制も整えられ、スハルト政権下で中央集権体制は強固なも

のとなった。こうした中央集権化の背景には1950年代に指摘さ
れたような地方の人材・資金・経験不足だけでなく、多国籍企

業による天然資源開発を進めるために政治的安定を重視する必

要があったことも指摘されている1)。 
このため、逆に1980年代後半からの冷戦終結の流れはスハル
ト政権の下での中央集権的構造を問い直す機会となり、それが

政治・経済における規制緩和を求める動きとも重なって、モデ

ル自治体で地方分権化実験が行われる（1995年から2年間）(9)な

ど地方分権化への緩やかな動きがみられるようになった。 
そして、スハルト政権が 1998 年に崩壊すると、「改革
（reformasi）」のスローガンの下、旧スハルト政権下に構築され
た政治・行政体制を否定する動きが社会全体に広まった。中央

集権体制もその対象となり、ドイツ開発公社（GTZ）の支援を
受けて内務省（Departemen Dalam Negeri）は地方分権化を検討
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し、政治面・財政面において中央政府から地方政府への大幅な

権限の委譲を伴う地方分権化をねらった 1999 年地方分権化 2
法が成立し、2001年、同2法は施行された。 

表1 1999年地方分権化2法による地方分権化の特徴 
① 地方政府（特に県・市）に対する大幅な権限の委譲 
・ 中央政府の代理機能を果たすのは州政府のみで、県・市政府は地方自
治のみを実施する。中央省庁の出先機関（Kanwil、Kandep）は廃止。

・ 中央政府の持つ外交、国防、治安、司法、金融、宗教、その他（科学
技術など）以外の権限は全て県・市政府へ委譲*1。州政府は複数の県・
市にまたがる事項の調整と共に中央政府の代理として県・市を監督。

・ 制度上、州と県・市との間に上下関係は存在しないとした。 
② 地方首長の責任関係が垂直関係（中央－州－県・市）から水平関係（地
方首長－地方議会）へと変化 

・ 地方首長は地方議会に対して責任を負う*2。地方首長の年次報告が地
方議会に承認されなかった場合など、地方議会が中央政府の了解を得
た上で地方首長を罷免できる。 

③ 中央から地方への政府間資金移転の規定を明確化 
・ 石油など天然資源収入の地方への還元分を細かく規定。 
・ 中央政府から地方政府への配分金として、予め用途を定めない一般配
分金（Dana Alokasi Umum：DAU）、特定地域に対して特定ニーズを満
たすための特別配分金（Dana Alokasi Khusus：DAK）を導入。 

④ 村落自治の復活と民主化 
・ 行政村は各地域の特性に合わせて改編できる。 
・ 各村に村議会（Badan Perwakilan Desa）を設置。村議会議員は公選。
村長（公選）は村議会に対して責任を負う。 

注1） 各政府の行う事務は別途政令によって規定するとされ、中央政府
と州政府の権限に関する政令2000年第25号が公布された。 

注2） 但し、州知事は州議会と大統領に対して責任を負う。 
出所：文献2、3、4の内容をもとに筆者作成 

表2 1999年地方分権化2法による地方分権化の問題点 
① 中央、州、県・市の責任関係、役割分担、調整システム明確化の必要
・ 政令2000年第25号では中央政府と州政府が行う事務が示され、それ
以外を県・市政府が行うとされたため、県・市が行う事務について混
乱を招いた。 

② 地方政治への悪影響 
・ 地方首長が議会対策に追われ、地方首長選挙*1や地方議会運営におけ
る金権政治が横行した。 

③ 地方政府財政の中央依存と財政自立化のジレンマ 
・ 地方税や地方利用者負担金の新設、第三者寄付の強要など地方政府が
財政自立化のために行う己財源獲得行動が地方の経済活動を阻害す
る恐れがある。 

・ 資源富裕地方では中央に搾取されてきたという被害者意識から歳入
分与などによる保障を求めた。 

④ 資源富裕地方と資源貧困地方の格差に対する懸念 
・ 天然資源や所得税に関する歳入分与によって資源富裕地方や人口周
密地方へ中央からの移転資金が傾斜的に配分され、地域間格差が拡大
することが懸念される。 

注1） 地方首長（と副首長）は地方議会によって選出される。 
出所：文献2の内容をもとに筆者作成 

表3 2004年地方分権化2法の主な改正点 
2004年地方分権化2法 1999年地方分権化2法

地方首長公選制の導入  
・ 地方首長と副首長は住民の直接投票によ
って選出。 

・ 地方首長と副首長は
地方議会が選出。 

地方首長の罷免が司法の判断に委ねられる  
・ 地方議会による地方首長罷免の判断を最
高裁判所（Mahkamah Agung）が妥当と認
めた場合に地方首長は罷免される。 

・ 中央政府の了解を得
た上で地方議会は地
方首長を罷免できる。

村議会の廃止  
・ 「協議とコンセンサス」によって選出され
た住民による村協議会（ Badan 
Permusyawaratan Desa）の設置*1*2。 

・ 行政村には公選議員
による村議会が設置
される。 

分権・権限分離から集権・権限分有へ  
・ 中央、州、県・市が行う事務を明記.しつ
つも、外部性、説明責任、効率性を基準と
して中央、州、県・市が権限を分有する。 

・ 州と県・市との間に上下関係がないことを
示す条項がなくなった。 

・ 権限の政府間対立の解消は、州知事または
内務大臣の最終判断による*3。 

・ 法及び政令において
各政府が行う事務を
明記。 

・ 州と県・市との間に上
下関係はない。 

・ 権限の政府間対立の
解消は、司法の最終判
断による。 

予算や財源設定に対する上位政府の監督機能強化 
・ 予算案は地方首長と地方議会の承認後、上
位政府の評価を受ける必要がある。地方
税、地方利用者負担金の設定についても同
様の手続きをとる。 

・ 予算案は上位政府の
事後承認。 

注1） 村長の公選制は改正されていない。 
注2） 但し、政令に基づいて作成される地方条例によって村評議会議員

の選出方法の詳細は定められる。 
注3） 州知事は 1州内の県・市間の対立、内務大臣は州間や州と県・市

間の対立の解消にそれぞれあたる。 
出所：文献3、5、6の内容をもとに筆者作成 

2.2 1999年地方分権化2法に基づく地方分権化 

1999年地方分権化2法に基づく地方分権化の特徴は、①地方
政府（特に県・市）に対する大幅な権限の委譲を行い、制度上、 
州と県・市の間に上下関係が存在しないとしたこと、②地方首

長の責任関係が、中央－州－県・市という垂直的関係から地方

首長－地方議会という水平的関係へと変化したこと、③中央か

ら地方への政府間資金移転の規定を明確化したこと、④村落自

治の復活と民主化を図ったこと、という4点にあるとされてい
る（表1）1)。 
この1999年地方分権化2法によって、制度上、地方分権化は
飛躍的に進んだといえる。一方でその実施に伴い、①中央、州、

県・市の責任関係や役割分担、調整システム明確化の必要、②

地方政治への悪影響、③地方政府財政の中央依存と財政自立化

のジレンマ(10)、④資源裕福地方と資源貧困地方の格差に対する

懸念、といった課題が指摘されるようになった（表 2）(11)、1)。

こうした課題の一端は筆者が実施したインタビューからも聞か

れた。例えば、県・市に大幅な権限委譲がなされ、県・市が独

自性を発揮するようになった結果、4県 1市から成る規模の小
さなジョグジャカルタ特別州でさえ、州内のスレマン県、バン

トゥル県、ジョグジャカルタ市で国際規格のサッカースタジア

ムがそれぞれに建設されるなど、州内での開発調整がうまくと

れていないことが懸念されていた(12)。 

2.3 2004年地方分権化2法の主な改正点 

2004年には、1999年地方分権化2法を改正した地方行政に関
する法律2004年第32号、中央・地方財政均衡に関する法律2004
年第33号（以下、「2004年地方分権化2法」）が成立した(13)。 
岡本（2005）は、2004年地方分権化2法の主な改正点（表3）
うち国民の注目を最も集めているのは地方首長公選制の導入で

あるが(14)、同2法の他の側面に目を向けると、政府間の関係に
おける集権的性格が強まったとしている。すなわち、2004年地
方分権化2法では中央政府、州政府、県・市政府が行う事務が
明記されつつも、外部性、説明責任、効率性を基準として中央、

州、県・市が権限を分有することが規定されており、このよう

な権限分配の曖昧さによって中央政府が地方政府に介入するこ

とが容易になると指摘している。さらに、州と県・市の対等関

係を示す条項が削除されていること、中央政府の代理として州

政府が県・市の地方行政を監視することが新たに規定されたこ

と、地方予算案の決定にあたって上位政府の事前評価を受ける

ことが必要となったことなどを考えると、法律上、州と県・市

の間の上下関係が復活したと解釈できる5)。 
実際、2004年地方分権化2法による政府間の関係の変化は地
方政府において認識されており、これに対しては「地方分権化

以前の状態への回帰」という否定的な見方もあれば(15)、「（1999
年地方分権化2法の問題点として指摘されている）県・市間の
利害対立に対する州の調整が強化される」という肯定的な見方

もあった(16)。しばらくはその動向を見守る必要があろう。 
 

3. 開発計画体系の改変 

2005年度より、国家レベル・地方（州、県・市）レベルの開
発計画は国家開発計画体系に関する法律2004年第25号に基づ
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3.2 新しい開発計画体系とその内容 

国家レベルの開発計画と地方レベルの開発計画は同じ構成で

ある（図1）。開発計画は、長期計画（計画期間20年）、中期計
画（計画期間5年）、実施計画（計画期間1年）の3段階から構
成され、中期計画と実施計画には、総合的な開発計画と部門ご

との開発計画とがある。同法では国家と地方の計画間の関係に

ついて、地方レベルの開発計画が国家レベルの開発計画に基づ

いて作成されることを定めているが、州、県・市の計画間の関

係については、州、県・市が「地方（daerah）」とまとめて表記
されており明確に示されていない。したがって、州と県・市の

計画間の関係は、後述する州による州内県・市間の調整、2004
年地方分権化2法に基づく州と県・市の力関係などによって規
定されてくるものと思われる。 

いて策定される。次に、同法の条文と国家開発計画庁

（BAPPENAS）作成資料に基づいて、法制定の背景、新しい開
発計画体系とその内容、計画策定プロセス、中央政府・地方政

府の役割をみてゆく。 

3.1 法制定の背景 

国家開発計画体系に関する法律2004年第32号は、単一国家
の枠内で地方分権を強化することと国家予算作成の法的位置付

けを強化することをねらい(17)、1945年憲法や国家財政に関する
法律2003年第17号、関連政令などによって規定されてきた開
発計画体系を単独の法律で法制化したものである。国家開発計

画庁は、従来の開発計画は「できるだけ多く、できるだけ良く、

際限なく」提案をまとめた「ショッピング・リスト」であるの

に対し(18)、新しい開発計画は「インプット（資金、人員、施設

など）、プロジェクト（及び実施プロセス）、アウトプット」を

ふまえた現実的な「ワーキング・プラン」であるとしている8)。 
3.3 計画策定プロセス 

計画策定プロセスは、計画作成、計画決定、計画実施管理、

国家長期開発計画 
（RPJP Nasional) 

国家中期開発計画 
（RPJM Nasional) 

中央政府実施計画 
（RKP) 

中央省庁実施計画 
（Renja KL) 

中央省庁戦略計画 
（Renstra KL) 

地方長期開発計画 
（RPJP Daerah) 

地方中期開発計画 
（RPJM Daerah) 

地方政府実施計画 
（RKP Daerah) 

地方部門別実施計画 
（Renja SKPD) 

地方部門別戦略計画 
（Renstra SKPD) 

参照する 
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調整する 

（開発計画会議） 
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る 
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基づく 
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基づく 

基づく 具体化 

国家レベルの開発計画 地方（州、県・市）レベルの開発計画 

予算策定プロセスへ 
（国家財政に関する法律2003年第17号に規定される） 

長期 
計画 

総合的な開発計画 部門ごとの開発計画 
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計画 

実施 
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予算策定プロセスへ 
（国家財政に関する法律2003年第17号に規定される）  

 国家レベルの開発計画 地方（州、県・市）レベルの開発計画 
・ 国家開発のビジョン、ミッション、方向性を示す。 ・ 国家長期開発計画を参照する。 

・ 地方開発のビジョン、ミッション、方向性を示す。 
・ 策定主体は国家開発計画庁。 
・ 様々な行政レベルの開発計画会議の成果をふまえて策
定。開発計画会議は現行計画終了の1年前までに実施。

・ 策定主体は地方開発計画局。 
・ 様々な行政レベルの開発計画会議の成果をふまえて策
定。開発計画会議は現行計画終了の1年前までに実施。

長
期
計
画 

計 
画 
期 
間 
20 
年 

国家長期 
開発計画 

・ 法律として施行。 

地方長期
開発計画

・ 地方条例として施行。 
・ 国家長期開発計画に基づく。 
・ 大統領のビジョン、ミッション、プログラム（国家開発
戦略、一般的政策、マクロ経済のフレームワーク、各中
央省庁のプログラム・省庁横断的プログラム、各地域の
プログラム・地域横断的プログラムなど）を示す。 

・ 地方長期開発計画に基づく。国家中期計画を参照。 
・ 地方首長のビジョン、ミッション、プログラム（地方開
発戦略、一般的政策、地方マクロ経済のフレームワーク、
各部門のプログラム・部門横断的プログラム、各地域の
プログラム・地域横断的プログラムなど）を示す。 

・ 策定主体は国家開発計画庁。 
・ 中央省庁戦略計画の調整、様々な行政レベルの開発計画
会議の成果をふまえて策定。開発計画会議は大統領就任
から遅くとも2ヵ月後には実施。 

・ 策定主体は地方開発計画局。 
・ 地方部門別戦略計画の調整、様々な政府レベルの開発計
画会議の成果をふまえて策定。開発計画会議は地方首長
就任から遅くとも2ヵ月後には実施。 

国家中期 
開発計画 

・ 大統領令として施行。（大統領就任から遅くとも 3 ヵ月
後） 

地方中期
開発計画

・ 地方首長令として施行。（地方首長就任から遅くとも3ヵ
月後） 

・ 国家中期開発計画に基づく。 
・ 各中央省庁のビジョン、ミッション、目標、戦略、政策、
プログラム、開発プロジェクトを示す。 

・ 地方中期開発計画に基づく。 
・ 各行政機関・部局のビジョン、ミッション、目標、戦略、
政策、プログラム、開発プロジェクトを示す。 

・ 策定主体は各中央省庁。 ・ 策定主体は各行政機関・部局。 

中
期
計
画 
計 
画 
期 
間 
5 
年 

中央省庁 
戦略計画 

・ 各大臣令として施行。（国家中期開発計画の施行後） 

地方部門別
戦略計画

・ 各行政機関・部局令として施行。（地方中期開発計画の施
行後） 

・ 国家中期開発計画に基づく。 
・ 国家開発のプライオリティー、マクロ経済のフレームワ
ーク実現の計画、財政計画の方向、各中央省庁のプログ
ラム・省庁横断的プログラム、各地域のプログラム・地
域横断的プログラムなどを示す。 

・ 国家予算案作成において参照される。 

・ 地方中期計画に基づく。中央政府実施計画を参照。 
・ 地方開発のプライオリティー、地方マクロ経済のフレー
ムワーク実現の計画、地方財政計画の方向、各部門のプ
ログラム・部門横断的プログラム、各地域のプログラム・
地域横断的プログラムなどを示す。 

・ 地方予算案作成において参照される。 
・ 策定主体は国家開発計画庁。 
・ 中央省庁実施計画の調整、様々な行政レベルの開発計画
会議の成果をふまえて策定。開発計画会議は遅くとも 4
月には実施。 

・ 策定主体は地方開発計画局。 
・ 地方部門別実施計画の調整、様々な行政レベルの開発計
画会議の成果をふまえて策定。開発計画会議は遅くとも
3月には実施。 

中央政府 
実施計画 

・ 大統領令として施行。 

地方政府
実施計画

・ 地方首長令として施行。 
・ 中央省庁戦略計画に基づく。国家開発のプライオリティ
ーを参照。 

・ 各中央省庁が直接実施するプログラム・プロジェクト及
び社会の参加を促しつつ実施するプログラム・プロジェ
クトを示す。 

・ 地方部門別戦略計画に基づく。地方政府実施計画を参照。
・ 各政府機関・部局が直接実施するプログラム・プロジェ
クト及び社会の参加を促しつつ実施するプログラム・プ
ロジェクトを示す。 

実
施
計
画 

計 
画 
期 
間 
1 
年 

中央省庁 
実施計画 

・ 策定主体は各中央省庁。 

地方部門別
実施計画

・ 策定主体は各政府機関・部局。 
図1 国家開発計画体系に関する法律2004年第25号に基づく新しい開発計画体系とその内容 

出所：文献7、8の内容をもとに筆者作成
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計画実施評価の4段階で構成される（図2）。国家レベルの計画
作成段階は政令によって、地方レベルの計画作成段階は地方条

例によって詳細が定められ、計画実施管理段階・計画実施評価

段階は国家レベル・地方レベル共に政令によって詳細が定めら

れる。特に計画作成段階では、様々な政府レベルで開発計画会

議（MUSRENBANG）を実施し、広く社会（masyarakat）から
多くの意見を取り込むこととされている。また、国家レベルの

開発計画は国家開発計画庁が、地方レベルの開発計画は地方開

発計画局が、それぞれ策定の中心的役割を果たすとされている。 
地方分権化後、地方政府は中央政府からのガイドライン（法

的拘束力はない）に基づいて開発計画策定プロセスの詳細を地

方条例として定めてきたが、ジョグジャカルタ特別州では、中

央政府からのガイドラインのまま開発計画策定プロセスを決定

している県・市もあれば、マニュアルに示されていないような

様々な参加を取り入れる工夫を行っている県もあった(19)。地方

分権化後、地方のイニシアティブを重視した地方開発が志向さ

れる中で今後もこのような地方政府の工夫が望まれよう。 

3.4 中央政府・地方政府の役割 

中央政府と地方政府の役割について、国家レベルの開発計画

では開発の実施と責任は大統領にあり、計画実施において国家

開発計画庁長官は大統領を補佐する。中央省庁はそれぞれの職

務と権限をふまえて開発計画の実施にあたる。また、州知事は

①中央政府の代理人として中央政府による地方分散事務や支援

事務を実施する、②県・市間の開発計画の調整や統合などを行

う、とされている。一方、地方レベルでは各地方首長が開発の

実施と責任を負い、開発実施において地方開発計画局局長が地

方首長を補佐する。そして地方政府機関・部局はそれぞれの職

務と権限をふまえて開発計画の実施にあたる。 

計画策定 

・計画ドラフト準備→開発計画会議実施→計画最終版作成 
・詳細は政令（中央）、条例（地方）による。 

計画決定 

・中央の場合、法律、大統領令、大臣令など。地方政府の場合、
 地方条例、地方首長令など。 

計画実施管理 

・中央省庁／地方行政機関・部局が計画実施管理とモニタリング
 を行う。国家開発計画庁／地方開発計画局はそのモニタリング
 結果を評価する。 
・詳細は政令によって定められる。 

計画実施評価 

・中央省庁／地方行政機関・部局はそれぞれの開発計画実施 
 のパフォーマンスを評価し、国家開発計画庁／地 方開発計画
 局はその評価に基づいて開発計画を評価する。開発計画評価
 は次回の計画策定の資料となる。 
・詳細は政令によって定められる。  

図2 4段階の計画策定プロセス 

出所：文献7の内容をもとに筆者作成 

 

4. まとめ 

近年、東南アジアのいくつかの国で地方分権化が進められて

いるが、その中でもインドネシアは1999年地方分権化2法によ
って、上述のように最も劇的に地方分権化が進められた。この

急激な地方分権化は、これまで一党独裁の中央政府に完全に依

存していた地方の政治家や官僚に強い刺激を与え自治意識を目

覚めさせるというポジティブな役割を果たしたが、他方で地域

の人材・資源に見合わない過大な負担、地域エゴによる地域間

の混乱など、ネガティブな面も多く見受けられる状況となった。 
インドネシアにおける地方分権化の動きは、単に地方行政体

制の変革の問題だけでなく、独立運動につながりかねない国家

体制の問題でもあることから、その進展の過程はより複雑にな

ると考えられるが、ジョグジャカルタ特別州でみられるように

先進的な取り組みが行われる自治体も出てきていることから、

今後は理念だけでなく実効の伴う中央・地方関係の構築に向け、

より実務的な取り組みが求められると考えられる。 
 

[補注] 
(1) 中央政府は、経済調整大臣府、国家土地庁、内務省都市管理局、国
家開発計画庁へのインタビューを実施し（2003年 1月）、地方政府
は、ジョグジャカルタ特別州及び州内全 4県・1市の地方開発計画
局へのインタビューを実施した（2004年10月～11月、2005年3月）。 

(2) 本節の内容は主に文献1による。 
(3) このころ地方分権化が志向された背景には、再植民地化をねらうオ
ランダに対抗する意図もあった（文献1）。 

(4) ジャワ=マドゥラ標準である 1948 年地方行政基本法(同法成立当時
のインドネシア共和国はジャワ=マドゥラ地域のみを支配していた)
に基づく地方行政が実施されたことに対する非ジャワ=マドゥラ地
域の反発、非ジャワ地域の中央政府による経済的搾取感などに対す
る不満が高まっていた（文献1）。 

(5) 暫定国民協議会決定1966年第16号 
(6) 国民協議会決定1973年第4号 
(7) それに伴い、地方自治の重点を第2級地方自治体（県・市レベル）
に置くとした1974年地方行政基本法（法律1974年第5号）が成立
したが、同法に基づく実施規則は 1992 年に定められたため、地方
政府は中央政府の事務実施を依託されるのみであった（文献1）。 

(8) 1979年村落行政法（法律1979年第5号） 
(9) しかし、この地方分権化実験の成果は必ずしも十分な検討されなか
ったという（文献1）。 

(10) 地方政府からは「天然資源の乏しい地方政府は中央政府からの配分
金に頼らざるを得ないため、地方分権が実現しても中央政府の意向
に背かない範囲でしか独自性を発揮できない」との声も聞かれた
（ジョグジャカルタ特別州スレマン県でのインタビュー）。 

(11) このほかにも分離独立を志向するナングロ=アチェ=ダルサラーム
州やパプア州における特別自治の問題も指摘されている（文献5）。 

(12) ジョグジャカルタ特別州スレマン県でのインタビュー。彼は、「州
全体の開発方針に対するコンセンサスはとれているがセクターご
との調整は必ずしも十分ではない」と指摘した。 

(13) 1999年地方分権化2法成立後から内務省を中心として同2法の改正
が議論されていた（文献5）。 

(14) 2005年、全国224の州、県・市で首長選挙が実施される（文献5）。 
(15) ジョグジャカルタ特別州クロン=プロゴ県でのインタビュー。 
(16) ジョグジャカルタ特別州スレマン県でのインタビュー。 
(17) これまで国家全体の開発方針を示してきた国家大綱（GHBN）の計
画期間が 2004 年までであったため、新しい国家開発計画体系を導
入する上で適当な時期でもあった（文献7）。 

(18) この問題点は、World Bank (2003) “Decentralizing Indonesia: A Regional 
Public Expenditure Review Overview Report”なども指摘している。 

(19) ジョグジャカルタ特別州クロン=プロゴ県では、予算決定段階にも
住民の参加を取り入れるなど参加を通して多くの住民の声を取り
入れる努力をしているとのことであった（ジョグジャカルタ特別州
クロン=プロゴ県でのインタビュー）。 
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