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（同書簡の原文はインドネシア語。以下、WALHI西ジャワによる英訳を和訳。） 

 

 

2019年 4月 8日（於インドラマユ） 

 

 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

外務大臣 河野 太郎 様 

国際協力機構 理事長 北岡 伸一 様 

 

 

インドネシア・西ジャワ州インドラマユ石炭火力発電事業・拡張計画に対し、 

これ以上、いかなる形態の支援・融資も行なわないよう求める要請書 

 

 

 私たち、JATAYU（Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu：インドラマユから石炭の煙をなくす

ためのネットワーク）は、インドネシア・西ジャワ州インドラマユ石炭火力発電事業・拡張計画（変

電設備を含む1）（以下、同計画）に対する私たちの強い反対の意思を再度表明したく、同書簡を提出

します。国際市民社会からもすでに 2018年 10月 12日付けの要請書（26ヶ国 188団体署名）2で、イ

ンドラマユにおける深刻な人権侵害について日本政府への注意喚起がなされ、日本政府および国際協

力機構（JICA）が同計画への支援を一切停止するよう要請がなされました。（一方、）現場でインド

ネシア政府が同計画を推進する動きを依然見せているなか、私たちは、日本政府と JICA が同計画に対

し、これ以上、いかなる形態の支援・融資も行なわないよう繰り返し要請します。なぜなら、私たち

の生活と環境は、どのような補償であっても取って代えられるものではなく、現在の私たちの日々の

生活、そして、次世代のためにも保護しなくてはならないものだからです。 

 

 私たちは、JICA がすでに同計画に深く関与し、インドネシア国有電力会社（PLN）を支援してきて

いることを知っています。同計画（1,000 MW）の実行可能性調査（F/S）は、2009～2010年にかけて

JICA が実施しました。同計画に係る土地収用・移転行動計画（LARAP）は、2016～2017 年に JICA

専門家の支援を受けながら完成したと言われています。しかし、同 LARAP の策定プロセスは、多くの

疑問を私たちに抱かせるものでした（JATAYU から PLN に対する 2017 年 8 月 7 日付の書簡をご覧下

さい）。JICA はまた、同計画に対するエンジニアリング・サービス（E/S）借款のため、2013 年に融

資契約を締結しました（17 億 2,700 万円。つまり、現在の為替レートで約 2,200 億ルピア）。私たち

は、JICAが 2016年以降これまでに、発電所・埠頭設備、および、変電設備の基本設計に対して、約 6

億円、つまり、約 770億ルピアの貸付を行なった（2019年 3月 1日時点）と理解しています。基本設

計の業務は、東電設計のコンサルタントが主に担っているものです。そして現在、日本政府と JICA は

インドネシア政府から同計画の本体工事に対する正式な融資要請がなされるのを待っているところだ

と伝えられています。 

 

 同計画について、社会的合意の欠如、違法性、また同計画に反対している現地農民が無実の罪を着

せられるような深刻な人権侵害といった問題のある状況があるにもかかわらず、JICA がイドネシア政

府／PLN に対し、支援・E/S 借款を供与し続けていることは、私たちにとって深く憂慮すべきことで

あり、また、受け入れがたい事実です。ご存知のとおり、PLN はすでに地権者に対する補償金の支払

いとともに農地収用を始め、本体工事の事業地周辺にフェンスを設置しました。変電設備に係る作業

も始めている他、現場調査も続けながら本体工事の土地造成の準備を進めています。今年に入ってか

ら、PLN は、同計画の事業地の広さより相当狭い農地を代替地として提供するという話を私たちに持

                                                           
1
 https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_IP-561_1_s.pdf 

2
 http://www.foejapan.org/aid/jbic02/indramayu/181012.html 
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ちかけさえしています（もちろん、それは私たちにとって解決策にはなりませんが）。PLN が同計画

に係る業務をこのように続けているのは、同計画に対する JICA の支援を得る自信があるからに他なり

ません。したがって、私たちは、日本政府と JICAが、同計画に対する E/S借款を含む、いかなる貸付

をも停止することで、インドネシア政府と PLN に対し、より毅然とした態度を示すよう要求します。

実際、以下のような理由から、日本政府と JICAは融資を停止しなくてはなりません。 

 

＜コミュニティーの強い反対、つまり、社会的合意の欠如＞ 

 

 先祖代々、私たちの主生計は農業であり、男性も女性も農業を自分たちの専門的な技術として培っ

てきました。私たちの農地は非常に生産性が高いものです。灌漑用水が整備された水田では、年 2 回

の収穫が可能です。また、私たちは年間を通じて、赤タマネギ、豆類、ナス、トウガラシ、カボチャ、

キュウリ、パパイヤ、バナナなど、さまざまな野菜や果物を栽培することができます。これらはすべ

て、私たち家族の食料となり、収入源となります。 

 

 この生産性の高い農地に支えられた私たちの生活を他の生計手段で代替することは容易ではありま

せん。同計画がこのまま進められ、私たちの耕作地が奪われることは、私たち小農、つまり、小作農

や日雇い農業労働者にとって甚大な損失となります。私たち小農が農地を失うということは、少しず

つ死に追いやられているのと同様です。 

 

 私たちのこうした懸念は、インドラマユですでに 2011 年から商業運転を始めている既存の石炭火力

発電所（330 MW×3 基）が負の影響を及ぼしていることを私たち自身が目撃しているという事実に基

づくものです。既存の発電所近くの農民と漁民は、生計手段に対する甚大な影響について苦情を述べ

てきました。沿岸で「レボン（小エビ）」を獲っている零細漁民は、既存の発電事業以降、漁獲量が

減少したと感じています。他方、私たちの技術や教育水準に限界があるため、ほんの僅かな現地住民

しか既存の発電所では雇用されていません。現地コミュニティーのなかには、咳や呼吸器系疾患など、

健康被害に苦しんでいる住民（特に子ども）も出ています。 

 

 同計画では、既存の発電事業に比べ、より広大な農地が収用され、より規模の大きい埠頭が沿岸に

建設されます。また、同計画ではインドネシアの大気汚染基準を満たしているとしても、日本におけ

る石炭火力発電所のほとんどに装備されている「利用可能な最良の技術（BAT）」が使われるわけで

はありません。（したがって、）同計画によって、生計手段への影響や健康被害の苦しみが悪化する

のではないかと私たちが懸念するのは当然です。 

 

 したがって、私たちは、同計画の環境許認可に係る訴訟に加え、事業地である現場、そしてインド

ラマユでの評議員会館前、バンドゥンでの PLN 事務所前、ジャカルタでの大統領府前や日本大使館前

などさまざまな場所での抗議活動を含む、あらゆる平和的な手段によって、そうした懸念を提起し、

同計画を中止させようと努力を続けてきました。同計画の影響を受ける地域コミュニティーとしての

私たちの強い反対は、JICA がいかなる事業を支援する場合においても、JICA 環境社会配慮ガイドライ

ン（以下、ガイドライン）において要件としている「社会的合意」を同計画が確保できていないこと

を意味します。 

 

＜変電設備および本体工事、両工事における違法性＞ 

 

 2018 年 2 月以降、PLN は同計画の変電設備の土地造成を開始しました。その際、私たち小農の強い

抗議のなかでも PLNが作業を進められるよう、PLNの建設請負業者の重機とともに少なくとも 150名

の地元の警官と少なくとも 10 名の軍関係者が配備されました。そして、かつて私たちの水田や野菜畑

であった約 10ヘクタールの肥沃な農地が、すでに変電設備のために土地造成されてしまいました。 
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 しかしながら、この約 10 ヘクタールでの PLN の作業は違法なものです。事実、現状では、送変電

設備に係る環境アセスメント（AMDAL）補遺版の修正が依然承認されていないことから、変電設備に

関するいかなる作業も停止しなくてはならなくなっています（2019 年 2 月 25 日時点）。2016 年の

AMDAL補遺版では、スクラ郡のみが変電設備の事業地として認められている一方、PLNの同作業がパ

トロール郡まで入り込んできているためです。 

 

 私たちは、WALHI（インドネシア環境フォーラム）西ジャワとともに、2018 年 4 月にすでに、（西

ジャワ州）環境局（DLH）に書簡を送り、こうした違法性を指摘していました。しかし、PLN は自分

たちの業務を再検討するのではなく、むしろ違法な土地造成をただ推進したのです。DLH が AMDAL

補遺版が修正されるまで、いかなる作業も停止する必要性があることを確認した 2018年 7月以降も、

そして、AMDAL 補遺版の修正に係る議論が続いている最中も、土地造成がすでに終わった変電設備の

事業地に PLN は建設資材を依然運び込んでいることがありました。直近では、DLH が AMDAL 補遺版

の修正に関して協議会を開いた 1 日前の 2019 年 2 月 24 日に、そうした資材の搬入が行なわれていま

した。このように、PLNは法規定を真摯に遵守しようとはしていないのです。 

 

 すでにご存知のとおり、同計画の本体工事についても違法性の問題が伴います。バンドゥン行政地

裁（PTUN）は 2017 年 12 月、同計画に対する環境許認可の取消判決を出しました。理由としては、

同計画に対する環境許認可を発行する権限を有するのが西ジャワ州知事であるにもかかわらず、その

権限を有していないインドラマユ県知事が 2015 年に許認可を発行したことが問題であると認めたから

でした。 

 

 ジャカルタ行政高裁（PTTUN）および最高裁は、当局が情報公開して 90 日以内に苦情申立てを行

なう必要があったとし、2018 年 4 月および 9 月にそれぞれ私たちの訴えを棄却しました。しかし、そ

うした当局による情報周知は不十分であり、当時、私たちはそうした重要な情報を知ることができま

せんでした。私たちは現在、弁護団とともに、（最高裁判決に対する）再審請求を準備中ですが、数

週間のうちにその手続きを行なう予定です。 

 

 JICA がいかなる事業を支援する場合においても、法の遵守はガイドライン上の要件とされています

が、同計画について、インドネシア法の遵守に大きな疑問があることは明らかです。 

 

＜深刻な人権侵害と地域コミュニティーに対する無実の罪＞ 

 

 2017 年 12 月に地裁で私たちが勝利して以降、インドネシア政府が JATAYU メンバーに無実の罪を

着せる弾圧が始まりました。まず、2017 年 12 月 17 日、3 名が「国旗侮辱罪」、つまり、「インドネ

シア国旗を上下逆に掲げた」という冤罪で不当逮捕されました。その際は 23 時間後に保釈されたもの

の、彼らは 2018年 9月以降、再び不当勾留されました。そして、2名に対しては 5ヶ月、残り 1名に

対しては 6 ヶ月の実刑が下され、不当に収監されることとなりました。そうした無実の罪を彼らが断

固として否定したにもかかわらず、インドネシア政府の下での正義はありませんでした。 

 

 この「国旗侮辱罪」のケースの他、上述の行政訴訟の原告 1 名を含む 4 名の現地住民が無実の罪を

着せられるという人権侵害も起きました。このケースは、2017 年 11 月 29 日に同計画のアクセス道路

建設をめぐって起きた PLN 建設請負業者との暴力沙汰に起因するものでした。4 名は 2018 年 4 月初

頭から勾留されましたが、2018年半ばに 6ヶ月の実刑が下され、収監されました。 

 

 現に、無実の罪を着せられ、弾圧の対象となった JATAYU の農民やその家族らは、家族としての日

常生活を奪われるとともに、経済的にも一家の収入に打撃を受け、心身両面で大きな負担を抱えるこ

ととなりました。また、JATAYU の他のメンバーにとっても、継続的な公判の準備・参加は、時間的
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にも経済的にも負担を強いられるものでした。このように、インドネシア政府は弾圧の一環として

（住民に）無実の罪を着せることで、現地住民の反対運動の勢いや力を削ごうとしているのです。 

 

 日本政府の開発協力大綱では、「開発協力の適正性確保のための原則」として、「当該国における

民主化、法の支配及び基本的人権の保障をめぐる状況に十分注意を払う」ことが明記されており、日

本政府は、現地住民が自由に反対の声をあげることができない、つまり、表現の自由など基本的人権

や適切な住民参加が確保されていない状況にある事業への支援を決してすべきではありません。この

ような状況で資金供与をすれば、インドネシア政府による人権侵害に加担していることと同じです。 

 

 

 したがって、私たちは、日本政府と JICA が同計画に対し、これ以上、支援・融資を行なわないよう

要請します。日本政府と JICA は、生活と環境を守りたいという私たちの切なる願いに耳を傾け、現地

コミュニティーの反対や懸念の声、そして深刻な人権侵害が起きている状況を真摯に受け止めなくて

はなりません。日本政府と JICA がいかなる形態であっても、これまでと同様、同計画に対する支援を

続けるのであれば、それは、現在のインドネシアにおける法的状況や人権状況に日本政府が満足して

いるという誤った認識をインドネシア政府に与えることでしょう。 

 

 本件についてご配慮いただき、私たちの訴えに対する真摯なご対応を期待します。 

 

以上 

 

 

（以下、JATAYU顧問、および、JATAYU代表による署名） 

 

 

添付資料： 

 JATAYUから PLNに対する 2017年 8月 7日付の書簡 

 


