
フィリピン 
地方自治体支援政策金融事業 

 

評価者：コーエイ総合研究所 大形 いずみ 
現地調査：2007 年 11 月 

１．事業の概要と円借款による協力 

 

 

 

事業地域の位置図 
フィリピン全国を対象 

 実施されたサブプロジェクトの例 
右上から時計回りに、公営市場のゴミ収集所、サ

ブローンで購入した廃棄物収集車、土地銀行、給

水塔、受益者。 

 

1.1 背景 
1991 年の地方自治法により、従来中央政府が担っていた公共サービス事業の一部

（上下水道・衛生、保健・医療、廃棄物処理、環境保全、住宅供給等）は地方自

治体 (Local Government Unit: LGU)に移管され、あわせて地方交付金（ Internal 
Revenue Allotment: IRA）や地方税徴収制度も整備された。しかしながら、地方自

治体の税収基盤は十分でなく、また個々の自治体の財務内容や対象業務に応じた

資金調達の仕組みも確立されておらず、各自治体はその歳入の大部分を IRA に依

存せざるを得ない構造となっていた。このような状況から、マクロ経済の底上げ

による地方財政強化までの間に自治体が現有の歳入範囲内で各種公共事業を実施

するためには、政策金融を通じた借入制度の導入などの資金調達手段が必要であ

った。 
 

1.2 目的 
信用力高位～中位1の地方自治体に対し、低利かつ中長期の資金を提供することに

より、資金調達手段を多様化し、コストリカバリーのはかりにくい環境・保健・

住宅等の社会インフラ整備分野の支援をはかり、もって地方分権の促進および住

民の生活向上に寄与する。 

                                                  
1  自治体の信用力は、実施機関の信用格付制度により、自治体の財政事情、IRAの配分、他ローンの有無およ

び返済状況等から評価されている。格付けは、財政力（含む歳入）、資金管理体制、政治状況（リーダーシップ、

内紛の有無等）、GRDP、主産業などにより、最高位、高位、高中位、中位、低位の 5 段階で評価される。 
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1.3 借入人／実施機関 
借入人：フィリピン共和国 
実施機関：フィリピン土地銀行（Land Bank of the Philippines: LBP） 
 

1.4 借款契約概要 

円借款承諾額／実行額 60 億 7200 万円／60 億 6900 万円 
交換公文締結／借款契約調印 1998 年 9 月／1998 年 9 月 
借款契約条件 金利： 

- 植林および下水・廃棄物処理施設に対するサブロー

ンならびにコンサルティング・サービス（0.75％）

- 上水道施設および洪水制御・衛生施設等に対するサ

ブローン（1.7 ％） 
- その他のサブローン（保健・医療、住宅供給）(2.2％)
返済期間： 
- 植林および下水・廃棄物処理施設に対するサブローン、

コンサルティング・サービス分：40 年(据置 10 年) 
- その他のサブローン：30 年（据置 10 年) 
調達条件： 
- サブローン：一般アンタイド 
- コンサルティング・サービス分：部分アンタイド 

貸付完了 2006 年 1 月 
本体契約 － 
コンサルタント契約 Engineering and Development Corp. of the Philippines 

(EDCOP) （比） 
事業化調査(F/S)等 1996 年 フィリピン国政府 F/S 

 

 

２．評価結果（総合評価：A） 

2.1 妥当性（レーティング：a） 

本事業の実施は審査時および事後評価時ともに、国家計画等と合致しており、事

業実施の妥当性はきわめて高い。 

2.1.1 審査時点における計画の妥当性 

地方自治体の能力開発支援、および地方自治体へ責任が委譲された上下水道・衛

生、保健・医療、廃棄物処理、環境保全、住宅供給等の各セクターは、中期開発

計画（1993-98 年）の重点政策と位置づけられていた。 

また、地方自治体の税収基盤が十分でない状況において、各自治体が政府の掲げ

る重点政策に準じて公共事業を推進していくためには、政策金融を通じて資金調
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達手段の多様化をはかる本事業実施のニーズは高かった。 

 

2.1.2 評価時点における計画の妥当性 

① 政策・施策ニーズとの整合性 

中期開発計画（2004 年-2010 年）は､貧困の克服をめざし､地方分権による地方開発

の促進を最重要課題のひとつに位置づけている。本事業は、地方に重点を置いた

社会的公平の確立とそれによる貧困削減に向けた支援であり、政策ニーズとの整

合性は現在もなお保持されている。 

またサブローン・プロジェクトの対象セクターは、同中期開発計画においても引

き続き重要政策として掲げられており、その実現のため地方自治体の財政強化お

よび能力開発も重点課題とされている。 

なお、実施機関であるLBPの政策として、自治体向けの融資はポートフォリオの

21％（2006 年）2を占め、中小企業振興（16％）、小規模農漁民支援（14％）、アグ

リビジネス（12％）等他優先セクターと比肩して重視されており、地方自治体と

の連携および強化を重視する実施機関の政策にも合致している。 

 
② 開発ニーズとの整合性 

地方自治体3（州、市、町）の財政に占めるIRAへの依存度は平均約 65％、町レベ

ルでの平均は約 74％にのぼる。また約 4 割の自治体は歳入の 90％以上をIRAに依

存している（2005 年）4。地域開発促進のため、IRAの 20％程度は開発事業費（人

件費を除く）に用いることが規定されているが、その実態を監理する機関はなく、

実際は、開発事業の実施につながっていないという指摘もある5。 

このような状況において、開発事業のなかでも、特に社会インフラ事業を推進し

ていくためには、IRA の有効活用はもとより、自治体の投資ニーズに応えられる

資金調達手段が必要である。特にコストリカバリーのはかり難い事業を推進させ

るためには、固定金利で長期融資が可能な資金源として、政策金融を投ずる意義

はいまだ大きい。 

                                                  
2 出所：「フィリピン土地銀行年報」（2006 年）。自治体向け融資の内訳は、①農業基盤整備事業（12％）、②そ

の他多目的融資（9％）である。 
3  フィリピンの地方自治体は大きく分けて、州(Province)、市(City)、町(Municipality)、村(Barangay)の 4 種に分

類される。2007 年 9 月現在の地方自治体数は、17 行政区、81 州、136 市、1494 町、41995 村であり、本件対象

の地方自治体は､州、市、町である。地方自治体はそれぞれ、州（人口 25 万人以上、年間歳入 2 千万ペソ以上、

面積 2000km2以上）、市（人口 15 万人以上、年間歳入 2 千万ペソ以上、面積 100km2以上）、町（人口 2 万 5 千

人以上、年間歳入 250 万ペソ以上、面積 50km2以上）、村（人口 2 千人以上の集落）と定義されている。（Local 
Government Code参照） 
4  Bureau of Local Government Finance (2005 年) 
5「フィリピン共和国地方分権・地方開発/地方自治体行政能力向上プロジェクト形成調査報告書」(2005 年 12
月)、国際協力機構 
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なお、サブローン事業は各自治体の開発計画の優先事業のなかからそれぞれ選定

されており、自治体の開発ニーズにも合致している。 

 

2.2 効率性（レーティング：b） 

本事業は、事業費についてはほぼ計画どおりであったものの、期間が計画を 140％
程度上回ったため、効率性についての評価は中程度と判断される。 

2.2.1 アウトプット 

1998 年 9 月に交換公文締結の後、LBPを通じ、109 地方自治体に融資が行われ（ツ

ーステップ･ローン6）、120 のサブ・プロジェクトが実施された（サブ・プロジェ

クト実施ローン 117 件、サブ・プロジェクト形成ローン 3 件7）。審査時の融資配

分計画と実績は、それぞれ下記のとおりである。 

表 1 融資配分の審査時計画と実績の比較 

審査時計画 実 績 
項 目 

金 額 (百万円) 金 額 (百万円) 件数 
サブ・プロジェクト実施ローン 5,771 5,890 117

A:保健･医療施設･機器、 
低価格住宅 

(2,885) (476) (6)

B:上水道施設、洪水制御、 
衛生施設等 

(2,193) (3,512) (75)

C:植林､下水･廃棄物処理施設 (693) (1,902) (36)
サブ・プロジェクト形成ローン 179 20 3
コンサルティング・サービス 122 159 -

合 計 6,072 6,069 120

出典：JBIC 提供「貸付審査関連資料及び事業完了報告書」 

 

サブ・プロジェクト分野の融資配分は、審査時の計画と差異が生じている。これ

は、各サブ・プロジェクトが自治体からの要請に基づき選定されており、たとえ

ば植林のためのサブローン事業の要請はなかった一方、上水道整備等に対するニ

ーズが高かったといった自治体の要望に起因する。 

サブ・プロジェクト形成ローンについては、実行可能性調査が実施された 3 事業

（給水事業、廃棄物処理関連、洪水制御）は、すべて事業化に結びついた。サブ・

プロジェクト形成のための融資額実績は計画の 1 割強にとどまっているが、これ

は当初見込みよりも、各自治体が独自の資金を用いて実行可能性調査を行ったた

めである。 

                                                  
6 現地金融機関に対し融資を行い、現地金融機関はその融資資金を現地企業に転貸する融資方式。実施機関（フ

ィリピン土地銀行）から地方自治体に対する融資をサブローン、融資対象事業をサブ・プロジェクトと呼ぶ。 
7  「サブ・プロジェクト実施ローン」は、自治体が事業を実施するための融資、また「サブ・プロジェクト形

成ローン」は、事業の実行可能性調査費用のための融資を指す。 
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事業の推進にあたっては、開始当初、納税者に成果が見えにくい環境や事業収益

率の低い案件に対する融資に地方自治体が消極的であったこと、また他融資プロ

グラムと比較して貸付条件に競争力がない等の理由から、次表のとおり貸付条件

に変更が加えられた。これらの変更により、開始当初滞っていた融資が促進され、

事業終了時までに当初計画どおりのサブローンが実現された（2.2.3 事業費の項参

照）。 

 

表 2 事業範囲（融資適格対象と条件）の審査時計画と実績の比較 
 審査時計画  実績  

a) サブローン事

業対象分野 
・サブ・プロジェクト実施ローン 

- カテゴリーA（保健・医療施設・機

器、低価格住宅） 
- カテゴリーB（上水道施設、洪水制

御、衛生施設等）       
- カテゴリーC（植林、下水・廃棄物

処理施設） 
・サブ・プロジェクト形成ローン 

計画どおり 
 
ただし、カテゴリーC で想定されてい

た植林事業については、LGU からの要

請がなく融資は実現されなかった。 

b) サブローン事

業対象自治体 
信用力高位～中位の州・市・町。ただ

し、信用力中～低位であっても LBP 総

裁決裁により融資可能。 

計画どおり 

c) 融資条件   
- サブローン融資

限度額 
・サブ・プロジェクト実施ローン： 
1 件あたり 500 万ペソ以上 5000 万ペソ

以下 
 
・ サブ・プロジェクト形成ローン： 
1 件あたり 300 万ペソ以下 

・サブ・プロジェクト実施ローン： 
1 件あたり 500 万ペソ以上 5000 万ペソ

以下。ただし、借入能力に応じ 5,000
万ペソ以上も許可。（JBIC の承認取得

を条件とする） 
・サブ・プロジェクト形成ローン： 
計画どおり 

- 融資配分 借款 65％、LBP ローン 10％、LGU 自己

資金 25％ 
借款 80％以下 、LBP ローン 10％、LGU
自己資金 10％以上 

- 金利 ・サブ・プロジェクト実施ローン： 
信用力高位（14-15.5％）、信用力中位

（14.5-16％）、固定金利 
・サブ・プロジェクト形成ローン： 
14％（信用力高位）、14.5％（信用力中

位）（固定） 

9-11％固定金利(サブ・プロジェクト実

施ローン、形成ローン共通)  

- 返済期間 ・サブ・プロジェクト実施ローン： 
基本 3～10 年､最長 15 年(内据置最長 2 年)
・サブ・プロジェクト形成ローン： 
1 年超 3 年以内（据置なし） 

 計画どおり 

出典：JBIC 提供「貸付審査関連資料及び事業完了報告書」 

 

2.2.2 期間 

本事業の実施期間は当初 1998 年 9 月から 2003 年 12 月までの 64 カ月間が予定さ

れていたが､実際には 1998 年 9 月から 2006 年 1 月までの 89 カ月を要した（25 カ

月の延長）。おもな遅延の要因は以下のとおりである。 
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【おもな内部要因】 
 コンサルタントの選定の遅延（計画より約 1 年遅延） 
 7 割弱の地方自治体は本プロジェクト以前に融資を借り入れた経験がなく（自治体

聞き取り調査8結果）、借入れを躊躇する傾向有り 
 LGU の技術者不足 
 開始当初の LBP の貸付センター（Lending Center: LC)への当プログラムの周知不足、

LBP の LC および地方自治体のセクター・ローンにかかる知識や経験の不足 
 他の LBP プログラムと比較して貸付条件に競争力が欠如 
 当初自己資金負担 25％ が困難としてローン利用を躊躇する地方自治体が多数存在 

 
【主な外部要因】 

 2001 年および 2004 年に実施された地方および国政選挙の政権交代による混乱等に

より、融資審査の遅延が発生 
 2003 年、政府関連プロジェクトにおける調達に係る新法制度（RA9184）の確立にと

もなう各種必要書類の追加・修正 
 

特に最初の 2 年間に事業の滞りが目立ったが、その後上述のとおり貸付条件の変

更などを通じて競争力をもたせる等の対処が施され、融資が促進された。 

また廃棄物処理に関しては、2001 年 1 月に Ecological Solid Waste Management Act of 
2000(RA9003)が適用され、地方自治体は廃棄物処理計画（10 年計画）を計画・実

施することが義務づけられた。これにより自治体レベルでの廃棄物処理事業が推

進された。 

 

2.2.3 事業費 

事業費については、当初の計画事業費 60 億 7200 万円に対し、実績で 60 億 6900
万円とほぼ計画どおりの融資額が実現された。1 件あたりのサブ・プロジェクトに

充当された円借款資金はプロジェクト総額の 80％を限度（原則的に 500 万～5000
万ペソ以下 9）とされたが､借入能力があれば上限を設ける必要はないとの判断か

ら､2004 年に上限が省かれるなど、柔軟に対応がなされた。 

また、本サブローン事業の実施にあたっては、自治体の自助努力を促進し地方分

権の強化をはかるためにも事業費の 10％以上は自治体の負担とすることが目安と

されており、実際の融資にあたっても本条件は遵守され、自治体の自助努力が認

められる10。 

                                                  
8 本評価調査においては、評価者による 5 自治体への聞き取り調査の他、ローカルコンサルタントの雇用によ

り、42 自治体への聞き取り調査を実施した。 
9  審査時の積算レートは１ペソ=3.5 円、1 米ドル＝121 円＝34.5 ペソ。500 万～5000 万ペソは、およそ 1750
万～1 億 7500 万円。 
10 LBPの記録より算出すると、本事業による融資はサブ・プロジェクト総事業費の約 60％を占め、32％は自治体

負担であると算出される。ただし、サブ・プロジェクトの「総事業費」の定義が曖昧になっており、たとえば

Kapalong町では複数フェーズで実施を予定している廃棄物処理事業の一部に本融資を充当しているにすぎない
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表 3 暦年別ディスバース額 

(百万円) 

暦年 審査時計画 実績 
1999 911  －   
2000 1,457  60   
2001 911  601   
2002 1,397  217   
2003 1,396  1,155   
2004  －   1,221   
2005 －   2,815   
合 計 6,072  6,069   

出典：JBIC 提供「貸付審査関連資料及び実施機関の記録」 

 

2.2.4 審査の手続きと融資条件 

融資審査にあたっては、LBPは通常の融資業務と同様、自治体の事業計画、購入予

定機材の妥当性、建設予定施設の実行可能性調査結果、財政力、返済可能性の審

査、その他環境許可の取得11の有無などの確認が行われた。正式に申請受領された

融資案件のうち、承諾に足る基本条件を満たさなかったものを除き、セクターの

相違などにより本事業での承諾にいたらなかった場合には、LBP独自の融資や他融

資プログラムの適用が検討された。 

市場金利の低下による競争力確保、また事業開始当初、地方自治体は環境や事業収

益率の低い案件に対する融資には消極的であり融資が促進されなかったことを考

慮し、サブローンの金利は当初計画の 14～16％から 9～11％に変更された。LBP の

他プログラムにおけるサブローンの金利は、世界銀行による地方自治体支援事業(2000
～2006 年)および ADB による同国ミンダナオの地方自治体対象事業（2002～2008 年)
において 9～11％となっており、また 2006 年に開始された KfW による地方自治体投

資事業も同金利が適用されている。なお、本事業における最低金利は市場金利に基づ

いて決められる財務省所管の地方内発基金（Municipal Development Fund：MDF）
ローンの金利を下回らないことを条件に設定されていた。審査時の MDF の金利は 14％
であったが、市場金利の低下にともない徐々に引き下げられ、2004 年には 9％に変更

されており、本サブローン事業の金利の変更は本原則にも適っている。 
自治体聞き取り調査によれば、質問票に回答のあった 47 自治体のうち 44 自治体

は、金利貸付条件および手続きの利便性ともに適当であったと回答している。審

査手続きと融資条件の見直しの必要性に関する問いに対しても、特に自治体から

要望はなかったことから見ても、本サブローンの審査手続きや改定後の融資条件、

                                                                                                                                                  
ため、総事業費に占める自治体による負担は 80％、本事業を通じた融資は 20％と記録されているなど、統一性

がはかられておらず、正確な数値を把握するのは困難であった。 
11 本事業では、Philippine Environmental Impact System(PEIS)(改訂版)が適用され、プロジェクト開始前に

環境省からの環境許可の取得が必須となった。自治体は申請時にLBPに対してECC(Environmental 
Compliance Certificate)、あるいはCNC (Certificate of Non-Coverage)を提出することが義務化された。 
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また実施プロセスは現実的かつ適当であったと評価できる。 

2.3 有効性（レーティング:a） 

本事業の実施によりおおむね計画どおりの効果発現が見られ、有効性は高い。有

効性の評価理由は下記のとおりである。 

2.3.1 自治体の社会インフラ整備への貢献 

地方自治体による地域開発の促進が遅々としている状況において、全国約 1700 の

自治体のうち、109 の自治体は中央政府からの交付金を待たずに各々の開発計画に

おける優先事業の実施が可能となり、対象自治体の社会インフラ整備の実現に寄

与したことは本政策金融による効果と評価できる。自治体聞き取り調査結果によ

れば、約 70％の自治体は本事業以前に融資を借り入れた経験がなかったことに鑑

みると、対象自治体において開発事業促進に資する資金源の選択肢の幅を広げた

意義は大きい。 

 

2.3.2 サブローンの融資実績 

① サブローン融資額および分野別の傾向 

融資事業の分野を見ると、サブローン・プロジェクトの件数としては、給水関連

が最も多く、融資額としては給水関連、洪水制御関連、廃棄物処理関連事業へほ

ぼ同額の融資がなされている。給水関連事業を実施した自治体あたりの借入額の

平均は約 1900 万ペソ、廃棄物処理関連は約 2500 万ペソ、洪水制御関連で 3000 万

ペソであり、自治体の信用力およびキャパシティ等から判断して比較的小規模な

融資の実現性が高かったことがわかる。なお、融資が実現された 36 廃棄物事業の 

うち 33 件、23 洪水制御事業のうち 19 件については借入れ財源を重機購入に充て

ており、多目的に土木事業に活用されているケースも確認されている。 
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図 1 分野別サブ・プロジェクト融資額（左：件数、右：融資額） 
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出典：実施機関提供情報より筆者作成 

 

② 地域・自治体タイプ別 

LBP は全国に 35 の貸付センター（LC）を有しており、本事業においては、そのう

ち 27 の LC を通じて自治体への融資が実行された。当初計画では、ルソン 45％、

ビサヤス 25％、ミンダナオ 30％の地域分配を目安としており、実際にも大幅な変

更なく融資がなされ、地域間の平等性が保たれた。 

 

 

図 2 地域別サブローン件数の比率（左：融資件数／右：融資額ベース） 
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出典：実施機関提供情報より筆者作成 

 

109 の融資対象自治体のうち、82 自治体（75％）は町、16 自治体は（15％）市、

11 自治体（10％）が州となっており、それぞれの地域・自治体規模別のバランス
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は次図のとおりである。一方、それぞれの自治体タイプ別に 1 自治体あたりの平

均融資額を見ると、町は 1600 万ペソ、市は 5000 万ペソ、州は 3800 万ペソとなっ

ており、歳入規模が小さい「町」からの小額融資ニーズが多く、比較的税収基盤

が多い「市」からは全般に高額融資のニーズがあることがうかがえる。 

 

図 3 地域・自治体タイプ別の事業実施件数の傾向 
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出典：実施機関提供情報より筆者作成 

 

2.3.3 サブローン事業の有効性 

本事業下で実施されたサブローン事業の分野、規模、目的は多様であり、各々の

有効性を個別に評価するには多々制約があるため、本評価においては受益者数の

他、ケーススタディとして複数の事例を提示する。 

① 地域別受益者数 

本サブローン事業の実施による総受益者数は約 980 万人、195 万世帯に及ぶ。カテ

ゴリー別地域別受益者数は以下のとおりである。 

表 4 地域別総受益者数 

(人) 

カテゴリー ルソン ビサヤス ミンダナオ 計 
A（保健・医療施設、

低価格住宅） 
409,600 970 311,430 722,000

B（上水道、洪水制御） 4,078,960 1,110,790 2,338,360 7,528,110
C（廃棄物処理） 390,700 72,100 1,149,200 1,612,000
D（サブ・プロジェク

ト形成ローン） 
12,600 - - 12,600

計 4,891,860 1,183,860 3,798,990 9,874,710
出典：実施機関 
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② 給水事業の効果指標の事例 

自治体聞き取り調査によれば､1998 年時点では各戸給水が普及され始めていた自

治体数は調査対象自治体の 3 割にすぎなかったが､2007 年では 8 割強の自治体で整

備されつつあり、本事業の成果が見られる。 

また下記に各自治体における給水カバー率の変化の事例を示す。Jordan 町のよう

に計画値に満たなかった自治体もあるものの、その他の自治体では事業の審査時

計画を上回る成果が得られたことがわかる。 

表 5 地域別受益者数と給水カバー率の変化 

受益者数 (人) カバー率 (％)  

自治体 審査時 現況 審査時 現況 

Pulilan 
(Bulacan) 

16,500 27,500 24％ 35％ 

Sara (Iloilo) 6,430 10,080 13％ 24％ 
Bontoc(Leyte) 4,690 5,390 16％ 20％ 
Jordan 
(Guimaras) 

3,700 2,400 N.A. 8％ 

出典：自治体聞き取り調査結果より筆者作成 

 

Pulilan 第 2 給水ポンプ施設 

受益者側からの評価としては、たとえばPulilan給
水事業の受益者調査によれば、約 80％の回答者が

給水サービスに満足・大変満足していると回答し

ている。おもな満足の理由は、労力の軽減（57％）

や、十分な取水の実現（30％）である。水料金引

き下げの希望もあるものの、7 割の回答者は問題

なく支払い可能であると回答していること、また

月あたりの水料金は平均約 300 ペソと、地方水道公社が地方の平均世帯の使用例

として示している 338 ペソ／月12に近似する妥当な料金水準にある。 

 

③ 病院事業の効果（Muntinlupa 市の事例） 

当市において、本サブローンは新規病院建設にともなう医療機器の購入に充てら

れた。 

Muntinlupa 市には当病院設立以前、設備の整った公立病院はなく、住民は市内に

ある 13 のヘルスセンターを利用するか、近隣地域の病院まで足を運ぶことを余儀

なくされていた。2001 年に設立以来、月間 4000～6000 名の患者が当病院を利用し

                                                  
12  URL: http://www.lwua.gov.ph/water_rates/rates_two.htm,  Local Water Utilities Administration(LWUA)のWater 
Rates Manual参照 
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ている。利用者の 7 割は最貧困～貧困層、3 割は中低層であり､貧困レベルに応じ

自治体が最高 75％まで医療費を助成するなど、低所得者への医療提供が可能とな

っており、本事業による医療機器の購入は地域医療サービス拡充に貢献したと言

える。 

 

④ 廃棄物処理関連事業の効果（Tarlac 市の事例） 

当市において、サブローンでは、廃棄物の収集・処理その他インフラ事業に用い

る重機の購入に充当された。 

12

Tarlac 市では、1999 年以降一部の村を対象に廃棄物の収集が始められたものの、

対象村は全体の 2 割弱にすぎず、その方法も公共のゴミ置き場に置かれた廃棄物

を不定期（週 1 回／箇所程度）に回収し、廃棄物集積場に投棄しているにすぎな

かった。2001 年に環境廃棄物条例が施行されて以降、廃棄物処分場の整備を開始

し、廃棄物対策が進められている。 

2004 年に当融資にて廃棄物収集用トラック（8 台）を購入し

てからは、サービス対象範囲を市内全 75 村に拡大し、約 6
万人がそのサービスを活用している。 

受益者調査実施風景

受益者調査結果によれば、回答者の 92％は市が廃棄物処理事

業を行っていることを認識し、廃棄物収集サービスを利用し

ている。これにより、回答者の 84％は生活環境の改善を感じ

ており、そのサービス内容にほぼ満足していると回答してい

る。一方、55％の回答者はより頻繁な収集サービスを求めて

おり（現在 1 回／週）、引き続き施設の拡大と充実への努力が期待される。 

 

2.4 インパクト トレーニング・セミナー例 

本事業下では、LBP の LC 関係者、LGU 担当

者等を対象に、下記のセミナー・トレーニン

グが実施された。 
 
a) 事業ガイドラインおよびプロジェクト審

査にかかるガイダンス（35 回、2000～2001
年） 

b) 調達手続きにかかる法令（RA9184）、プロ
ジェクトモニタリング、環境審査基準にか
かるガイダンス（35 回、2000～2001 年） 

c) 事業の選定、審査に関するガイダンス 
d) 給水プロジェクトの推進にかかるフォー

ラム (3 回、2005 年) 
e) 環境・衛生分野の課題、廃棄物処理にかか

る技術フォーラム (3 回、2005 年) 
f) その他、自治体に対し、LBP の LC が個別

に随時指導 

2.4.1 地方自治体職員のキャパシティ 

サブ・プロジェクトの実施に際する地

方自治体の計画準備、設計、実施など

技術力向上を目的とする研修は特に実

施されていないが、LBP の LC および

本事業のコンサルティング・サービス

により行われた入札書類作成支援、建

設関連書類の審査・監督等の実施プロ

セスについては、各自治体の担当者を

巻き込むことで OJT が実施された。 

 



自治体聞き取り調査によれば、回答自治体の 42％は本事業の実施を通じて資金の

運営管理を含むガバナンスが向上した、また 36％の自治体は、事業の計画・管理

能力が向上したと回答しており、ある程度の能力向上効果も確認された。 

 

2.4.2 対象地域および対象者への派生的な効果（インパクト） 

給水事業については、たとえば Jordan 町の上水道事業の受益者によれば、民間の

水供給会社からの購入時と比して、水利用料が 60％減少した事例があったことを

はじめ、家計の支出削減にも貢献しているとの回答が得られた。また、Pulilan 町

給水事業の受益者調査によれば、回答者の約 80％が、事業以前に給水にかかって

いた時間を利用して､家族と過ごす時間が増えた、またシャワーが使えることで生

活の潤いを実感しているとの報告があった。 

Minglanilla 町の廃棄物処理事業においては、リサイクルを推進することを通じ、

収集したプラスティックや鉄くずの販売から得た収益を自治体の障害者団体へ寄

付する、また有機廃棄物から有機肥料を作り､自治体内のアクセスの悪い丘陵地農

民へ安価で販売するといった形で､社会的弱者に対する社会サービスを拡大する

といった試みが確認された。 

なお、サブ・プロジェクトの選定においては、住民移転をともなわないことが審

査の条件に挙げられていたが、実際、住民移転が行われたケースは確認されてい

ない。また主に給水事業および廃棄物処理事業において用地取得の必要性が生じ

たケースがあるが、聞き取りを行った自治体においては、用地はいずれも自治体

に寄付されており、問題はなかった。 

 

2.5 持続性（レーティング：a） 

本事業は実施機関の能力および維持管理体制ともに問題なく、高い持続性が見込

まれると評価される。 

2.5.1 リボルビング・ファンド（再貸付特別勘定）13の状況 

本事業のリボルビング・ファンドの監理状況を下表に示す。2007 年 9 月までに回

収された約 10 億ペソ（約 27 億円）のリボルビング・ファンドを活用し､これまで

に事業実施中に融資を受けられなかった 40 自治体において 40 件のサブ・プロジ

ェクトが実施されており、プログラム運営上の財務面での特別な問題は見受けら

れない。なお、これらの回収分によるサブ・プロジェクトは自治体の投資ニーズ

に応じ、分野を特定せずに貸し付けが行われている。 

                                                  
13  サブ・ローンの返済期間と円借款の返済期間のギャップから来る余剰資金。これを利用して新規融資を行う。 
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表 6 リボルビング・ファンド（特別勘定）の監理状況 

（ペソ）

2000 2001 2002 2003

前期からの繰越金　(a) - 0.00 0.00 2,370,364.65

円借款の実行 (b) 9,593,078.92 224,952,224.51 67,442,483.11 512,231,695.73

第1次サブローン元本利息回収 （ｃ） 2,370,364.65 63,461,116.37

RFサブローン元本利息回収 （ｄ） - - - -

受取計 (e)＝（ｂ）＋（ｃ）＋（ｄ） 9,593,078.92 224,952,224.51 69,812,847.76 575,692,812.10

第1次サブローン貸付 （ｆ） 9,593,078.92 224,952,224.51 67,442,483.11 512,231,695.73

ＲＦサブローン貸付 （ｇ） - - - -

RFによる貸付件数 - - - -

円借款の元本返済 (h) - - - -

支払計 (i)=(f)+(g)+(h) 9,593,078.92 224,952,224.51 67,442,483.11 512,231,695.73

翌期への繰越金 (a)+(e)-(i) 0.00 0.00 2,370,364.65 65,831,481.02

2004 2005 2006 2007

前期からの繰越金　(a) 65,831,481.02 231,020,403.32 476,336,067.38 28,081,206.83

円借款の実行 (b) 613,567,536.65 1,271,364,043.58 － －

第1次サブローン元本利息回収 （ｃ） 165,188,922.30 245,315,664.06 305,986,496.28 240,399,259.21

RFサブローン元本利息回収 （ｄ） - - - -

受取計 (e)＝（ｂ）＋（ｃ）＋（ｄ） 778,756,458.95 1,516,679,707.64 305,986,496.28 240,399,259.21

第1次サブローン貸付 （ｆ） 613,567,536.65 1,271,364,043.58 - -

ＲＦサブローン貸付 （ｇ） - - 754,241,356.83 254,793,171.00

RFによる貸付件数 - - 14 26

円借款の元本返済 (h) - - - -

支払計 (i)=(f)+(g)+(h) 613,567,536.65 1,271,364,043.58 754,241,356.83 254,793,171.00

翌期への繰越金 (a)+(e)-(i) 231,020,403.32 476,336,067.38 28,081,206.83 13,687,295.04

※ 2007年は、9月現在。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本表は、第 1 次サブローン元本及び利息回収利用によるリボルビング・ファンドの監理状況を

示す。第 2 次サブローンは未だ発生していない。 
出典：実施機関情報より筆者作成 

 
2.5.2 実施機関（LBP） 

① 現金回収状況 

ツーステップローンの持続性の観点から貸付金の回収と延滞状況を把握するため、

実施機関より下表のとおり基本指標を徴集した。返済期日を迎えたサブローンは

これまでのところ遅延なく回収されており､2007 年 9 月までに約 10 億ペソ（約 27
億円）が回収された14。 

                                                  
14  本サブローンの担保には調達機材、IRAの 20％（開発事業への利用奨励分）、自治体の通常予算の 20％等が

設定されている。またLBPは自治体の出納銀行であり、本事業の融資の返済は自動的に回収可能となっており、

現金回収率についても 100％が達成されている。 
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表 7 現金回収状況 

(ペソ）

2002 2003 2004 2005 2006 2007

元本利息期日到来分 (a 2,370,364.65 63,461,116.37 165,188,922.30 245,315,664.06 305,986,496.28 240,399,259.21

うち回収分　(b) 2,370,364.65 63,461,116.37 165,188,922.30 245,315,664.06 305,986,496.28 240,399,259.21

現金回収率 (b)/(a) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

※ 2007年は、9月現在。

 

出典：実施機関 

 

② 運営管理体制 

本事業のサブローンは LBP の各担当 LC によって運営管理され、本店の事業管理

部に報告・統括されている。本事業の融資審査・管理手順は、LBP の融資手順に

準じていること、またこれまで計画どおりの支払が実現され、現金回収の遅延も

ないことから判断して、融資審査および債権管理にかかる技術上の課題は見受け

られない。その一方で、現地調査においては、たとえば給水事業の効果が計画値

に達していない事例も確認されていることに鑑みると、融資審査時の技術面での

審査力、また四半期ごとに実施されているモニタリング・

評価における効果の確認などの面で、さらなる能力向上お

よびそのためのキャパシティ・デベロップメントが望まれ

る。必要に応じ、コンサルタント等の雇用によるフォロー

も有効であろう。 

一方、本店の担当部署に関しては、本事業の運営管理は限

られた人員の努力に頼らざるをえない現状であるが、遅れ

のない返済確保、リボルビング・ファンドを活用した第 2
世代の事業も既に 40 件実施されていることから見ても、

継続的な運営・維持管理が期待できる。 
フィリピン土地銀行 

 

③ 財務面 

LBP は、2006 年末現在､629 自治体に対し、約 251 億ペソの融資を実施している。

LBP の経営は､民間商業銀行と比肩し、フィリピン国ランキング 4 位（2006 年およ

び 2007 年）、政府系金融機関・貯蓄銀行のなかで最も高い経営状況を保つ健全な

ものであり、その融資・審査・債権回収体制に問題はないと考えられる。LBP の

財務状況は下表に要約するように良好であり、安定的に利益を生み出している。

不良債権比率についても年々改善されている。 
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表 8 財務状況 

   (10 億ペソ) 
 2002 2003 2004 2005 2006 
経常収益 1,658.60 2,001.20 2,705.00 3,019.90 3,539.10
経常利益 17.90 18.50 22.90 29.10 24.40
自己資金比率(％) 8.25 9.34 12.70 12.14 12.39
総資本利益率(％) 1.10 1.00 0.90 0.77 0.69
不良債権率(％) 12.39 12.14 12.70 9.34 8.25

出典：実施機関 2006 年度年報 

地方自治体支援については、上述リボルビング・ファンド活用のほか、ドイツ政

府による借款プログラム（KfW- LGU Investment Programme）が開始されており、

引き続き LBP による自治体の財政支援が可能となっている。 

 

④ 他機関との協力連携体制 

プログラムの運営およびサブローン・プロジェクトの実施に際し、直接的な関係

省庁・機関との連携はなされていないが､事業の実施においては、地方水道公社

（Local Water Utilities Administration: LWUA）公共道路事業省（Department of 
Public Works and Highways: DPWH）の基準に準ずるなど、自治体およびサブロ

ーン事業のコントラクターは適宜助言を得つつ事業を行ってきており、これは今

後の事業の持続性にも寄与するものである。 

 

2.5.3 地方自治体 

①財務状況 

本サブローンの担保には調達機材、IRA の 20％（開発事業への利用奨励分）、自治

体の通常予算の 20％等が設定されており、自治体調査によれば、回答 44 自治体の

うち 35 自治体は、IRA を返済に充てている。また、約 4 割の自治体は財政の 90％
以上を IRA に依存している現状に鑑みると、給水事業等で自己返済を行っている

少数の自治体を除いては資金源を IRA に依存しているのが現状であり、安定した

IRA の割り当てが経済的持続性の鍵となっている。 

実施したサブ・プロジェクトの維持管理にかかる

資金状況を見ると、調査対象自治体のうち 8 割は

建設した施設、また購入機材の維持管理費を確保

していると回答している。また給水事業の場合、

回答自治体の約半数は、10～20 万ペソ／月を水料

金として徴収し、事業の運転資金に充てていると

地方自治体（Kapalong） 
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の回答であった。 

本サブ・プロジェクトの給水事業の規模・内容はさまざまであるが、地方水道公

社の水道料金設定マニュアル15によれば、受益者数 865 世帯、年間 19 万 5000m３

の水量を供給する給水施設の場合16、維持管理費用として年間平均 148 万ペソ（月

あたり 12.3 万ペソ）が必要であるとされており、自治体によっては十分な維持管

理費は確保されていないことがうかがえる。 

また、購入した廃棄物収集車の維持管理費捻出のために、回収した鉄くず等をオ

ークションで販売することにより資金を確保するといったケースも確認されてお

り、財源確保のための努力が見られる。 

 

② 運営管理体制（含む技術的課題） 

サブローン・プロジェクトの実施は各自治体の計画開発部が窓口となり、事業内

容に応じ、担当技術部署、あるいは他関連政府機関に委託して実施されている。 

自治体聞き取り調査によれば、回答のあった 47 自治体のうち 44 自治体は金利お

よび貸付条件、また手続きの簡便性とも適当であったと回答しており、融資の借

入て続きにかかる技術的課題は確認されていない。一方で、11 自治体からは、運

営上の問題として資金管理を含む運営管理能力の不足が指摘されていること、ま

た現地調査においては給水事業の運営管理に問題が生じている事例も確認されて

おり、事業運営能力に不安がある自治体もある。 

技術面については、施設建設を行った自治体は基本的に各々のコントラクターか

ら OJT にて技術指導を受け、機材購入をした自治体はサプライヤーから使用説明

を受けている。調達機材の管理･修繕については、各自治体とも技師やオペレータ

ーを有し、特に問題は指摘されていない。ただ、調査対象自治体のうち約 8 割の

自治体における技術者数は、0 あるいは 1、2 名にすぎず、外部からの技術支援あ

るいは委託は必須である。 

 

 

３．結論および教訓・提言 

3.1 結論 

 以上より、本事業の評価は A と言える。 

                                                  
15 URL: http://www.lwua.gov.ph/water_rates/rates_two.htm,  Local Water Utilities Administration(LWUA)の 

Water Rates Manual 参照 
16 自治体聞き取り調査によれば、給水事業を実施した 25 の自治体の平均供給水量は年間 18 万m3であった。 
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3.2 教訓・提言 

① 社会インフラ整備に向けた自治体支援 

 本事業は、中央政府の掲げる重点政策の実現のために、地方自治体が主体的に

公共事業を実行できるよう資金調達手段を提供したものであったが、独自の歳入

基盤および資金管理能力が十分でない地方自治体は、公共事業のなかでも環境や

保健などと比べ、たとえば公共市場やバスターミナルの建設など、歳入を生み出

す事業への関心の方が高い。 

 このような状況下において、自治体の自主性のもと、社会インフラ整備をさら

に推進していくためには、たとえば政策金融による融資を借り入れて廃棄物処理

事業を実施する自治体に対しては、対象分野以外の事業についても同様の有利な

条件にて借入れを可能とするなどのインセンティブを持たせることで、より現実

的な社会インフラ整備に資すると考えられる。 

 

② 同種 TSL のモニタリング・評価について 

 本事業は貸付先の自治体の数も多く対象地域も全国に分散しており、プログラ

ム全体の評価の指標としては、サブローン・プロジェクト実施数、融資額、返済

額、受益者数、リボルビング・ファンドの活用状況等実績を確認する指標にとど

まっている。 

 一方、個々のサブローン・プロジェクトの評価については、LBP の各 LC が、個々

のサブローン事業の返済終了時までローンの請求時にあわせ、四半期ごとにモニ

タリングを実施することとなっているが、その評価指標は、工事の進捗状況およ

び購入資機材の使用状況の確認が中心である。また事業の効果を計る指標として

は、プロジェクト完了報告書には分野ごとの評価指標が各 1～3 挙げられているが、

これらのモニタリング・評価は体系的に行われているわけではなく、自治体の自

助努力および政府関係機関に任せられているのが現状である。 

 プロジェクト管理事務局のもとに、各々のサブローン・プロジェクトの実質的

な効果やその持続性を体系的にモニタリング・評価するためには、融資の貸付条

件としてモニタリング記録の提出を義務づける等、事業開始前から評価指標の設

定および記録の徹底が必要であろう。 

 

③ キャパシティ・デベロップメントのコンポーネント 

 本事業開始当初に、技術力、運営・管理能力の不足や経験不足によりサブローンへ

のアクセスを躊躇する自治体が多く見られた。今後、類似事業においては技術協力コ

ンポーネントの充実、また他技術協力機関との連携によりサブローンを推進すること

ができれば、融資機会をより有効に活用し公共サービスの充実に資することができる
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ものと考えられる。
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主要計画／実績比較 

項  目  計  画  実  績  
①アウトプット 
1) サブ・ローン事業費 
a) 融資配分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) 資金計画 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
項 目 金額 

(百万円)
自治体投資ローン 5,771
(医療施設・機器、低
価格住宅) 

(2,885)

(上水道施設、洪水制
御等) 

(2,193)

(植林、下水・廃棄物
処理施設) 

(693)

サブプロジェクト形
成ローン 

179

コンサルティング・サ
ービス 

122

合 計 6,072
 
 

暦年 金額(百万円) 
1999 911
2000 1,457
2001 911
2002 1,397
2003 1,396
合計 6,072

 
 

 
項 目 金額 

(百万円)
自治体投資ローン 5,890
(医療施設・機器、低
価格住宅) 

(476)

(上水道施設、洪水制
御等) 

(3,512)

(下水・廃棄物処理施
設) 

(1,902)

サブプロジェクト
形成ローン 

20

コ ン サ ル テ ィ ン
グ・サービス 

159

合 計 6,069
 
 

暦年 金額(百万円) 
2000 60
2001 601
2002 217
2003 1,155
2004 1,221
2005 2,815
合計 6,069 

c) 融資条件   
- サブローン融資限度額 ・サブ・プロジェクト実施ローン：

1 件あたり 500 万ペソ以上 5000 万

ペソ以下 
 
・サブ・プロジェクト形成ローン：

1 件あたり 300 万ペソ以下 

・サブ・プロジェクト実施ローン：

1 件あたり 500 万ペソ以上 5000 万

ペソ以下。ただし、借入能力に応

じ 5,000 万ペソ以上も許可。 
・サブ・プロジェクト形成ローン：

計画通り 
- 融資配分 借款 65％、LBP ローン 10％、LGU

自己資金 25％ 
借款 80％以下 、LBP ローン 10％、

LGU 自己資金 10％以上 
- 金利 ・サブ・プロジェクト実施ローン：

信用力高位（14-15.5％）、信用力

中位（14.5-16％）、固定金利 
・サブ・プロジェクト形成ローン：

信用力高位（14％）、信用力中位

（14.5％）（固定） 

9-11％固定金利 (サブプロジェク

ト実施ローン、形成ローン共通) 

- 返済期間 ・サブ・プロジェクト実施ローン：

基本 3～10 年、最長 15 年（うち据

置最長 2 年） 
・サブ・プロジェクト形成ローン：

-１年超 3 年以内（据置なし） 

 計画どおり 

2) 組織強化･技術支援部

分 
(ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ) 

-貸付評価等事業実施全般の支援 
-土地銀行による自治体への技術

提供支援 
 

外国人 24.0 M/M
ローカル 96.0 M/M

- 計画どおり 
- 計画どおり 
- マーケティングコンポーネン

トの追加 
- 計画どおり 
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項  目  計  画  実  績  
      合計 120.0 M/M 

②期間  
L/A 調印  
コンサルティングサービス 
貸付実行 

 
1998年 9月  

1999年 5月～ 2003年 12月  
1999年 5月～ 2003年 12月  

 
1998年 9月  

2000年 3月～ 2006年 1月  
2000年 3月～ 2006年 1月  

③事業費  
外貨  

  内貨  
  合計  
  うち円借款分  

 
59億 5000万円  

1億 2200万円  
60億 7200万円  
60億 7200万円  

 
60億円  

6900万円  
60億 6900万円  
60億 6900万円  
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