
円借款用 

 事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：フィリピン共和国 

案件名：開発政策支援プログラム（Ⅲ）及び緊急財政支援円借款 

L/A 調印日：2010 年 3 月 15 日 

承諾金額：開発政策支援プログラム（Ⅲ） 9,220 百万円 

     緊急財政支援円借款      13,830 百万円 

借入人：フィリピン共和国政府（The Government of the Republic of the Philippines） 

２．計画の背景と必要性  

(1)当該国における開発実績（現状）と課題 

フィリピンの経済成長は、1997 年のアジア通貨危機以降低迷したが、アロヨ政権下で

回復傾向を示し、2006 年には GDP 成長率年 5.3％を達成した。政府の財政は、1997 年

にほぼ均衡していたが、アジア通貨危機以降、税収の落ち込み（1997 年対 GDP 比 17.0％

→2003 年 12.4％）と債務利払いの増大により急激に悪化し、2002 年には財政赤字が GDP

比 5.3％となった。フィリピン政府は 2004 年頃から公務員の賃上げ凍結、公共投資の削

減、社会サービス支出の削減等を行うとともに、酒・たばこ法改正、徴税職員懲罰法、

拡大 VAT 法案の議会への提出等、積極的な財政改革を実施してきた。この結果、財政赤

字の対 GDP 比は 2004 年の 3.8％から 2006 年の 1.1％に改善した。財政収支の改善はマ

クロ経済の安定に寄与した一方、内容的には歳出抑制に拠る部分が大きく、政府のサー

ビスレベルの低下、インフラ整備の遅れ、貧困層等への支援の未整備等の問題が残る。

長期的な経済成長、貧困削減のためには税収の拡大、歳出効率改善、投資環境の改善、

貧困層支援の拡充、等の一層の改革努力が必要である。 

(2)当該国における開発政策と本計画の位置づけ 

2006 年、フィリピン政府は中期開発計画（2004－2010）、フィリピン開発フォーラム

での議論等を踏まえ、世銀、ADB、日本と共に①マクロ経済および財政の安定、②ガバ

ナンスおよび反汚職、③投資環境およびインフラの改善、④社会開発の推進に向けた政

策アクションを開発政策支援計画(DPSP)として取りまとめ、同イニシアチブに対する支

援をドナーに要請した。年前半の食糧・燃料価格の高騰や年後半の世界的な金融・経済

危機による影響から 2008 年の GDP 成長率は 3.8%と後退（2007 年は 30 年来最高の

7.1％）したものの、本計画下で各種の政策アクションが取られたこともあり、財政赤字

の対 GDP 比は 0.9％、政府債務残高も対 GDP 比で 2003 年の 78%から 2008 年は 56%

に改善した。しかしながら、2008 年に発生した金融・経済危機を受け、政府は総額 3,300

億ペソ（約 70 億米ドル。うち政府予算約 35 億米ドル）に上る景気刺激策を発表し、全

体予算を 2009 年は 2008 年比で 8%増、2010 年は 17%増と大幅に増加させた。歳出拡

大によって景気の下支えが行われる一方、成長の減速や税収減を受け、財政赤字の対GDP

比が 2009 年に 3.2％、2010 年は 2.8％となる見込みである。本計画では開発政策支援と



併せて、フィリピン国による景気刺激策を促すための緊急財政支援を行い、同国の経済

回復に寄与するものである。 

(3)我が国及び JICA の援助方針と実績 

  日本政府の国別援助計画（2008 年）では、第 1 の課題である「雇用機会の創出に向け

た持続的経済成長」の中において、「マクロ経済の安定」、「財政改革」、「投資促進」、「グ

ッド・ガバナンス」を重点項目と位置付け、政策支援プログラムによる支援を含めた協

力について明記している。また JICA では、同様にこれらの分野を重視し、内国歳入局の

人材育成、税関制度の改善・人材育成等に係る技術協力を実施している。2009 月 3 月に

は本計画フェーズⅡに対し ADB との協調融資にて 92.93 億円（100 百万米ドル相当）を

供与した。 

(4)他の援助機関の対応 

ADB は DPSP のフェーズⅢ（250 百万米ドル）を 2009 年 9 月に承認。世銀も開発政

策借款（DPL）としてフィリピン政府と交渉中である。 

(5)計画の必要性 

本計画はフィリピン政府とドナーとの定期的な会合であるフィリピン開発フォーラム

で議論されてきたフィリピン政府が推進すべきアクションプランを踏まえており、JICA

は現地 ODA タスクフォース及び日本人商工会議所とも連携し、政策マトリクス策定へ貢

献した。フィリピンの最大のドナーであり、また最も重要な貿易・投資国の一つである

日本が本計画に参加し、同国政府の改革プログラムを引き続き支援するとともに、金融・

経済危機下における景気刺激策を、財政支援を通じて支えることは同国経済の回復にと

って極めて重要である。よって、本計画を円借款により支援する必要性、妥当性は高い。 

３．計画概要  
(1) 計画の目的 

本計画は、ADB と協調し、経済財政改革の継続及び我が国との政策対話の促進を図り、

フィリピンの経済財政改革を支援することにより、同国の①マクロ経済・財政の安定、

②公共支出管理におけるガバナンス向上と反汚職、③投資環境およびインフラ整備、④

社会開発の推進、に寄与するものである。 

また、このうち緊急財政支援円借款は、世界的な金融・経済危機の下、税収減等によ

り必要とされる内需拡大政策の実施が困難になっているフィリピンに対し、本計画の一

環として同国政府が進める経済刺激策を促すための財政支援を行うことにより、同国の

持続的な開発に寄与するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名：全国 

(3) 計画概要 

本計画では、目的達成のために、以下の施策を実施する。 

 



 

政策課題（大・中項目） 

①マクロ経済・財政の安定 

 財政改善 

 公的債務管理強化 

 徴税能力強化 

②公共支出管理におけるガバナンス向上と反汚職 

 公共支出管理改善 

 調達の効率性・透明性改善 

 反汚職 

③投資環境およびインフラ整備 

 投資法制度強化 

 公共インフラ事業の調整強化 

④社会開発の推進 

 社会開発事業・予算における貧困削減目的の明確化 

(4) 総計画額： 

円借款対象額： 

開発政策支援プログラム（Ⅲ）：92.20 億円（100 百万米ドル相当）（協調融資額：ADB     

250 百万米ドル） 

緊急財政円借款：138.30 億円（150 百万米ドル相当） 

(5) 計画実施スケジュール： 

 貸付実行は 2010 年 3 月を予定。本計画の対象期間は、2008 年 10 月から 2009 年 9 月末

（計 12 ヶ月間）。 

(6) 計画実施体制 

 1) 借入人：フィリピン共和国政府（The Government of the Republic of the Philippines） 

 2) 実施機関：財務省（Department of Finance） 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発： 

 1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本計画は、特段の環境影響が予見されないセクター（政策支

援・財政支援）であり、かつ「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライ

ン」（2002 年 4 月版）に掲げる影響を及ぼしやすい特性や影響を受けやすい地域に

該当しないため、カテゴリ C に該当する。 

 2) 貧困削減促進：本計画には、社会開発の推進による貧困層支援が含まれており、貧困

層削減の促進に資する。 

 3）社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等）： 

  本計画は、ミレニアム開発目標達成への取り組みの一環として社会保護プログラムを



念頭に条件付現金移転プログラムの拡充が含まれている。 

(8) 他ドナー等との連携：ADB との協調融資。 

(9) その他特記事項：投資環境整備、インフラの改善、ガバナンスの改善等により日本の民

間部門への裨益効果が期待される。 

4. 事業効果 

(1) 運用・効果指標 

指標名 基準値（2008 年実績値） 目標値（2009 年） 

【計画終了時】 

① マ ク ロ 経

済・財政の安定 

○政府財政収支の対 GDP 比：

-0.9% 

○政府債務残高の対 GDP 比：

56%  

○政府財政収支の対GDP比が 2012年

（注）に-1.0% 

○政府債務残高の対GDP比が 2012年

（注）までに 50%に削減 

②投資環境お

よびインフラ

整備 

○新規ビジネス立ち上げにかか

る日数：52 日 

○公共投資額の対 GDP 比：3.0%

○新規ビジネス立ち上げにかかる日数

が短縮される 

○公共投資額の対 GDP 比が 3.2～

4.2%まで増加する 

③社会開発の

推進 

○全予算に占める社会開発関連

予算：31％ 

○全予算に占める社会開発関連予算の

割合を 30％～32％までに維持 

 （注）本計画の第 1 及び第 2 期においては、中期開発計画（MTPDP（2004-2010））に基づき

財政均衡の目標年次を 2010 年としていたが、フィリピン政府は現下の経済環境に鑑み、今次第

3 期の期間中に目標年次を変更した。 

(2) 内部収益率：算出せず。 

5. 外部条件・リスクコントロール 

フィリピンを取り巻く経済環境の変化。 

6. 過去の類似案件の評価結果と本計画への教訓 

 協調融資案件においては、審査段階から監理まで、関係機関との綿密な情報交換を行うこ

とが重要であるとの教訓を得ている。これを踏まえ、本計画においては、協調融資機関であ

る ADB と密接に連携しつつ実施状況のモニタリングを行う予定である。 

7. 今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる指標 

 1) 政府財政収支の対 GDP 比 

 2）政府債務残高の対 GDP 比 

 3）新規ビジネス立ち上げにかかる日数 

 4）公共投資額の対 GDP 比 

 5）全予算に占める社会開発関連予算 

（2）今後の評価のタイミング： 計画終了後 

                以 上 


