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フィリピン 

幹線道路網整備事業（IV） 

 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 

笹尾 隆二郎 

1. 案件の概要 

 

プロジェクト位置図           事業道路（ボホール） 

 

1.1 事業の背景 
フィリピンにおいて道路網は 大の輸送手段であり、旅客輸送の約 9 割、貨物輸送

の約 5 割を道路交通網が担っている。道路網の基幹となる幹線国道及び 2 級国道は、

80 年代初頭まで道路延長の増加に集中的な投資が行われてきた結果、道路の機能性・

質的条件への配慮が二義的にならざるを得なかったため、未舗装の道路が多く（舗装

率：幹線国道 71％、2 級国道 47％（1999 年））、基幹道路として十分な機能が果たせて

いなかった。また、自然災害による損傷、緊急時の代替路不足により交通効率が阻害

される事態がしばしば発生していた。国内の人的・物的交流を促進し、地方道路圏の

活性化を支えるためにも、安全かつ効率的な幹線道路ネットワークの整備が早急に必

要となっていた。 

 

1.2 事業の概要 

主要幹線国道を構成する南北幹線道路・東西幹線道路・島嶼部周回道路を整備する

ことにより、人的・物的交流の促進および輸送の効率化・費用削減を図り、もって地

方経済の振興・活性化及び住民の福祉向上に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 15,384 百万円 ／ 15,251 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1999 年 12 月 ／ 1999 年 12 月 
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借款契約条件 本体：金利1.8 %、コンサルティング・サービス分：

金利0.75 %、 

返済30年（据置10年）、（但し、コンサルティン

グ・サービス分は40年（据置10年） 

一般アンタイド、 

（コンサルタントは二国間タイド） 

借入人／実施機関 フィリピン共和国政府／公共事業道路省 

貸付完了 2008 年 3 月 

本体契約 

 

Italian-Thai Development Public Company Limited 

（タイ）/Cavite Ideal International Construction & 

Development Corp. （フィリピン）/China Road and 

Bridge Corporation（中国）/C.M.Pancho Construction 

Inc.（フィリピン）/Hanjin Heavy Industries & 

Construction Co., Ltd.（韓国） 

コンサルタント契約 片平エンジニアリングインタ－ナショナル（日本）

／日本工営（日本）／Design Science Incorporated

（フィリピン）／Inter-Structure Systems, Inc.（フ

ィリピン）／Philipp’s Technical Consultants Corp（フ

ィリピン）／パシフィックコンサルタンツインタ

ーナショナル（日本）／（株）建設技術研究所（日

本）／Demcor Inc. （フィリピン）／Pertconsult 

International（フィリピン）／PKII Engineers（フィ

リピン）／Engineering and Development Corp. of the 

Philippines（EDCOP）（フィリピン）／Multi-Infra 

Konsult, Inc.（フィリピン） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）等（if any） 

フィリピン側が、「ボホール環状道路整備事業 I/P」

（1987 年 12 月）「幹線道路網整備事業（Ⅲ）I/P」

（96 年 10 月）「南レイテ幹線道路整備事業 F/S」

（97 年 1 月）「ナガ‐トレド道路整備事業 I/P」（98

年 10 月）「日比友好道路台風被害修復事業 I/P」（98

年 12 月）をそれぞれ作成 

関連事業（if any） 幹線道路網整備事業（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 笹尾 隆二郎（所属）アイ・シー・ネット株式会社 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間： 2010 年 1 月～2010 年 12 月 

 現地調査： 2010 年 3 月 17 日～4 月 10 日、2010 年 6 月 8 日～7 月 7 日、 

2010 年 9 月 5 日～9 月 18 日 

 

2.3 評価の制約 

 特になし 

 

3．評価結果（レーティング：B） 

3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時点におけるフィリピンの開発政策は、エストラーダ政権下で策定された「新

中期開発計画（1999 年～2004 年）」における運輸セクターの開発目標に示されてお

り、安全で信頼性のある運輸サービスの提供によりフィリピンの社会経済開発を支

えることである。これを達成する戦略として、（1）道路整備における政府関与の軽

減と民間セクター活用の推進、（2）適正な改修・維持管理を通じた既存インフラス

トラクチャーの質の改善、（3）競争市場を育成するための適正な法的枠組み・価格

政策の導入等が挙げられている。特に上記(2)の達成に向けた優先事項として、①幹

線国道の高規格化と道路網整備の地方分権化、②道路整備における利用者負担原則

の導入を掲げ、主として公共事業道路省（DPWH）の下、幹線国道の改修を順次行

うとともに、利用者負担原則に則った新たな財源の導入を検討し始めていた。 

本事業は、上記の「①幹線国道の高規格化」に該当する。 

 

また、事後評価時点では、「中期フィリピン開発計画（2004 年～2010 年）」におい

て交通インフラセクターにおける開発目標・戦略が以下の通り設定されている。 

・ 地方や遠隔地における貧困を緩和するために国内外の市場へのアクセスを改善

する 

・ 効率的な交通・商業を通じて紛争地域における平和と治安を強化する 

・ 国民の移動を速く、安く、安全にすることにより、国家の連帯、家族の絆、観

光を強化する 

・ マニラ首都圏のビジネスセンターと近隣の州のアクセスを効率的にする運輸ロ

ジスティクスシステムの構築で同首都圏の交通混雑を解消する 
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・ 低限の予算・債務で交通インフラを整備する 

上記のように事業実施後も交通網の整備の重要性は継続している。したがって、審

査時はもとより、事後評価時点の国家開発計画においても、依然として、幹線道路

網整備の重要性は衰えていない。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 審査時点では、本事業で対象となった 5 道路のいずれもが未舗装または簡易舗装で

あり、農産物等の流通の効率化や商・工業活動の活性化、さらには、観光開発など

の観点から道路整備（舗装）が必要となっていた。道路整備により、周辺地域の経

済振興、周辺住民への便益が期待されていた。 

  

また、事後評価時点で確認された主要な道路の舗装化率の変化は、以下のとおりで

ある。 

              表 1．主要な道路の舗装化率（単位：％） 

道路の種類 1992 年 2009 年

国道 50 75.15

- PCC（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装） 27 47.45

- AC（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） 23 27.70

- 砂利道 49 24.56

- 土道 1 0.29

州道 12 41.99

- PCC 3 36.00

- AC 9 5.99

- 砂利道 71 50.25

- 土道 17 6.26

出所：公共事業道路省 

 

国道・州道のいずれにおいても、この 20 年弱の間に舗装化率は大きく伸びている。 

また、交通通信省の陸上交通局の統計によると、フィリピンでの登録車両台数は、

2000 年の 3,701,173 台から 2008 年には、約 1.6 倍の 5,891,272 台にまで伸びている。

審査時点（1999 年）から事後評価時にかけての国道利用に関するニーズは大きか

ったものと思われる。 

 

さらに、以下の有効性で見られるように、本事業道路における車両の交通量も順調

に伸びている。 
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このように、審査時から現在に至るこれらの道路の改修に関するニーズは明らかで

ある。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

平成 11 年（1999 年）に出された JICA（旧 JBIC）「海外経済協力業務実施方針」（旧

JBIC）によれば、国別方針の対フィリピンの項目に以下のように記載されている。

「同国の持続的な成長のための経済体質の強化及び成長制約的要因の貧困緩和と

地方間格差の是正、防災を含む環境保全対策に資する支援、人材育成・制度造り等

への支援を重点とする。」 

本事業は、「成長制約的要因の貧困緩和と地方間格差の是正」に関連している。 

 

また、JICA 資料によれば、JICA（旧 JBIC）は、フィリピンの持続的な成長を確保

するため、経済発展のボトルネックを解消するべく運輸分野等の経済インフラの整

備を支援していく方針を持っていた。特に幹線道路網の整備については、それまで

も日比友好道路関連事業を始めとして、フィリピンの南北に長い国土構造に配慮し

た南北幹線道路網整備に注力しており、今後は国土のバランスある発展のため、南

北に加えて、東西を連結する幹線道路、島嶼部の周回道路の整備も行っていく方針

であった。 

 

審査時点では、上記のような JICA の方針が本事業を推進する根拠となっており、

本事業と日本の援助政策との整合性は高い。 

 

以上より、本事業の実施はフィリピンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と

十分に合致しており、妥当性は高い。 
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3.2 効率性（レーティング：c） 

3.2.1 アウトプット 

本事業で整備された道路の位置を以下に示す。 

 

         図 1．本事業で整備された幹線道路の位置 

 

細かな変更はあるものの、全体的には、当初予定したアウトプットが実現されてい

る。これらの変更は、安全上の理由によるものや審査時になかった問題への対処、

排水設備の追加などいずれも必要性・重要性のある変更であり、事業目的の実現に

資するものである。 

表 2．計画と実績のアウトプットの比較 

計画 実績 差異とその理由 

1. カタンドアネス島周回道

路：道路・橋梁等の整備（約

63km） 

・コドン-ビガ間（約 63km）お

よび周回道路沿いの損傷橋梁

の修復（全長計約 545m）、PCCP

道 路 ・ 橋 梁 等 の 整 備

（43.11km） 

・コドン-ビガ間および周回

道路沿いの損傷橋梁の修

復（全長計 397m、計 5 橋）、

PCCP 工法を活用 

道路の全長が短縮されて

いるが、これは、安全上の

理由で道路のルートをよ

り山側に接近させて再設

定したためである。 
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工法(Portland Cement Concrete、

コンクリート舗装)を活用 

2. ボホール島周回道路：道路

等の整備（約 136km） 

・カラペ-ロアイ間（約 67km） 

・ロアイ-カンディハイ間（約

69km） 

総延長は同じであるが、道

路区分の表記が以下の通

り、計画と異なっている。

・カラペ-バレンシア間（約

84km） 

・カンジジャイ-バレンシア

間（約 52km） 

一部でスコープの追加（排

水施設）があり、また工法

的 に は 、 予 定 さ れ た

ACP(Asphalt Concrete、アス

ファルト舗装 )ではなく、

PCCP が採用された部分が

ある。 

スコープの変更箇所はほ

とんどないが、一部分で当

初想定されていない道路

脇 の 排 水 施 設 の 整 備

（Tagbilaran 市内）が追加

された。また、工法的には、

予定された ACP ではな

く、PCCP が採用された部

分がある。 

上記の排水施設の整備は、

市長からの強い要望があ

ったものである。また、

PCCP の採用は、PCCP のほ

うがより丈夫であり、維持

管理的にも安くつくため

であった。 

3. 南レイテ幹線道路：道路・

橋梁等の整備（約 136km） 

・ヒマヤンガン -シラゴ（約

61km） 

・シラゴ-アブヨグ（約 38km） 

・リロアン-サンリカルド（約

37km） 

全 3 パッケージの道路の総

延長は、129.12km であり、

左記の当初計画よりも若

干短い。橋梁の建設・補修

は、予定通りである。なお、

台風や地震による損害へ

の対応のため、左の 3 区間

のそれぞれで当初計画に

ないスコープが加えられ

ている。 

ヒマヤンガン-シラゴ：審査

時点から着工までの間に

発生した地震により損害

を受けた４つのアプロー

チ道路が補修された。市長

の要請で San Juanにおいて

排水施設が整備された。予

算不足で未完成であった

い わ ゆ る 英 国 橋 （ UK 

bridges）が補修された。

Guinsaugonn という場所で

の地滑り災害に際し、人命

救助のため工事用機材が

使用された。 

シラゴ-アブヨグ：当初想定

した工法に不適切な土質

の判明による設計変更が

あった。 

リロアン-サンリカルド：着
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工直前の洪水による被害

のため、設計変更があっ

た。 

4. ナガ-トレド道路：道路・橋

梁等の整備（約 37km） 

・ナガ-トレド間（約 37km） 

予定通り実施されている。  

5. 日比ダルトンパス区間：道

路損傷部分の修復（約 0.9km） 

道路の長さは同じ。 

当初予定のスコープに加

え、以下の工事が実施され

た。 

・ 新 た に 発 生 し た 台 風

“Feria” “Harurot”の被害へ

の対応のための舗装 

・審査時点以降の道路の劣

化に対応するための補強

措置 

 

左記の通り。 

なお、コンサルタントの人月（M/M）は、天候不順による工事の長期化と台風の

損害による追加工事への対応、スコープの変更などにより、当初計画の数字より

も増加している。 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

本事業では、L/A（Loan Agreement、借款契約）調印(1999 年 9 月)から土木工事完

成（2004 年 9 月）までに 5 年 1 か月を予定したが、実際には、L/A 調印は 1999

年 12 月であり、土木工事全体は、2007 年 11 月に終了した。すなわち、事業期間

は、予定 61 ヵ月のところ、実績 96 ヵ月であり、計画比 157.3%と計画を大幅に上

回った。 

 

個別の遅延要因は、以下の通り。 

①カタンドアネス島周回道路 

フィリピン政府の資金の不足により、コントラクターの選定に時間がかかり、天

候不順と治安問題（機材が破壊される行為があった）により大幅に工期が遅れた。 

 

②ボホール島周回道路 

Loay-Loon-Calape 区間で当初予定 18 ヵ月のところ、41 ヵ月かかっており、

Candijay-Duero-Valencia 区間で当初予定 18 ヵ月のところ、32 ヵ月かかっている。
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本道路では、特に人口密集地での用地の取得に時間がかかっており、それは、特

に Loay-Loon-Calape 区間で顕著である。 

 

③南レイテ幹線道路 

対象の 3 区間のいずれにおいても、当初予定した建設期間（18-19 ヵ月）を 20 ヵ

月程度超過している。主な遅延要因は、「天候不順による作業の遅れ」「設計変更」

「スコープ変更に伴う工事の代金支払の遅れ」等であり、特に「天候不順による

作業の遅れ」が も影響した要因である。こうした遅延要因に対し、実施機関は、

建設業者に多量の機材の投入による作業の促進を求めたが、天候不順は外部要因

のため、対応には限界があったと思われる。 

 

④ナガ-トレド道路 

政府の財政危機によりコントラクターへの支払いが遅れたため、工期が延長され

たのが主な遅延の原因である。建設作業そのものの遅れはほとんどない。 

 

⑤日比ダルトンパス区間 

本サブ・プロジェクトでも財政難による資金不足が建設の遅れが生じた。また、

台風によるサイトへの損害に対応するため、当初予定外の作業が発生した。 

 

3.2.2.2 事業費 

事業費の当初計画は、外貨 10,872 百万円、内貨 2,517 百万ペソ（7,551 百万円＊）

の合計 18,423 百万円であった。上記 18,423 百万円のうち 15,384 百万円が円借款

によるもので、残額の 3,039 百万円分は、フィリピン政府予算にて手当てされる

予定であった。 

＊為替レートは、1 ペソ＝3 円（1999 年 1 月時点） 

 

事業の実績は、外貨 7,749 百万円、内貨 5,151 百万ペソ（11,282 百万円＊）の合計

19,031 百万円であり、19,031 百万円のうち 15,251 百万円が円借款によるもので、

残額の 3,780 百万円分は、フィリピン政府予算にて手当てされた。 

＊為替レートは、1 ペソ＝2.1902 円（プロジェクト期間中の加重平均値） 

 

円貨で見た場合の事業費実績の計画比は 103.3％であり、計画を若干上回っている。

参考までにペソで見た場合には、支出合計額は、当初の 6,141 百万ペソに対する

8,689 百万ペソで 41％の支出超過となる。 

 

サブ・プロジェクト別に見ても、ペソ貨では工事費・コンサルティング費いずれ

も当初予算をかなり超過している。コスト増の要因をまとめると、以下の通りで
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ある。 

 
サイト（道路） コスト増加の要因 

カタンドアネス島周回道路 追加的な掘削作業や新たに見

つかった岩石の除去作業によ

る工費の増加 

ボホール島周回道路 当 初 想 定 し て い な か っ た

PCCP 工法の採用、タグビララ

ン市内における当初予定外の

排水設備の設置による工費の

増加 

南レイテ幹線道路 サイトの実査にもとづく計画

変更、ルート変更、材料費の

増加等 

ナガ-トレド道路 道路特定部分に関する追加調

査のためのコンサルティング

費の増加 

日比ダルトンパス区間 台風による対象道路への損

害、部分的な工法の変更 

 

なお、上記は主に工費増の要因であるが、上に記したような工期の延長によりコ

ンサルティング費も増加している。 

 

以上より、本事業は事業期間が計画を大幅に上回り、事業費が計画を若干上回っ

たため、効率性は低い。 

 

3.3 有効性（レーティング：a） 

3.3.1 定量的効果 

 3.3.1.1 運用・効果指標 

本事業道路の年平均交通量の推移は、以下の通りであり、審査時の予測値と比較

しても全体的に順調に増加している。 

 

             表 3. 年平均日交通量          単位：台 

道路 事業前 
審査時予測値

（2005 年） 

事業後 

（2009 年） 

1.カタンドアネス島周回道路  

San Andres - Virac 1,332 

(1990 年)

2,006

Virac - Jct. Bato 1,393 3,476

4,334 
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(1990)

San Miguel - Summit 257 

(1990)

339

Summit - Viga 341 

(1990)

429

2-1.ボホール島周回道路

(Calape- Tagbilaran) 

1,081 

(1990)

4,543 4,780 

2-2.ボホール島周回道路

(Candijay-Jagna Valencia) 

524 

(1995)

2,005 4,320 

3-1.南レイテ幹線道路 

(Himayangan-Abuyog) 

852 

(1996)

3,193 718* 

3-2.南レイテ幹線道路 

(Liloan-San Ricardo) 

617 

(1996)

1,565 956 

4.ナガ-トレド道路 2,376 

(1998)

6,360 16,991 

5.日比ダルトンパス区間 936 

(1981)

2,017 3,730 

出所：DPWH 
＊ 交通量の計測方法や地点において審査時と事後評価時での相違があったものと思われる。 

 

走行費節減効果・所要時間短縮効果 

 

実施機関より入手したデータに基づき算出したところ、以下のような便益が生じ

たと推定される（数値は、20 年間にわたる走行費削減効果および所要時間短縮効

果の正味現在価値である）。 

表 4. 本事業により生じた便益（推定）    単位：ペソ 

道路 
走行費 

節減効果 

所要時間

短縮効果
合計 

1.カタンドアネス島周回道路 1,405,578 918,599 2,324,178 

2.ボホール島周回道路 4,254,405 1,855,787 6,110,192 

3.南レイテ幹線道路 1,606,771 2,216,111 3,822,882 

4.ナガ-トレド道路 2,929,072 1,363,618 4,292,690 

5.日比ダルトンパス区間 756,698 413,379 1,170,077 
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 3.3.1.2 内部収益率の分析結果1 

以下の前提に基づき計算された本事業の経済的内部収益率（EIRR）は次のとおり

であり、全体的には、審査時に想定したような EIRR が算出され、経済的な収益

性があると推定される。 

（前提） 

・プロジェクトライフ： 20 年 

・費用： 事業費 

・便益： 走行費用の節減、維持管理費用の節減等 

                                 

                              表 5．EIRR の事前事後比較表         単位：％ 
 審査時の

EIRR 
事後評価時の

EIRR*1 
差異分析*2 

1. カタンドアネス島周

回道路 24.4 20.81  

2. ボホール島周回道路 34.0 33.74  

3-1. 南レイテ幹線道路

（ヒマヤンガン -アブヨ

グ間） 
27.9 16.51 

サイトの実査にもとづく計

画変更、ルート変更、材料費

の増加等により事業コスト

が予定約 1,203百万ペソに対

し実績が約 2,045百万ペソで

あったため、事後的な EIRR
が下がっている。 

3-2. 南レイテ幹線道路

（リロアン -サンリカル

ド間） 
17.4 14.19  

4. ナガ-トレド道路 36.9 41.13  

5. 日比ダルトンパス区間 33.6 24.64 

台風による対象道路への損

害、部分的な工法の変更等に

より、事業コストが予定約

391 百万ペソに対し実績が

約 598 百万ペソであったた

め、事後的な EIRR が下がっ

ている。 
＊1．事業費・便益ともに実績値を活用している。 
＊2．差が 5％以上の場合に実施した。 

 

3.3.2 定性的効果 

ボホールと南レイテの 2 ヵ所で、本事業の影響に関する受益者調査（居住者・

通行者）を実施した2。以下の受益者調査の結果を見ても、所要時間の短縮、物

                                                  
1 本事業は、通行料金を徴収しない収益性のない案件であるため、財務的内部収益率（FIRR）は算

出しない。 
2 全てのプロジェクト・サイトで受益者調査を行うことはできなかったため、州ごとのサブ・プロ

ジェクトの予算規模（大きいものを優先）、地理的な分布（あまり近接したサイトを選ばない）、セ

キュリティ（調査実施にあたってセキュリティ上問題がない）等の基準により慎重に受益者調査の
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品（主に農産物）の出荷量の増加、各種アクセスの改善などの直接的な便益が

確認されている。 

 

居住者の回答者の総数は、360 人であり、彼らは本事業道路の沿道や近隣に住む

住民である。回答者は、男女がほぼ半々であり、事業者（商店経営者など）・農

家・肉体労働者・公務員・定職なし／主婦等が主な職種である。彼らの 7 割以

上（267 人）が毎日プロジェクトで整備した道路を通行している。 

 

本事業の直接的な便益に関する以下のような回答があった。 

・ 本事業は物品（主に農産物）の出荷量の増加をもたらした（全体の 7 割を超

える 257 人）。 

・ 農産物・商品の出荷範囲が遠くまで広がった、また、農産物・商品の収穫・

生産地がより遠くまで広がった。（前者は、全体の 7 割近い回答、後者も 5 割

以上の回答）。 

・ 所要時間の短縮が実現された。（全体の 9 割以上の 330 人の回答、またそのう

ちの約 7 割に該当する 228 人は、以前の 1 時間の所要時間が 15 分以上短縮さ

れたと回答。） 

・ 以下のような割合でアクセスの改善が指摘されている。 

目的地 
アクセスが改善したとする

回答者割合（%） 

市場・商店 89.7 

社会サービス（学校など） 74.2 

病院 67.8 

役所 50.8 

NGO 事務所 31.1 

その他 4.4 

 

通行者の回答者の総数は、75 人であり、運転手・事業者（商店経営者など）・農

家等が主な職種である。彼らの 8 割以上（63 人）が毎日プロジェクトで整備し

た道路を通行している。 
 
本事業の直接的な便益に関する以下のような回答があった。 
・ 本事業は物品（主に農産物）の出荷量の増加をもたらした（全体の 8 割を超

える 65 人）。 
・ 本事業による交通の円滑化がより遠くへの物品の流通、あるいは遠くからの

物品の流通に貢献した（前者は、全体の 6 割を超える回答、後者も 5 割以上

                                                                                                                                                  
サイトを選定した。 
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の回答）。 

・ 所要時間の短縮が実現された。（全体の 9 割以上の 68 人の回答、またそのう

ちの約 6 割に該当する 39 人は、以前の 1 時間の所要時間が 15 分以上短縮さ

れたと回答。） 

・ 以下のような割合でアクセスの改善が指摘されている。 

目的地 
アクセスが改善したとする

回答者割合（％） 

市場・商店 80.0 

社会サービス（学校など） 61.4 

病院 57.3 

役所 49.3 

NGO 事務所 29.3 

その他 1.3 

 
以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 
3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

①� ボホール島周回道路 

ボホール島周回道路によるボホール地域へのインパクトに関する指標の状況は、以

下のとおり。なお、工事の完了時期は、2007 年 7 月である。 

 

                 表 6．ボホール地域へのインパクトに関する指標 

指標 2006 2007 2008 2009 

穀類の生産高 

（M.T.= Metric tons=1

トン） 

464,658 509,194 581,194 632,906 

畜産生産高（M.T.） 28,749 30,994 32,635

（暫定）

- 

商工業登録事業所数 1,547 1,554 1,724 1,426 

（11 月 6 日 

登録分まで） 

旅行業者新規登録数 5 7 7 3 

観光客数 418,030 531,812 567,174 - 

出所：貿易産業省、ボホール観光事務所、ボホール投資促進センター、タグビララン市農業統計 

農業・観光という 2 大産業に関しては、プロジェクト前後に指標の改善がみられる。 
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以下の関係者聞き取り結果にも見られるように、これらの指標の改善には本事業に

よる道路状況の改善も一定の貢献をしているものと思われる。農業に関しては、受

益者（居住者）調査の結果も上記を裏付けている。（居住者の回答者の総数は、180

人であり、彼らは本事業道路の沿道や近隣に住む住民である。調査結果の詳細は、

添付資料に示す。）すなわち、受益者の 6 割程度が農産物・商品の出荷量は増えた

と回答した。また、「農産物・商品の出荷範囲が遠くまで広がったか」との設問に

対し 6 割強、「農産物・商品の収穫・生産地がより遠くまで広がったか」との設問

に対し 4 割弱の受益者がはいと回答している。 

 

また、受益者に対する調査では、3 割近くが「新たな就業機会を得た」、7 割近くが

「収入が増加した」と答えている。環境面でも改善したとの回答が多い。 

 

農業関係者によれば、近年の農業生産高の増大の背景には、道路整備による物流条

件の改善と近隣のダム建設による灌漑の整備が大きな要因だとのことである。また、

ボホール観光事務所でも道路の整備が観光地へのアクセスを改善したため、観光の

促進に与えた影響は大きいだろうとの説明があった。 

以下のボホール州の地図に本事業道路の位置を示す。 

 

図 2．ボホール州における事業道路の位置（太線） 
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その他の聞き取り調査の要約は、以下のとおり。 

・ タグビララン市土木課：各所へのアクセスが良くなったため、市民の満足度は

大きい。 

・ タグビララン市内の 大のバランガイ3の町長：道路の表面が滑らかになり交通

が快適になり、各所へのアクセスが非常によくなった。 

・ タグビララン市内の生活協同組合、一般企業（バス会社・旅行業者・青果商）：

交通の便が良くなり、便益を享受していると。 

・ タグビララン市警察署：事業道路での交通事故の件数は増えている。しかしな

がら、事故の大半は、スピードの出しすぎによるバイクの事故である。 

・ バレンシア市土木課：交通がスムーズになり、埃も舞わないため、市民は満足

している。 

 

② 南レイテ幹線道路 

南レイテ幹線道路によるインパクトに関する指標の状況は、以下のとおり。なお、

工事の完了時期は、2007 年 10 月である。 

 

              表 7．南レイテへのインパクトに関する指標 

指標 2005 2006 2007 2008 

南レイテ州の農産物生

産高：バナナ 

（M.T.= Metric tons） 

50,564 52,593 59,875 67,935 

南レイテ州の農産物生

産高：米（M.T.） 
82,451 84,413 86,902 99,934 

南レイテ州の農産物生

産高：とうもろこし 

（M.T.） 

5,792 6,670 6,831 7,665 

登録事業所数 589 1,047 1,027 不明 

観光客数 5,506 5,162 61,127 44,833 

出所：貿易産業省、観光省、タクロバン農業統計事務所 

 

南レイテの農業生産は、複数の品目で 2005 年以降順調に増加している。本事業が

完成した 2007 年以降の伸びも著しいが、タクロバン農業統計事務所によれば、こ

うした農業の発展は、地方政府による農家支援によるところが大きいとのことであ

                                                  
3 フィリピンにおける地方自治体の単位は、州、市・町、バランガイで構成されており、バランガ

イは 少の行政単位である。 
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った。 

ただし、農家が回答者の半分を占める受益者調査の結果を合わせて考えると、本事

業もこうした指標に一定の貢献をしているものと思われる。（居住者の回答者の総

数は、180 人であり、彼らは本事業道路の沿道や近隣に住む住民である。調査結果

の詳細は、添付資料に示す。）すなわち、受益者の 8 割以上が農産物・商品の出荷

量は増えたと回答した。また、「農産物・商品の出荷範囲が遠くまで広がったか」

との設問に対し 7 割強、「農産物・商品の収穫・生産地がより遠くまで広がったか」

との設問に対し 7 割弱の受益者がはいと回答している。 

さらに、受益者に対する調査では、4 割以上が「新たな就業機会を得た」、7 割以上

が「収入が増加した」と答えている。環境面でも改善したとの回答が多い。 

 

また、南レイテへの観光客数も工事の終了時期と前後して激増しており、本事業も

一定の貢献はしているようである。観光省の地域事務所の職員によると、本事業道

路の整備とアガスアガス橋の整備とが近年の観光客の増加に貢献した。本事業道路

との関連では、観光客がタクロバン空港から南レイテの観光地（Sagod Area）に移

動するために本事業道路を利用しているとのことである。 

その他の聞き取り調査の要約は、以下のとおり。 

・ アブヨグ市土木課：本事業は多大な便益をもたらしている。具体的には、アブ

ヨグ・シラゴ間の交通の改善（以前は山岳地で通れなかった）、農地へのアクセ

スが改善、シラゴからの農産品輸送の改善、道路沿いの宅地開発、居住者の道

路に関する満足度の改善等々。 

・ アブヨグ市警察署：交通の便は増大したが、事故も増えているように感ずる。 

・ アブヨグ市内のバランガイの町長：近隣の土地への交通の便が改善した。 

・ アブヨグ市内のバス会社・旅行業者・青果商：バス会社は、本事業道路のルー

トのバス事業は、便数・乗客数ともに拡大した。旅行業者では、明確な便益は

確認できず、青果商は、主にマニラ・ダバオ・セブから商品を取り寄せるため、

特に本事業の便益はないとのことであった。 
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以下の南レイテ州の地図に本事業道路の位置を示す。 

 
         図 3．南レイテ州における事業道路の位置（太線） 

 
③ その他事業地域の経済指標 

ボホールと南レイテを除く 3 州4の「米・とうもろこし」の生産高の合計の推移は

以下の通りである。ボホールと南レイテ以外の本事業の完成時期は、日比ダルトン

パス区間が 2003 年、カタンドアネス島周回道路・ナガ-トレド道路が 2007 年であ

るが、上記の交通量の増加や受益者調査の結果をみると、本事業全体としても農業

生産に一定の貢献があったことが推察される。 

 

 

 

                                                  
4 他の事業道路の所属している州。 
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               表 8．ボホールと南レイテを除く 3 州の農業指標 

 2005 2006 2007 2008 2009 

米（千トン） 251 270 277 286 285 

年成長率

（％） 2.2 7.80 2.35 3.33 -0.12 

とうもろこ

し（千トン） 141 160 155 150 168 

年成長率

（％） -11.28 13.46 -3.11 -3.63 12.42 

出所：Bureau of Agricultural Statistics website (www.bas.gov.ph) 

 
3.4.2 その他、正負のインパクト 

① 自然環境へのインパクト 

環境適合証明書（Environmental Compliance Certificate, ECC）は事前に取得されてい

る。環境・天然資源省により実施された環境アセスメントにより、負のインパクト

は 小限に抑制されている。 

具体的な例は、以下のとおり（ボホール）。 

・掘削された土砂の量のコントロール 

・掘削された土砂の適切な処分 

・木々の伐採の制限 

また、ボホールと南レイテでの環境チェックリスト（審査時に使われたものと同じ）

を用いた実施機関への聞き取りでも特に大きな問題は見られなかった5。 

 

② 住民移転・用地取得 

用地取得は南レイテ幹線道路などで行われたが、影響を受けた建築物・不動産に対

する補償は、州の査定委員会（Provincial appraisal committee）により適正に行われ

た。税金の申告の際に用いられる土地の基準価格で査定がされており、住民との交

渉に時間はかかっているが、特に紛争や裁判にはなっていない。ただ、本事業のう

ち「ボホール島周回道路」においては、特に人口密集地での用地の取得に時間がか

かっており、一部区間で当初予定 18 ヵ月のところ、41 ヵ月費やしている。このよ

うな用地取得の長期化は工事の遅延の大きな要因であるので、今後は、工事の着工

以前に用地取得を済ませることが望ましい。なお、全体のごく一部分では、家屋の

移転もあったようだが、特に問題は指摘されていない（実施機関・受益者調査）。 

 

 
                                                  
5 上述の受益者調査の結果を見ても、大気汚染や騒音の面では、事業後に状況が改善したとの意見

が多い（大気の質が改善したと回答した人は、全体の 73.6％、騒音の低減を回答した人は、51.4％）。 
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③  その他正負のインパクト 

負のインパクトは特に見られなかった6。 
 

インパクトを精査できたのは、5 つの事業道路のうちボホール島周回道路と南レイテ

幹線道路を含む 2 地域であるが、各事業サイトを含む地域の経済統計に見られる指

標の改善やそれを裏付ける受益者調査結果、また多様な関係者への聞き取り調査の

分析結果から、本事業が当初目指したようなインパクト（地方経済の振興・活性化

及び住民の福祉向上）がかなりの程度発現したと推察できる。自然環境等への負の

インパクトは特に見られない。 

上記の交通量の指標や EIRR の数字から見て、残りの 3 事業道路についても、同様の

インパクトが発現したことが推察される。 

 

3.5 持続性（レーティング：a） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

事業完成後の維持管理は、DPWH の地域事務所（Regional Office）が責任を担う

予定であり、実際の維持管理作業は、地域事務所の監督下にある地方事務所

（District Office）が、直営もしくは請負契約にて実施することとなっていた。南

レイテを除く本事業で整備された道路は、上記の予定のとおり、地方事務所によ

り維持管理されている（ボホール、ナガ・トレド、カタンドアネス、ダルトン・

パス）。ただし、南レイテでは、まだ道路の監督権限が中央の PMO（プロジェク

ト・マネジメント・オフィス）から地域事務所・地方事務所に移管されていない。

中央の PMO 事務所でも確認したところ、道路工事の完成後、地域事務所・地方

事務所に文書で明確に維持管理責任の移管が行われていないことが判明した7。 

道路の維持管理に万全を期すには、早急な責任の移管が望まれる。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

一般的な道路の維持管理方法は、以下のとおりである。 

（日常的維持管理） 

・雑草の管理 

・橋梁の清掃 

・未舗装の路肩の整備 

・くぼみの補正 

・側溝の清掃 
                                                  
6 受益者質問票調査の結果でも負のインパクトはほとんど指摘されていない。 
7 PMO の職員（Director, Assistant Director, staff）によれば、工事の完成後一定時期が経過した後、

維持管理責任は移管されているはずだとのことであった。しかしながら、PMO の総務課で確認した

ところ、それを明記する文書は残っておらず、実施機関より示された文書は、”Certificate of 
acceptance”のみである。これは施設に瑕疵がなく施工業者から施設を受け入れる旨の文書であり、

維持管理責任移管の証明にはならない。 
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・災害時に備えての盛り土工事 

 

（定期的／特別維持管理） 

・道路上の道標付け 

・橋梁の補修、盛り土工事 

 

聞き取り調査・質問票回答によれば、職員は発生する問題に自力で十分に対処で

きており、職員の技術レベルには特に問題ないと思われる。職員の数もほぼ充足

しており、職員の定着率も高い。道路の維持管理には、以下のようなマニュアル

が使われており、維持管理方法は DPWH 内で標準化されている。 

- 道路工事安全マニュアル（ROAD WORKS SAFETY MANUAL） 

- 高速道路安全設計基準（HIGHWAY SAFETY DESIGN STANDARDS） 

- 委託による維持管理マニュアル（MAINTENANCE BY CONTRACT MANUAL）、

第 3 版（1991 年 10 月） 

なお、職員に対する研修が、地域事務所のイニシャティブで定期的に行われてい

る。 

 

以上により、運営・維持管理の技術面では特に問題ないものと思われる。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

近年の DPWH 全体の道路維持管理予算の推移は、以下の通りであり、毎年一定額

の維持管理予算が確保されている。 

 

               表 9．DPWH 全体の道路維持管理予算  単位：百万ペソ 

年度 
定常的道路

維持管理 

路肩の定常的

維持管理 

予防的 

維持管理 

国道総延長 

(km) 

2007*1 2,021 1,750 7,300 29,968 

2008*2 4,021 1,850 6,690 30,224 

2009 3,500 2,020 7,300 30,594 
出所：Bureau of Maintenance, DPWH 
＊1： 2007 年には、特別道路安全基金として、約 7 億 2,000 万ペソも計上されている。 
＊2： 2008 年には、道路安全事業費として、約 6 億 6,300 万ペソも計上されている。 
 

本事業では、各道路とも毎年一定水準の維持管理費が支出されている。 

ボホール地方事務所では、維持管理に必要な 低限の規模は確保されているが、

執行状況が安定しておらず次の予算交付がいつあるかが事前にわからないため、

資金繰りが非常に難しいという問題をかかえていた。 
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各事務所からの回答をみると、維持管理予算は必ずしも充足していないが、深刻

な状況であるとまでは言えない。なお、ボホールでの 1 地方事務所の予算のタイ

ムリーな交付についての要望は、対応が望まれる。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

実施機関による質問票への回答や調査団員・現地調査補助員8の目視によれば、全

体的に概ね良好な状態にある。調査団員が実査した 2 地点の状況は以下の通り。 

 

（ボホール） 

ごく一部分にひび割れが生じているが近いうちに補修される予定である。それ以

外は、全体的に特に問題なく利用されている。 

 

（南レイテ） 

特に問題はない。 

 

なお、上述の受益者調査によれば、回答者全体の 88％にあたる 316 人が道路の維

持管理状態に満足している。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに概ね問題なく、本事

業によって発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業は、審査時点・終了時評価時点の両方において相手国の開発政策との整合性

が高く、開発ニーズとの整合性および日本の援助政策との整合性も高いため、妥当性が高い。

アウトプットは当初予定したものが実現されたものの、事業期間が計画を大幅に上回り、事

業費も計画を若干上回ったため、効率性は低い。運用・効果指標や内部収益率で見た

有効性は高くインパクトも発現している。本事業の維持管理は体制、技術、財務状況

ともに概ね問題なく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。 

以上より、本事業の評価は、（B）高いといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

南レイテでは、まだ道路の監督権限が地域・地方事務所に移管されていないため（現

地調査時点）、道路の維持管理に万全を期すために早急に責任を移管すべきである。 

                                                  
8 現地調査補助員は、調査団員の調査に同行すると共に「日比ダルトンパス区間」を実査した。 
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ボホールでは、地方事務所に対しては予算を遅滞なく交付するかもしくは、交付時

期を事前に知らせることが望ましい 

 

 4.2.2 JICA への提言 

 特になし 

 
4.3 教訓 

本事業のうち、ボホールでの道路用地取得の長期化は工事の遅延の大きな要因とな

った。これは、単に用地取得の次工程である工事の着工がずれこんだのみならず、用

地取得と工事が同時期に行われるとどうしても工事の進捗に影響を及ぼすことを意味

する。この場合、人口密集地であったために、用地取得に時間がかかっているが、今

後は、工事対象地の人口規模を考慮して人口密集地では用地取得に十分な時間を見積

もるなどして、工事の着工以前に用地取得を済ませるべきであろう。 

 
以上  
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添付資料：受益者調査結果のまとめ  

 

1．ボホールで行われた受益者調査（居住者・通行者）の本事業のインパクトに関す

る結果は、以下のとおり。 

 

居住者の回答者の総数は、180 人であり、彼らは本事業道路の沿道や近隣に住む住民

である。回答者は、男女がほぼ半々であり、事業者（商店経営者など）・公務員・農

家・肉体労働者・特定の職なし／主婦等が主な職種である。彼らの 8 割が毎日この

道路を通行している。 

 

本事業のインパクトに関する具体的な回答は以下の通り。 

1. 就業機会：本事業後に新たな就業機会を得たか: はい（27.8%）、いいえ（58.3%）、

無回答（13.9%） 

2. 収入の変化：世帯の収入が本事業後に増加したか：はい（68.9%）、いいえ

（23.9%）、無回答（7.2%） 

3. 農産物・商品の出荷量は増えたか：はい（60.6%）、いいえ（7.8%）、不明（31.7%） 

4. 農産物・商品の出荷範囲が遠くまで広がったか：はい（63.3%）、いいえ（7.2%）、

不明（29.4%） 

5. 農産物・商品の収穫・生産地がより遠くまで広がったか：はい（37.2%）、い

いえ（8.9%）、不明（53.9%） 

6. 交通事故数の変化：増加（56.1%）、減少（34.4%）、不明（9.4%） 

7. 事業の所有地・家屋への影響：影響あり（26.1%） 

8. 工事後環境の変化（主要な項目のみ抜粋、回答者割合：％） 

項目 悪化 不変 改善 

大気 3.9 25.6 70.6 

騒音 9.4 51.7 38.9 

水質 0.6 62.2 37.2 

9. プロジェクトの便益に対する総合評価 

項目 回答者割合（%）

非常に良い 7.2 

良い 57.8 

ふつう 18.3 

やや悪い 4.4 

とても悪い 0.6 

無回答 11.7 
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通行者の回答者の総数は、36 人であり、回答者の 75%が毎日この道路を通行してい

る。 

 

本事業のインパクトに関する具体的な回答は以下の通り。  

1. 農産物・商品の出荷量は増えたか：はい（86.1%）、いいえ（5.6%）、不明（8.3%） 

2. 農産物・商品の出荷範囲が遠くまで広がったか：はい（61.1%）、いいえ（2.8%）、

不明（36.1%） 

3. 農産物・商品の収穫・生産地がより遠くまで広がったか：はい（30.6%）、い

いえ（5.6%）、不明（63.9%） 

4. 交通事故数の変化：増加（44.4%）、減少（44.4%）、不明（11.1%） 

5. プロジェクトの便益に対する総合評価 

項目 回答者割合（%）

非常に良い 5.6 

良い 75.6 

ふつう 8.3 

やや悪い 2.8 

とても悪い 0 

無回答 8.3 

 

2．南レイテで行われた受益者調査（居住者・通行者）の本事業のインパクトに関す

る結果は、以下のとおり。 

 

居住者の回答者の総数は、180 人であり、彼らは本事業道路の沿道や近隣に住む住民

である。回答者は、男女がほぼ半々であり、農家・事業者（商店経営者など）・公務

員・肉体労働者等が主な職種である。彼らの 7 割近く（68.3%）が毎日この道路を通

行している。 

 

本事業のインパクトに関する具体的な回答は以下の通り。 

1. 就業機会：本事業後に新たな就業機会を得たか: はい（42.2%）、いいえ（41.7%）、

無回答（16.1%） 

2. 収入の変化：世帯の収入が本事業後に増加したか：はい（74.4%）、いいえ

（17.8%）、無回答（7.8%） 

3. 農産物・商品の出荷量は増えたか：はい（82.2%）、いいえ（2.8%）、不明（15.0%） 

4. 農産物・商品の出荷範囲が遠くまで広がったか：はい（73.3%）、いいえ（5.6%）、

不明（21.1%） 

5. 農産物・商品の収穫・生産地がより遠くまで広がったか：はい（68.9%）、い

いえ（6.7%）、不明（24.4%） 
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6. 交通事故数の変化：増加（78.9%）、減少（11.1%）、不明（10.0%） 

7. 事業の所有地・家屋への影響：影響あり（8.9%） 

8. 工事後環境の変化（主要な項目のみ抜粋、回答者割合：％） 

項目 悪化 不変 改善 

大気 4.4 18.9 76.7 

騒音 7.8 28.3 63.9 

水質 0.6 53.3 46.1 

9. プロジェクトの便益に対する総合評価 

項目 回答者割合（%）

非常に良い 12.2 

良い 67.2 

ふつう 9.4 

やや悪い 1.1 

とても悪い 1.1 

無回答 8.9 

 

通行者の回答者の総数は、39 人であり、回答者の 92.3%が毎日この道路を通行して

いる。 

 

本事業のインパクトに関する具体的な回答は以下の通り。 

1. 農産物・商品の出荷量は増えたか：はい（87.2%）、いいえ（0%）、不明（12.8%） 

2. 農産物・商品の出荷範囲が遠くまで広がったか：はい（64.1%）、いいえ（5.1%）、

不明（30.8%） 

3. 農産物・商品の収穫・生産地がより遠くまで広がったか：はい（74.4%）、い

いえ（5.1%）、不明（20.5%） 

4. 交通事故数の変化：増加（76.9%）、減少（7.7%）、不明（15.4%） 

5. プロジェクトの便益に対する総合評価 

 

項目 回答者割合（%）

非常に良い 17.9 

良い 71.8 

ふつう 5.1 

やや悪い 0 

とても悪い 0 

無回答 5.1 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

1. カタンドアネス島周回道路：

道路・橋梁等の整備（約 63km）

・コドン-ビガ間（約 63km）およ

び周回道路沿いの損傷橋梁の修

復（全長計約 545m）、PCCP 工法

(Portland Cement Concrete、コンク

リート舗装)を活用 

道路・橋梁等の整備（43.11km）

・コドン-ビガ間および周回道路

沿いの損傷橋梁の修復（全長計

397m、計 5 橋）、 

PCCP 工法を活用 

2. ボホール島周回道路：道路等

の整備（約 136km） 

・カラペ-ロアイ間（約 67km） 

・ロアイ-カンディハイ間（約

69km） 

総延長は同じであるが、道路区分

の表記が以下の通り、計画と異な

っている。 

・カラペ-バレンシア間（約 84km）

・カンジジャイ-バレンシア間（約

52km） 

一部でスコープの追加（排水施

設）があり、また工法的には、予

定された ACP（Asphalt Concrete、

アスファルト舗装）ではなく、

PCCP が採用された部分がある。

3. 南レイテ幹線道路：道路・橋

梁等の整備（約 136km） 

・ヒマヤンガン-シラゴ（約 61km）

・シラゴ-アブヨグ（約 38km） 

・リロアン-サンリカルド（約

37km） 

全 3 パッケージの道路の総延長

は、129.12km であり、左記の当

初計画よりも若干短い。橋梁の建

設・補修は、予定通りである。な

お、台風や地震による損害への対

応のため、左の 3 区間のそれぞれ

で当初計画にないスコープが加

えられている。 

4. ナガ-トレド道路：道路・橋梁

等の整備（約 37km） 

・ナガ-トレド間（約 37km） 

計画通り実施されている。 

①アウトプット  

5. 日比ダルトンパス区間：道路

損傷部分の修復（約 0.9km） 

道路の長さは同じ。 

当初予定のスコープに加え、以下

の工事が実施された。 

－新たに発生した台風 “Feria” 
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“ Harurot”の被害への対応のため

の舗装 

－審査時点以降の道路の劣化に

対応するための補強措置 

②期間  1999年9月～2004年9月  

（61ヵ月）  

1999年9月～2007年11月  

（96ヵ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

10,872 百万円  

7,551 百万円  

（現地通貨  2,517 百万ペソ）

18,423 百万円  

15,384 百万円  

1ペソ＝  3 円  

（1999年1月時点）  

 

7,749 百万円  

11,282 百万円  

（現地通貨  5,151百万ペソ  ）

19,031百万円  

15,251百万円  

1ペソ  ＝  2.1902 円  

（加重平均値）  
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Third Party Opinion 
Rehabilitation and Maintenance of Bridges Project (Phase IV) 

 
Josef T. Yap, Philippine Institute for Development Studies 

 
The evaluation process adopts a straightforward methodology and judging from other projects, the 

methodology is applied consistently. The criteria and ranking are well defined. 

 

When evaluating cost effectiveness, the exchange rate is allowed to vary. Hence the comparison of the 

budget at the start of the project and the actual cost in yen terms becomes misleading. The main reason is 

that the actual costs are in peso terms. The project evaluator argues that this is a rule that JICA has set. 

Nevertheless, as shown in the report comparing yen costs and local currency costs will generate different 

outcomes about cost efficiency. 

 

The provinces where the bridges are located are as follows: 

  Bridge Name Province Road Name 
1 SULIPAN Pampanga Manila North Rd 
2 ALORAGAT Pangasinan Manila North Rd 
3 BARORO La Union Manila North Rd 
4 STA CRUZ Ilocos Sur Manila North Rd 
5 LANGLANGKA Ilocos Sur Manila North Rd 
6 PARSUA Ilocos Sur Manila North Rd 
7 OSMENA Ilocos Sur Manila North Rd 

8 BADOC 
Ilocos 
Norte Manila North Rd 

9 TIPCAL 
Ilocos 
Norte Manila North Rd 

10 DUMMUN Cagayan Cagayan Valley Rd 
11 ARCON Isabela Daang Maharlika 

 

These are provinces located mainly in Region 1 and 2. Poverty incidence in Region 1 is almost equal to that 

of the national average.13  Hence there is not much controversy in geographic location of the projects. 

Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan experienced sharp reductions in poverty incidence between 2000 and 

2003. While there was a deterioration in the poverty situation between 2003 and 2006, there was a net 

improvement between 2000 and 2006. The projects, therefore, contributed positively to poverty reduction 

in Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. Ilocos Norte, Cagayan, and Pampanga are provinces where 

poverty is less of a problem. 

 

The evaluation of effectiveness of the project was done systematically and in a robust manner. 

 

                                                  
13  Data on poverty incidence per province can be obtained from http://www.nscb.gov.ph/poverty/2006_05mar08/table_1.asp 




