
 事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

作成日：平成 23 年 10 月 5 日 

担当部：東南アジア大洋州部 

１．案件名 

ミンダナオ紛争影響地域コミュニティ開発のための能力向上支援プロジェクト 

２．協力概要 

（１）事業の目的  

本事業は、ミンダナオ紛争影響地域において効果的・効率的なコミュニティ開発に係る仕組

みづくりを行うと共に、バンサモロ開発庁（BDA）の能力強化を図る。 

（２）調査期間  

2012 年 3 月から 3年間 

（３）総調査費用：4.8 億円 

（４）協力相手先機関：  

実施機関：和平プロセス担当大統領顧問室（Office of Presidential Advisor on the Peace 

Process: OPAPP） 

協力機関：バンサモロ開発庁（Bangsamoro Development Agency） 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

ミンダナオ紛争影響地域全体を対象とする。パイロット事業は 20 箇所程度を予定。 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状と問題点・紛争分析 

ミンダナオ島はフィリピン共和国（以下「フィリピン」）の南部に位置する面積 10.2 万平

方キロ、人口約 2,160 万人（2007 年統計）の島である。特に南西部・中部ミンダナオ地域で

は、30 年以上に及ぶ紛争の影響でフィリピン国内でも貧困率が高い地域となっており（全国

平均の 26.5％に対し、ミンダナオ紛争影響地域を含む第 10～13 地域では 31.3％～47.8％

（NSCB,2009））、学校・保健所等の基礎的社会サービスの著しい不足やインフラの老朽化など

の課題を抱えている。 

1996 年にムスリム反政府グループの主たる勢力であったモロ民族解放戦線（Moro National 

Liberation Front: MNLF）とフィリピン政府の和平合意が締結され、2000 年にムスリム・ミ

ンダナオ自治区（Autonomous Region of Muslim Mindanao: ARMM）が正式に発足した。その後

も1984年にMNLFより分離したモロ・イスラム解放戦線（Moro Islamic Liberation Front: MILF）

とフィリピン国政府との間で武力衝突が繰り返されていたが、2001 年に政府と MILF との間で

「トリポリ協定」が締結され、「安全保障」、「復興・開発」、「先祖伝来の土地」の三つの

論点から成る和平交渉の枠組みが合意された。同合意に基づき、紛争影響地域の復興・開発・

人道活動を担うグループとして、MILF のもとでバンサモロ開発庁（以下、BDA）が結成された。

本年 4 月にはアキノ新政権下での MILF との和平交渉が開催され、紛争の政治的解決に向け

た当事者間の和平交渉プロセスが継続されている。和平の鍵を握るミンダナオの統治体制に関

連し、自治権を有する行政組織を新たに設置する方向で和平交渉が進む見込みであり、和平が

成立した際は、BDA もその一部となることと想定されている。よって、和平合意前において、

BDA に対して能力強化を図ることが必要である。 

紛争要因/不安定要因としては、フィリピン政府と MILF との和平交渉の停滞や地方政府の行

政能力の低さ、帰還できない国内避難民（IDP）iの存在及び帰還後の生計不安等があげられる

一方で、政府と MILF の間の停戦合意が順守されていることが安定要因である。 

本プロジェクトは、和平合意成立後を見据えた BDA の能力強化を行うことを目的としてお

り、主に上記不安定要因のうち、地方政府の行政能力の向上、帰還できない国内避難民の生活

環境及び帰還後の生計改善等に貢献することが想定される。また、本案件は和平に向けた環境



づくりとして、BDA と域内の地方自治体やその他機関との関係構築及び信頼醸成を図る。一方

で、本案件実施により土地所有権等をめぐるコミュニティ内の抗争が助長されないよう配慮を

行う必要がある。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

フィリピン政府は「中期開発計画」（2011 年～2016 年）において、紛争解決に向けた取り組

みとして、和平交渉を通じた政治的合意と、和平プロセスを円滑に進めるための紛争の原因改

善への取り組みを掲げている。特に後者については、和平プロセス担当大統領顧問室（以下、

OPAPP）により紛争影響地域の復興と開発フレームワークである「PAMANA」が策定されている。

右枠組みは紛争影響地域の住民への基礎的行政サービスを改善することにより、地域の貧困状

態を軽減するとともに行政への信頼感を醸成し、コミュニティ内の社会統合を促進することを

目指しており、関係省庁・自治体並びにドナーに対し協力が求められている。PAMANA は JICA

が 2007 年から 2009 年にかけて実施した「ミンダナオ紛争影響地域社会経済復興支援調査（The 

Study for Socio-Economic Reconstruction and Development of Conflict Affected Areas in 

Mindanao.以下、SERD-CAAM）」の成果の一つである村落プロファイルを活用して策定されてい

る。 

SERD-CAAMで作成した開発計画を活かしつつ、PAMANAのフレームワークを推進するためには、

BDA、地方自治体等、フィリピン側によるコミュニティレベルでの事業経験がさらに必要であ

ると共に、参加型調査手法によるニーズ把握や個別事業の計画策定等を行うための「仕組みづ

くり」が求められている。このため、本事業では、SERD-CAAM で取りまとめられた開発ニーズ

をレビューすると共に、PAMANA に基づきコミュニティ開発事業が効果的・効率的に実施され

るための仕組みづくりを行い、ガイドラインとして取りまとめる。 

（３）他国機関の関連事業との整合性  

世銀はミンダナオ信託基金（Mindanao Trust Fund: MTF）を通じて、BDA をカウンターパー

トとした紛争影響地域での小規模インフラ整備を通じたコミュニティ開発に取り組んでいる

ほか、JICA との協調融資である ARMM 社会基金等を通じて、村落を対象とした小中規模のイン

フラ整備を実施している。 

現在 BDA は世銀の支援のもと和平合意後を見据えた将来的なビジョン（役割や機能）の策定

を検討している。JICA は本プロジェクトの実施を通して BDA の能力強化支援に協力予定であ

り、世銀とも連携を図っていく。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ  

我が国は、対フィリピン国別援助計画において、3 つの援助重点分野の一つとして「ミンダ

ナオにおける平和と安定」を掲げており、これを踏まえ JICA は①政策立案・実施、②基礎的

生活条件の改善、③経済開発、④平和構築の 4分野に関する支援を行っている。これまでの協

力実績としては、2003 年以降「ARMM 平和・開発社会基金事業」（円借款）を実施し、基礎的社

会サービスのためのインフラ整備を支援しているほか SERD-CAAM にて紛争影響地域の開発計

画策定支援と村落レベルのニーズ調査等を実施している。 

 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目  

１） コミュニティ開発ニーズのレビュー 

２） BDA、地方自治体、主な開発アクター（NGO や住民組織など）のアセスメント（体制、責任

範囲、人員配置、実施中・計画中の事業等） 

３） BDA や地方自治体等の能力強化のための研修アクションプランの策定・実施 

４） パイロットプロジェクト（道路、給水施設、学校、保健施設等のインフラ整備及び農業・

漁業等の生計向上支援等、これを計画、実施、維持管理するための住民組織の能力強化）



の対象地域と受益者の選定 

５） 上記３）研修成果を踏また、パイロットプロジェクトの計画、実施、モニタリング、評価

の実施 

６） 上記４）及び５）を踏まえて、パイロットプロジェクトの実施を通じて得られた知見や教

訓をもとに効果的・効率的なコミュニティ開発事業のためのガイドラインの策定 

 

（２）アウトプット（成果）  

１）パイロットプロジェクトの実施を通じてコミュニティ開発の経験・教訓が蓄積され、実践

的なガイドラインとして取りまとめられる。 

２）BDA のコミュニティ開発に関する実施能力と自治体・関係省庁等との調整能力が強化され

る。併せて対象地域の地方自治体の能力が強化される。 

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  

（ａ）コンサルタント（分野：人数） 

ア)総括／行政能力強化、イ）コミュニティ開発（道路リハビリ、給水、建築、生計向上

支援等）（複数）、ウ）社会調査/紛争予防配慮、エ）業務調整/調達 

（ｂ）その他 研修員受入れ 

   

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標  

本事業で作成されるガイドラインが、パイロットプロジェクト対象地域においてBDAや地方

自治体により継続的に活用される。また、OPAPPによるPAMANAプログラムやその他フィリピン

政府関連省庁等による紛争影響地域でのコミュニティ開発において、活用されることが期待さ

れる。 

 

（２）活用による達成目標 

本事業で作成されるガイドライン等の活用を通じて、プロジェクト対象地域において、施設

等の運営・維持管理が持続的に行われるとともに、BDA や OPAPP 等が関連して実施する他のコ

ミュニティ開発事業において紛争影響地域の現状に即した効果的・効率的な事業が実施され

る。 

 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情  

・和平プロセス：和平合意は締結されておらず、最終和平成立の見通しは立っていない。和平

合意の時期や和平合意の結果に基づいて設立される新自治政府の枠組み、BDA に求められる

役割についても流動的であることから、和平の動向を見定めつつ、柔軟性を持って対応す

る必要がある。 

・治安情勢：対象地域は和平の動向によって治安の状況が変化する可能性があり、国軍と MILF

との間の戦闘再開のリスクも存在するため、合同停戦調整委員会（JCCCH）や国連安全保安

局（UNDSS）の情報等を通じた治安状況の確認と必要な安全対策措置を講じることとする。

 

（２）関連プロジェクトの遅れ 

 特になし。 

 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）  

本案件は対象村落の貧困層を含む住民に裨益するものである。パイロットプロジェクトの実

施に際して、参加型による開発計画の策定、コミュニティの組織化を行うことを想定している

ことから、対象者のジェンダーバランスに配慮を行う。 



平和構築の観点からは、以下のとおり①プロジェクトを実施することにより、不安定要因を

縮小・排除できるか（ポジティブインパクト促進）、②プロジェクトを実施することにより、

不安定要因を助長しないか（ネガティブインパクト回避）、③不安定要因によりプロジェクト

の進捗に支障を来さないか（負の影響の縮小・回避）の 3つの視点が必要である。 

 

（１）パイロット事業サイト及び裨益者の選定及びパイロット活動内容 

社会的公正の観点から、貧困層及び紛争の影響を最も受けた人々の生活の安定を優先するこ

とが重要である。一方で、和平プロセスへの負の影響を回避するためにも、サイトを選定する

際は、宗教・政治的観点から偏在がないよう留意するとともに、社会的不公平感を発生させな

いために、コミュニティ全体に幅広く裨益する活動を支援するよう配慮が必要である。但し、

貧困地域は地方自治体が機能不全状態にあるエリアも多く、パイロット事業内容次第では実施

体制についても勘案して対象地域を選定せざるを得ない。なお、土地収用が必要となる事業を

実施する場合においては、土地法による土地登記制度と伝統的制度が重複した制度が存在して

いる点に留意が必要である。また、ミンダナオの場合、地元有力者等の政治的な要因に左右さ

れやすい傾向があることから、サイト選定に際しては対応に留意する必要がある。 

 

（２）実施体制 

将来の和平に向けて、BDA と地方自治体及び関係省庁が、本プロジェクトの活動を媒体とし

て、段階的に協働関係を構築できるよう工夫することが重要である。また、パイロット活動の

実施を通じて、BDA と中央政府（OPAPP を含む）との連絡・協働体制の構築を図ることも重要

である。本事業では、BDA が行政サービスの提供主体である地方自治体と協働し、行政サービ

ス提供に係る実施体制を構築していくため、本事業終了後も、地方自治体による持続的な行政

サービスの提供が見込める。なお、和平交渉の行方次第では、現場のステークホルダー間の関

係づくりが困難となる可能性も残されている。 

住民組織の設置に際しては、対象地域が宗教的にも民族的に異なるグループから構成されて

いる場合は、メンバーについても各グループからの均等な配分とする必要がある。 

 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

SERD-CAAM の経験を踏まえて、以下の点を教訓として、本事業を実施する。 

① パイロットプロジェクト対象地域及び対象事業を選定するにあたっては、バランガイレベル

ではなく、ミュニシパリティ、州レベル等より広域の視点をもって開発ニーズを把握した上

で行うことが重要である。 

② コミュニティ開発事業の持続性を確保するためには、BDA がパイロットプロジェクトを通じ

て、行政サービスの主体者である地方自治体と協力関係を構築した上で、コミュニティ開発

事業の実施プロセス・実施体制を構築することが重要である。加えて、プロジェクト終了後

の自立発展性を強化するため、モニタリング体制を構築することが重要である。 

③ コミュニティ開発においてオーナーシップを醸成し、適切な維持管理体制を確保するために

は、地方自治体との事前のコンサルテーションを行うとともに住民に対して十分な事前説

明・意見聴取や住民組織の強化などの社会的な受入準備（ソーシャル・プリパレーション）

を丁寧に行うことが重要である。 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標  

（ａ）活用の進捗度 

・ガイドラインパイロットプロジェクト対象地域内での活用状況 

・紛争影響地域にて実施される他のコミュニティ開発事業における本ガイドラインの内容の

 活用状況 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

・地方自治体・住民組織によるパイロットプロジェクトの運営・維持管理状況 



・紛争影響地域にて実施される他のコミュティ開発事業において、本事業による教訓・提言

を踏まえた対応事例等 

 

（２）上記（ａ）及び（ｂ）を評価する方法及び時期  

・フォローアップ調査によるモニタリング 

・必要に応じ、事後評価を実施 

 

（注）調査にあたっての配慮事項 

 

                                                  
i フィリピン国軍と MILF との戦闘、コミュニティ内の抗争（リド）、自然災害等に起因する国内

避難民がマギンダナオ州中心に発生し、約 20,000～24,000 人が避難生活を送っている。 

 

 


