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フィリピン 

 

幹線道路網整備事業(VI) 

 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 

笹尾 隆二郎 

０．要旨 

本事業では、日比友好道路ビサヤス区間において、地方における農漁業、工業、商業、

観光などの経済拠点に通じる幹線道路を整備することにより、当該区間における旅客・

貨物輸送の効率化、費用の低減、利便性・安全性の向上を目指していた。本事業の実施

はフィリピン共和国の政策、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。本事業の実施により、通行時間の短縮や交通量の増加など当初計画した

ような効果の発現が見られ、農漁家や沿線住民の収入向上や沿線住民の大型病院への

アクセス向上など経済・保健などの面でのインパクトも確認された。なお、本事業は、

事業費については計画を若干上回り、事業期間も計画を大幅に上回ったため、事業の

効率性は低い。本事業の維持管理は、体制・技術・財務のいずれの面も万全とは言え

ないが、最低限の維持管理はなされていることから、持続性の総合評価は中程度と判

断される。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

        案件位置図           事業道路（カルビガ） 

 

1.1 事業の背景 

フィリピンにおいて道路交通は最大の輸送手段であり、旅客輸送の 9 割、貨物輸送

の 5 割を担っていた（審査時点：2002 年）。このうち、道路網の基幹となる幹線国道

と 2 級国道は、1980 年代初頭まで道路建設の増加に集中的な投資が行われてきた結果、

道路の機能性や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、舗装率は幹

線国道 70％、2 級国道 51％、道路全体 21％（2000 年）に留まっており、基幹道路と
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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や緊急時の代替路

不足により、交通効率が阻害される事態もしばしば発生していた。 

本事業道路を含む日比友好道路は 1979 年に完成(総延長約 2100 km)、ルソン（フィ

リピン北部）・ビサヤス（中部）・ミンダナオ（南部）の 3 地域を縦貫する比国随一の

幹線道路として経済的、社会的に大きな役割を果たしてきたが、建設後相当の年月が

経過し、交通量の増大や自然災害により急激な道路損傷が進行していた｡フィリピンに

おける流通の大動脈である日比友好道路の機能を回復し、その安全性を確保するため

には、大規模な増強、改良工事が必要となっていた。本事業道路は、日比友好道路の

ビサヤス地域に属する道路である。 

 

1.2 事業概要 

日比友好道路ビサヤス区間1において、地方における農漁業、工業、商業、観光などの

経済拠点に通じる幹線道路を整備する2ことにより、当該区間における旅客・貨物輸送の

効率化、費用の低減、利便性・安全性の向上を図り、もって地方経済の発展に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 6,723 百万円 ／      6,624 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 2002 年 3 月 ／   2002 年 3 月 

借款契約条件 （土木工事） 

金利 2.2 ％、返済 30 年（うち据置 10 年）、 

一般アンタイド 

（コンサルタント）  

金利 0.75 ％、返済 40 年（うち据置 10 年）、 

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

（Department of Public Works and Highways: 

DPWH） 

貸付完了 2009 年 9 月 

本体契約 三井住友建設(日本)、China Road and Bridge 

Corporation (中華人民共和国)、E.C. de Luna 

Construction Corp. (フィリピン) 

コンサルタント契約 1. 日比友好道路ビサヤス区間工事関連 

片平エンジニアリングインタ－ナショナル

(日本)・Proconsult, Inc.(フィリピン)・
Development Engineering and Management 

Corp., Techphil Inc. (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)・

Filipinas Dravo Corporation (フィリピン)(JV) 

2. セブ北海岸道路（詳細設計など） 

                                                   
1 本事業には、一部「セブ北海岸道路」に関する業務も含まれるが、調査のみであり、当該道路の

建設は含まれていない。 
2 本事業の対象道路区間は、ビサヤス地域の「サマール島アレン～カルバヨグ～カルビガ間」（約

190km と「レイテ島のアガス・アガス橋」（約 1.5km 橋梁部約 350m）である。 
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Pacific Consultants International (日本)・

Philipp’s  Technical Consultants Corp (フィ

リピン)・Cebu Engineering and Development 

Corporation. Inc. (フィリピン)(JV) 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）など 

・JICA が 1985 年に日比友好道路ビサヤス区間の

F/S 作成 

・DPWH が 2000 年に日比友好道路ビサヤス区間

の I/P 作成 

・DPWH が 2000 年にセブ北海岸道路の F/S 作成 

関連事業 幹線道路網整備事業(I)～(V) 

 

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：2011 年 11 月～2012 年 9 月（契約開始月～成果品提出月） 

 現地調査：2012 年 2 月 4 日～3 月 3 日、2012 年 4 月 22 日～5 月 7 日 

 

2.3 評価の制約 

 特になし。 

 

3．評価結果（レーティング：C） 

3.1 妥当性（レーティング：③） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時点では、アロヨ政権下で策定された「新中期開発計画（2001 年～2004 年）」

において運輸セクターの開発目標のひとつとして、「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」ことが掲げられていた。具体的に

は、適切な整備・維持管理により、2004 年までに全ての幹線国道の 90%を舗装道路に

し（2000 年時点 70％）、2 級国道も 65％（同時点 51％）に上げる目標を定めていた。

この達成に向けた優先事項として、地域経済の中枢となる地方都市とその周辺地域を

結ぶ幹線道路の規格向上があげられていた。本事業道路は、東ビサヤスにおける中核

的な道路である。 

事後評価時点では、「フィリピン開発計画 2011－2016」の「第 5 章 インフラ整備

の促進」の中に「今後の戦略と焦点」という項目があり、その中で「戦略的な運輸イ

ンフラの構築と運輸インフラの維持・管理」が掲げられている。ここでは、運輸ネッ

トワークの充実は最重要課題であるが、既存の運輸インフラの質と能力を高めること

はネットワークの拡充に優先するとしている。この戦略の対象には港湾・空港・鉄道

と並んで道路も含まれている。特に道路の維持管理に関しては、維持管理予算を増加
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する方針についても触れられている。 

「東ビサヤス地方開発計画（2011 - 2016）」においても、農産品などの流通促進のた

めの道路整備の重要性が強調されている。 

このように本事業は、審査時点から事後評価時点を通じ、道路セクターにおける開

発政策に沿うものであった。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

審査時点における本事業の対象道路のセクションごとの開発ニーズは以下のとおり

である。 

 

(1) 日比友好道路ビサヤス区間 

① サマール島アレン～カルバヨグ～カルビガ間 

サマール島は農業・漁業を中心的産業としているが、台風の被害を受けやすい地

域に位置していることもあり、経済社会開発が遅れていた3。本区間は 1979 年の日

比友好道路の完成以降、部分的な補修が行われてきたのみであり、路面のひび割れ

や剥がれ、陥没など道路の損傷が激しく、修復が早急に必要となっていた。 

② レイテ島アガス・アガス橋（タクロバン～リロアン間） 

対象となるアガス・アガス区間はレイテ島南部の南レイテ州にあり、日比友好道

路ビサヤス区間のタクロバンとリロアンの間に位置するが、台風による地滑りのた

め 2001 年半ばより通行止めとなっていた。そのため、通行する車両は島南西部の

海岸沿いにう回を余儀なくされており、修復が早急に必要となっていた。 

 

(2) セブ島セブ北海岸道路 

セブ市を中心とするメトロセブでは、セブ島の南北を結ぶ幹線道路は審査時点で 1

本のみであるため、メトロセブ内においては恒常的に渋滞が発生していた4。本サブプ

ロジェクトの対象となるセブ北海岸道路は、セブ市の北隣のマンダウエ市から北のリ

ロアン町方面へ伸びる道路であり、この既存道路のバイパスとして、渋滞緩和に資す

ることが期待されていた。 

 

以下の「3.2 有効性」でのデータに見られるとおり、事業実施後の交通量は増大し

ている。交通需要の 1 つの根拠となる地域の車両数についても、以下のように本事業

道路を含む東ビサヤス地方(Region III)における車両台数は一貫して増加している。

2005 - 2009 年の合計登録車両数の年平均成長率は 4.7%である。 

 

                                                   
3 1995 年から 2000 年までの GDP の年平均成長率は、フィリピン全国の数字が 12.0%であるのに対

し、サマール島を含む Region8（東ビサヤス地方）の数字は、3.7%にとどまっている（審査時点は

2001 年 11 月）。 
4 DPWH の地域事務所への聞き取りによれば、既存道路のうち約 13kmの区間を通るのに事業前は、

渋滞により 45 分程度かかっていた。ちなみにバイパス道路の工事後（註：橋梁のみが完成しており、

道路の工事はいまだ完了していない）は、交通量の分散効果のため、同区間の交通時間は 15 分程度

に短縮されたとのことである。 
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表 1 東ビサヤス地方における登録車両数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出所：LTO(Land Transport Office), Region III 

註：事業道路全体の完成年は 2010 年。 

 

審査資料に記載されたような直接的な開発ニーズに加え、上記のように事業道路を

含む地域での交通需要も事後的に確認されている。したがって、本事業に対する開発

ニーズは明確である。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査資料によれば、JICA 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など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

業をはじめとして、同国の南北に長い国土構造に配慮した南北幹線道路網の整備に注

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、島しょ部の周回道路の整備も行っていく方針であった。 

JICAは、同国の開発課題や日本政府の対フィリピン支援方針をふまえ、1999年 12 月

に「海外経済協力業務実施方針」を策定、①持続的成長のための経済体質の強化及び

成長制約的要因の克服(適正なマクロ経済運営、産業構造強化、経済インフラ整備)、

②貧困緩和と地方間格差の是正、③防災を含む環境保全と防災対策、④人材育成･制度

造り、を重点分野として支援に取り組むこととした。本事業は、①の「経済インフラ

整備」に該当し、改善された道路の活用による経済成長が期待されるため、日本の援

助政策との整合性が確保されている。 

 

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。 

 

3.2 有効性（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

審査時に設定された目標と実績は、以下のとおりである。工事の完成は、計画より

2 年ほど遅れているため、当初目標値を設定した 2009 年（完成後 2 年）の数字では評

価できない。ただし、工事完了後の 2010 年の事業道路の交通量実績は、完成後 2 年を

経過していないにも関わらず、審査時の目標値以上であり、目標は達成されていると

年 民間 政府 

その他（業

者登録・外

交官車両） 

合計 

2005 88,355 2,182 15,337 105,874 

2006 93,952 2,053 14,891 110,896 

2007 102,851 2,066    15,029 119,946 

2008 107,221 1,999 14,788 124,008 

2009 109,970 2,189 15,195 127,354 
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いえる。 

 

表2 本事業の運用指標 

指標名 道路名 

ベースラ

イン＊１ 
目標＊１ 実績＊２ 

備考（道路の完成時

期など） 
2001年 

完成後2年 

（2009年） 
2010年 

交通量 

（台／日） 

①アレン（事業道

路の北端）～カル

バヨグ間 

1,088 1,570 3,721 

アレンーマラガ（2010

年9月） 

マラガーカルバヨグ

（2010年11月） 

②カルバヨグ～ガ

タンギット間（事

業道路の中間） 

932 1,342 2,372 

左記セクションの完成

時期は、2009年11月。 

③  ガタンギット

～カルビガ（事業

道路の南端）間 

932 1,394 2,372 

左記セクションの完成

時期は、2009年12月。 

④アガス･アガス

橋 
953 1,386 未入手 

左記セクションの完成

時期は、2009年8月。 

＊1．出所：事前評価表 

＊2．出所：DPWH 

 

表3 本事業の効果指標 

指標名 道路名 

実績＊１ 目標＊１ 実績 

原状 

（2001年） 

完成後2年 

（2009年） 
2010年 

走行費用の

低減 

（百万ペソ

／年） 

① アレン～カルバヨグ間 － 164.90 771＊２ 

（左記の3区

間合計分） 

② カルバヨグ～ガタンギット間 － 125.63 

③ ガタンギット～カルビガ間 － 153.03 

④ アガス･アガス橋 － 66.94 試算できず 

走行時間の

短縮（分） 

① アレン～カルバヨグ間 96 62 60＊３ 

② カルバヨグ～ガタンギット間 70 45 未入手 

③ ガタンギット～カルビガ間 86 56 未入手 

④ アガス･アガス橋 99 29 未入手 

＊1．出所：事前評価表 

＊2．DPWH からの受領資料に基づき、コンサルタントが試算。ただし、審査時における実績値の

計算方法の詳細が確認できておらず、審査時の実績値との直接的な比較はできないため、あくまで

参考情報とする。 

＊3．関係者の意見（聞き取り）を総合したもの、実測値ではない。 

 

上表においては、効果指標の実績値の入手は不十分であるものの、効果発現をうかが

わせる数字も一部出ている5。 

 

 

 

                                                   
5
 参考までに、関係者への聞き取り調査によれば、本事業によりアレン～タクロバン間の約250 km（う

ち本事業道路は約190 km）の平均的な通行時間は、8時間から6時間程度に短縮されたとのことである。 
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3.2.2 定性的効果 

日比友好道路ビサヤス区間の「サマール島アレン～カルバヨグ～カルビガ間」の事

業道路付近で行われたランダム・サンプリングによる受益者（居住者）質問票調査の

結果6をみると、全体として当初期待されたような通行時間の短縮や走行コストの削減

の効果、物流の促進、各種施設へのアクセスの向上が確認されている。具体的には、

全体の 81.5%が通行時間の短縮が実現されたと答えている（77.1%は以前の 1 時間の通

行時間が 20 分以上短縮されたという）。相当数の回答者が車両の維持管理費や燃料費

の減少の効果も指摘している。回答者全体の 9 割近くが本事業により農産物の出荷量

が増えたように感じており、相当数の回答者が市場・商店へのアクセス改善をあげ、

一部は子供の通う学校、病院へのアクセス向上もあげている。（調査結果の詳細は、添

付資料 1.に示した。） 

また、「レイテ島アガス・アガス橋」区間においても、事業道路付近で実施した居住

者（5 人）に対する聞き取りの結果、当初期待されたような通行時間の短縮、物流の

促進、各種施設へのアクセスの向上が確認されている。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

(1) 日比友好道路ビサヤス区間 

道路の整備によって明確に受益することが予想されるのは農水産業である7。本事業

道路を含むサマール州の生産量は、米・トウモロコシともに経年的に順調に増えてい

るが（添付資料 3．を参照）、事業道路全体が 2010 年（部分的には 2009 年）に完成し

たばかりであることも考えると、2010 年のサマール州の良好な実績が本事業によるも

のとは結論できない。 

受益者調査（地域住民に対する質問票調査）と関係者聞き取り調査の結果は以下の

とおりである。 

 

① 受益者調査結果 

上記の日比友好道路ビサヤス区間の受益者調査（回答者 168 人）のインパクトに

関する評価結果は、以下のとおり。（調査結果の詳細は、添付資料 1.に示した。） 

当初期待されたような周辺住民への経済的なインパクトが発現している。収入の

向上が確認されているが、これは主に通行時間の短縮や走行コストの減少によるも

のである。調査対象者が道路沿線の住民であるため、道路沿いの商店の売り上げ増

なども便益に含まれている。交通事故に関しては、地元の警察署を訪問するも統計

情報は入手できなかったが、7 割を超える住民が交通事故の増加を指摘しており、

住民の懸念の声は強い。環境面では、全体として「不変」より上の評価が相対的に

多く、特に問題はないと推測される。プロジェクトの便益に関する総合評価8も「非

                                                   
6 回答者の総数は 168 人。 
7 本事業の事業目的には農水業以外にも「工業、商業、観光など」についての言及があるが、農水業

以外に関するデータは入手できなかった。 
8 Excellent, Good, Neutral, Slightly negative, Very negative の 5 段階。 
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常に良い」「良い」を合わせると 7 割を超えており、高い評価となっている。 

 

上記の受益者調査では、対象者のほとんどが道路沿いの住民だったので、事業道

路周辺に住む農家・漁家に絞った追加の聞き取り調査（対象各 20 人）も実施した。

結果をまとめると、農家・漁家ともに 20 人すべてが本事業後の年間の収入増を答え

ており、これらはおもに彼らの仲買人に対する農産物・水産物の販売価格の増加に

よるものである。販売価格の増加は、仲買人が道路状態の改善により遠くの大都市

にまで産物を輸送し、従来よりも高い価格で販売できているため、農家・漁家から

の買い取り価格も改善していることによる。本追加調査は、サンプル数が少なく、

ここでの回答結果を一般化することはできないが、仮にこれらが道路周辺の農家・

漁家の受けた典型的な便益であるとすると、事業道路周辺全域での便益は大きなも

のとなると考えられる。（調査結果の詳細は、添付資料 4.に示す。） 

 

② その他関係者聞き取り調査結果 

地方自治体・運輸業者・道路沿いに立地している企業・保健省・病院など関係者

の意見を総合すると、本事業は地域に貢献していると思われる。具体的には、農産

物の流通促進、運輸業者の顧客増、沿線住民（患者）の大病院への搬送数の増加な

どが挙げられる（聞き取り結果の詳細は、添付資料 2．を参照）。 

 

(2) アガス・アガス橋 

地元自治体・地域住民への聞き取りによると、本事業部分においては、通行時間や

走行コストの削減のみならず、橋梁区間で降雨による土砂崩れがなくなったことが高

く評価されており、全体としてのインパクトは大きいと判断できる。交通事故や環境

面でのネガティブなインパクトも特に見られない。（聞き取り調査結果の詳細について

は、添付資料 5．を参照。） 

 

本事業道路（アレン～カルバヨグ～カルビガ間およびアガス・アガス橋）は、いわ

ゆるパン・フィリピン・ハイウェイ(Pan-Philippine Highway)の一部を構成している。

このハイウェイは、北部ルソンからマニラを経由してダバオに至る総延長 2500km の

フィリピンの大動脈ともいうべき道路である。本事業は、東ビサヤス内の交通を円滑

にしたにとどまらず、その前後の行程の交通時間を短縮したことにより、長距離にわ

たる人々やモノの移動を活発化させている。具体的な例としては、事業後にはタクロ

バンからバスで（途中 Roro 船9に乗り）マニラまで旅行する人間が増え、添付資料 2．

にあるように、バス事業に参入した企業数も運行本数も明確に増加していた。 

また、パン・フィリピン・ハイウェイの中で本事業道路を含む北サマールから南レ

イテまでの約 380km の道路区間における交通量（走行台キロ10）の推移をみると、事

業前の 2006 年から事業後の 2010 年にかけて年平均 8.6％で伸びている。交通量は、

                                                   
9 車両が自ら出入りできる構造になっている船舶で、旅客も乗船できる。 
10

 交通量（台）と距離（km）を乗じたもの。ここでは交通量として PCU（Passenger Car Unit：複

数の異なる車種の台数を乗用車台数に換算した単位）を用いた。 
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経済活動の指標、例えば GDP と強い相関関係にあることはよく知られており、その意

味では、本事業の貢献によるパン・フィリピン・ハイウェイの整備により、沿線地域

の経済活動の活発化がもたらされたことが推察される。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

セブ北海岸道路については、ルート選定スタディの結果、最終決定されたルートに

対し 2004 年 5 月に環境影響評価が実施され、2004 年 11 月に環境適合証明が発行され

ている。 

また実施機関によれば、土木工事(施工)期間中の環境への影響については、環境適

合証明に示された事柄には全て対応している。 

上記の受益者調査結果のとおり、実際に自然環境に対する負のインパクトは特に発

現していない。外部評価者が実査によりサイトサーベイを行う地点の現況を確認した

ところ、大気・水質・騒音・振動などの面で、自然環境は総じて良好であった。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

本事業に関連して行われた住民移転・用地取得の概要を以下の表にまとめた。結果

的には、用地取得は当初予定より遅く始まり長期化したが、工事の開始自体が前工程

までの遅れなどにより大きく遅れたため、用地取得遅延が工事に与えた影響は限定的

である。住民移転・用地取得にあたっての補償政策も下表の示す通り、十分に練られ

たものであり、フィリピンの法制度に則った措置が取られている。住民への説明や手

続きなども適切に実施されたものと思われ11、移転実施中及び移転後に重大な問題は

生じていない。したがって、用地取得は時間の面を除けば、おおむね妥当に実施され

たものと判断できる。 

 

表 4 住民移転・用地取得の概要 

項目 

計画 

（"Resettlement Action 

Plan, February, 2002 ”によ

る） 

結果 

（”Implementation of 

Resettlement  Action Plan 
Final Report”による） 

差異分析 

影響を受けた世

帯数 
5,336 

2,831 

（影響を受けた家屋数の

合計、うち 1,829 が純粋な

居住用であり、残りは商業

用などである。） 

対象事業道路の 4 工事パッケージ

（CP＊1）のうち、フィリピン政府

が直接実施することになった CP

の 1、2 に関しては、費用軽減のた

めに道路本体の工事に集中し、路

肩や側溝部分の工事は最小限にさ

れたため、結果的に影響を受ける

世帯数は減少した。 

左記の影響を受けた家屋数は、住

民移転（自分の所有地内での建物

の移動や他所への移転）を含む数

字である。住民移転のうち、他所

への移転件数は、246 件である。

                                                   
11

 ”Implementation of Resettlement Action Plan Final Report”にこうした活動の実施記録がある。 
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（ ”Implementation of Resettlement  

Action Plan Final Report”による） 

補償政策 

審査時資料によると、当時

関連するフィリピン法 

（Republic Act: RA）8974

や RA7279 には必ずしも

詳細規定がなかったため、

本事業向けに補償策を作

成した。 

左記の政策の適用後、

DPWH は RA8974 に
IRR(Implementation Rules 

and Regulations)を添付す

る形で詳細規定を導入し

た。 

左記政策の対象は、住民移転・用

地取得の両方である。審査時に設

定された補償策＊は、左記の IRR

に合致している。 

 

＊取得対象の用地の種類ごとに支

払うべき補償金額が細かく規定さ

れている。永久的な構造物の場合

は、1 平米 6,000 ペソ、仮設的な構

造物の場合は 1 平米 2,000 ペソな

ど。 

補償費用総額 327,205,862.28 ペソ 106,273,594.92 ペソ 

左記金額は、住民移転・用地取得

の両方を含む。 

上記の通り影響世帯数が減少した

ため、総額も減少した。すでに支

払は実施されているが、必要書類

をそろえて申請した人が対象の一

部であるため、実際の支出額は、

約 42 百万ペソにとどまっている。 

用地取得期間*2 
2002/2 – 2003/12 

（23 カ月） 

2003/7 – 2007/8 

（50 カ月） 

以下のような理由により、用地取

得期間は長期化した。 

・まず、コンサルタント選定の遅

れが用地取得の開始を遅らせた。 

・政府の財政事情による補償費の

支払いの遅れが初期段階での用地

取得を遅延させた。 

・土地の所有者の特定に時間を要

するケースが続出した。 

註：＊1. CP は Contract Package の略で工事区間を示す。CP1:アレン‐マラガ、CP2:マラガ‐カルバ

ヨグ、CP3:カルバヨグ‐ガタングイット、CP4:ガタングイット‐カルビガ、CP5:アガス・アガス橋

の 5 区間がある。 

＊2. 住民移転に関する情報はほとんど入手できなかった。  

 

(3) その他のインパクト 

上記のように、経済・保健・悪天候の影響軽減など様々な面でのインパクトが発現

している。 

ただし、統計的な情報は入手できていないが、質問票調査や聞き取り調査を通じて、

交通事故の増加に対する住民の懸念の声が強く、道路標識の充実などを求める住民が

少なくない。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・イン

パクトは高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：①） 

3.4.1 アウトプット 

(1) 土木工事・日比友好道路ビサヤス区間 

① アレン～カルバヨグ～カルビガ間（約 190km） 

(a) 舗装の改修：ほぼ予定通り 

(b) 路肩の整備：CP（工事区間）の 3・4・5 は予定通りだが、CP の 1・2 において
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は、資金不足のため、必要最小限の整備がなされた。 

(c) 橋梁：予定は、「改修（28 カ所）・架け替え（5 カ所）」であったが、結果は「改

修（23 カ所）・架け替え（2 カ所）」である。 

 

② アガス・アガス橋（約 1.5 km、うち橋梁延長 350 m）の新設：予定通り 

 

道路の整備は、路肩部分を除きほぼ予定されたとおりに実施されており、スコープ

に大きな変更はない。詳細設計時点での判明事項などにより、細かなスペックは変更

されている。 

ただし、橋梁に関しては、パッケージ 1（アレン～マラガ）とパッケージ 2（マラガ

～カルバヨグ）において予算の制約（フィリピン政府の予算不足）により、当初予定

された工事がキャンセルされている12。 

既述のように当初の事業目標は概ね達成されており、事業全体としてはスコープ変

更の事業目的への影響は軽微であると判断できる。 

 

(2) コンサルティングサービス 

① 日比友好道路ビサヤス区間 

予定された業務は、以下のとおり。 

(a) 詳細設計見直し（カルバヨグ～カルビガ間） 

(b) 調達支援 

(c) 施工監理 

(d) 用地取得・住民移転に関するアクションプラン実施の支援 

(e) 環境への配慮や環境適合証明に付された条件の履行モニタリング 

(f) DPWH に対する必要な支援の提供 

(g) DPWH 職員への研修 

 

上記の業務は予定通り実施された。 

 

② セブ北海岸道路 

予定された業務は、以下のとおり。 

(a) ルート選定スタディの実施支援 

(b) 環境影響評価（EIA）の実施支援 

(c) 詳細設計（用地取得・住民移転に関するアクションプランの作成支援を含む） 

 

上記の業務は予定通り、実施された13。 

実施機関によれば、工事業者・コンサルタントのパフォーマンスは総じて良好であ

った。プロジェクトの記録（JICA 内部資料）をレビューしたところ、参加資格事前審

査（P/Q）は既定の評価基準に沿って適切に行われたものと判断できる。 

                                                   
12 橋梁は老朽化していたが、当時通行は可能と判断された。現在は、本事業道路区間の内、「アレ

ン～マラガ」区間では橋梁の補修や架け替えが進行中であり、同区間以外での補修や架け替えは完

了している。 
13 なお、「セブ北海岸道路」に関するコンサルティングサービスの成果は活用され、事業実施に結

び付いている。詳細設計（D/D）に基づいて、フィリピン政府により工事が実施された。ただし、

フィリピン政府の予算不足により、予定されたスコープのうち完成したのは橋梁のみであり、道路

に関しては、既存道路の拡幅工事が現在も進行中である。  
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3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

事業費の当初計画は、外貨 48 億 9400 万円、内貨 17 億 7000 万ペソ（40 億 7000 万

円14）の合計 89 億 6400 万円であった。このうち 67 億 2300 万円が円借款によるもの

で、残りの 22 億 4100 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。  

事業の実績は、外貨 35 億 3800 万円、内貨 35 億 7800 万ペソ（69 億 1400 万円15）の

合計 104 億 5200 万円であり、このうち 66 億 2400 万円が円借款によるもので、残りの

38 億 2800 万円分は、フィリピン政府予算にて手当てされた。 

円貨でみた場合の事業費実績の計画比は 116.6%であり、計画を若干上回った。 

 

表 5 事業費の計画と実績の比較 

単位：百万円 

項目 
当初計画（審査時） 実績 

外貨 内貨 全体 外貨 内貨 全体 

土木工事＊ 4,173 2,267 6,440 3,115 6,099 9,214 

物的予備費 209 113 322 423 436 859 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ 512 629 1,141 0 299 299 

用地取得費 0 262 262 0 80 80 

管理費 0 225 225 0 299 299 

税金 0 574 574    

合計 4,894 4,070 8,964 3,538 6,914 10,452 

註：為替レートは、審査時（2001 年 8 月）：1 ペソ=2.3 円、実績（加重平均）1 ペソ=1.9323 円 

＊土木工事の実績値には税金も含まれる。 

 

削除されたスコープがあったものの、事業費実績が予算を上回ったのは、主に土木

工事が増加したことによる。税金が当初予定程度とすると、ペソ貨で 12 億 5400 万ペ

ソ、4 割の増加となる。具体的には、主に以下のような事情により工事費は増加した。  

 カルバヨグ～ガタングイット間：審査時の細かなひび割れが時間の経過により悪

化し、より本格的な工事が必要となった（3 億 8600 万ペソ増）。 

 ガタングイット～カルビガ間：上記と同じ要因（2 億 2500 万ペソ増）。 

 アガス・アガス橋：詳細設計時に強度補強の必要性が認識され、橋脚の構造が強

化された。地元自治体の要請により、橋梁付近のトイレや駐車場の設置、橋梁の

街灯の設置が行われた（1 億 5500 万ペソ増）。 

 審査後の台風や地滑りによる工事個所の追加（1 億 3600 万ペソ増）。 

上記のコスト増加のうちかなりの部分は、審査時からの時間の経過によるひび割れ

箇所のさらなる劣化、またその間の台風や地滑りなどによる道路状態の悪化への対応

によるものであり、やむを得ないものと思われる。 

 

上記のアウトプットに記載したとおり、削除されたスコープがあるのでその分を補

正すると、事業費実績の対予算割合は 121.5%となり、やはり計画を若干上回っている。 

                                                   
14

 為替レート：1 ペソ＝2.3 円（2001 年 8 月） 
15

 為替レート：1 ペソ＝1.9323 円（加重平均） 
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3.4.2.2 事業期間 

本事業では、円借款契約（Loan Agreement:L/A）の調印（2002 年 3 月）から土木工

事の完了（2007 年 4 月）までの 5 年 2 カ月を予定していた16。実際に L/A 調印は 2002

年 3 月であったが、土木工事は 2010 年 11 月に終了した。すなわち、事業期間は、予

定が 62 カ月のところ、実績は 105 カ月であり、計画比 169.4%と計画を大幅に上回っ

た。 

こうした事業の遅延は、以下のような要因により生じた。 

 フィリピン政府の財務的な制約によるコンサルタントの活動開始の遅れ（約 1 年

の遅れ）。 

 工事業者の選定の遅れ（19 カ月の遅れ）。この遅れの要因は、①CP5（アガス・ア

ガス橋の応札者の適格性の確認に時間がかかったこと、②当初いずれの業者（応

札者）も施工実績における橋梁の高さ基準を満たせず、結果的に選考基準の緩和

がなされたこと、③CP3,4,5 における ICC-CC17のスコープおよびコスト変更に関

する承認に時間がかかったこと。 

 フィリピン政府の財務的な制約による CP1,2 の工事の開始の遅れ（約 2 年半）。 

 

3.4.2.3 コンサルティングサービス 

コンサルティングサービスの MM（人・月）の計画と実績は、以下のとおりである。 

 

(1) 日比友好道路ビサヤス区間 

事業スコープの縮減などにより、全体的に当初の予定よりも圧縮された。 

 

表 6 コンサルティングサービスの MM 

（日比友好道路ビサヤス区間） 

カテゴリー 計画 実績 

1. 外国人技師 122 100 

2. フィリピン人技師 625 588 

3. 補助スタッフ 738 664 

 

(2) セブ北海岸道路 

MM の詳細は以下のとおりで、ほぼ当初予定どおりである。 

 

表 7 コンサルティングサービスの MM 

（セブ北海岸道路） 

カテゴリー 計画 実績 

１．ルート選定スタディ・環境影響評

価(EIA)の実施支援 
  

A. 外国人技師 24 22 

                                                   
16 一般的に事業期間の開始は、L/A の締結日とするが、審査時資料における事業期間の説明の箇

所では L/A の締結日への言及がない。ただし、この事実だけをもって最初の活動である「コンサル

タントの選定」を事業期間の開始とするのは、他の事業との一貫性を欠く取り扱いになるため、一

般的なケースに準じて、L/A の締結日を事業期間の開始日とする。 
17 Investment Coordination Committee Cabinet Committee の略。同委員会は、財務大臣を議長とし、複

数の省庁の大臣で構成され、5 億ペソ以上の予算のプロジェクトの承認を行う。 
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B. フィリピン人幹部スタッフ 86 85 

２．詳細設計（用地取得・住民移転に

関するアクションプランの作成支援を

含む） 

  

A.外国人技師 23 21 

B.フィリピン人幹部スタッフ 61 59 

C.（A,B に対する）技術サポートスタ

ッフ 
228 211 

 

3.4.3 内部収益率 

当初の試算と受領資料・情報に基づいて行った内部収益率（EIRR）の再計算の結果

は以下のとおりである。 

 

表 8 アレン～カルビガ間事業の EIRR 計算結果18 

 審査時の試算 事後評価時の再計算結果 

EIRR 24.5％ 19.8% 

プロジェクトライフ 20 年 20 年 

費用 建設工事費、維持管理費 建設工事費、維持管理費 

便益 道路整備による走行費用・維

持管理費用の低減、旅行時間

の短縮 

道路整備による走行費用・維

持管理費用の低減、旅行時間

の短縮 

 

事業道路区間の交通量は予想以上の伸びであったが、建設コストが当初計画を大幅

に上回っているため、EIRR は当初予測値をやや下回る結果となった。 

 

以上より、事業費については計画を若干上回り、事業期間も計画を大幅に上回った

ため、事業の効率性は低い。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

当初予定のとおり、事業完成後の維持管理は、DPWH の地方事務所(Regional Office)

が責任を担い、実際の維持管理作業は、地方事務所の監督下にある 3 つの地域事務所

(District Office)が実施している。3 事務所間の役割分担は、以下のとおり。 

 

(1) アレン～カルバヨグ間：サマール第 1 地域事務所 

(2) カルバヨグ～ガタンギット間：サマール第 2 地域事務所 

(3) ガタンギット～カルビガ間：サマール第 2 地域事務所 

(4) アガス･アガス橋：南レイテ地域事務所 

 

各事務所の状況は、以下のとおり。 

 

                                                   
18 アガス・アガス橋部分に関しては、交通量の統計などが未入手で再計算ができなかった。  
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① サマール第 1 地域事務所 

常勤職員は 32 人でうち維持管理課の職員は 4 人である。これらの職員は経験も

10 年以上あり、職務に合った専門知識（学位）と資格を有している。職員の年間

転退職率は 10%以下である。維持管理作業に必要な人員は完全には充足していない

とのことであったが、国の基準（3.5km あたり作業員 1 人の配置）は満たしている。 

② サマール第 2 地域事務所 

常勤職員は 60 人で維持管理部署に 19 人配置されている。職員の年間転退職率は

5%以下であり組織は安定している。職員の資格や学歴は充足しており、平時は人

員も十分だが災害時には不足しているとのことであった。 

③ 南レイテ地域事務所 

常勤職員は 66 人で維持管理部署に 24 人配置されており、職務分掌も明確である。

職員の年間転退職率はほぼゼロであり、組織は安定している。職員の資格や学歴は

充足している。作業員の配置に関しては、現在の人員では必要な道路の保全作業全

体をまかなえていないとのことだが、国の基準は満たしている。（人員増の予定あ

り） 

 

このように全体的に組織は安定しているが、人員にやや不足傾向がみられる。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

道路の定常的な維持管理方法は以下のとおり、マニュアル 19に沿って実施されてい

る。必要に応じ緊急補修工事を実施する（各事務所ともほぼ同じ）。 

 

表 9 定常的維持管理の方法 

活動 頻度 

道路上（アスファルトやコンクリー

ト部分）の穴を埋める作業 
月単位 

植生管理 毎日（常時） 

側溝の清掃 毎日（常時） 

道路標識の管理 毎日（常時） 

橋梁の維持管理 四半期 

 

その他、各事務所の状況は、以下のとおり。 

 

(1) サマール第 1 地域事務所 

技術的な弱みは特にない。維持管理担当職員に対し、適宜研修も実施されている。

機材は老朽化しているが、稼動している。 

 

 

                                                   
19 “Activity Standard Book and DPWH Standard Specification”, “List of Activity Standard on the New 

Highway Maintenance Management System, Revised 1985”, “New Highway Maintenance Management 

System (NHMMS) & Road Board Manual”などのマニュアルが使用されている。 
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(2) サマール第 2 地域事務所 

技術的な弱みは特にない。20 年以上の経験のある複数名の職員が維持管理部署に在

籍している。維持管理担当職員に対し、不定期ではあるが研修も実施されている。た

だし、機材は老朽化が進んでいる。本事務所は、業務用車両、トラック、ペイローダ

ー、ロードグレーダー20を保有しているが、これらはみな 1970 年代から 1980 年代に

かけて購入されたものであるため、故障が頻発してさまざまな維持管理活動が遅延す

る原因となっている。車両・機材自体が古いため、現地でのスペアパーツの調達にも

困難がある。 

 

(3) 南レイテ地域事務所 

中核の職員たちには一定の経験があり 20 年以上の経験を有する者もあるが、職員の

技術レベルは十分でないと自己評価している。維持管理用機材も不足している。本事

務所は、業務用車両、ローダー、ロードグレーダーなどを保有しているが、やはり老

朽化しており故障があるが、地元の在庫状況のためスペアパーツの入手に困難がある。

現在の車両・機材のみでは、特に災害発生時の道路補修に十分に対処できない。 

  

職員の経験や技術レベルは、実際のオペレーションには問題ないレベルである。た

だ 3 事務所のうち、2 事務所では機材の老朽化や不足が指摘されており、全体として

万全とはいえない状態である。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

各事務所の状況は、以下のとおり。 

 

(1) サマール第 1 地域事務所 

事務所の管轄する道路全体の維持管理に対し、2011 年において定常的な維持管理に

1000 万ペソ、路肩の維持管理に 200 万ペソの支出がなされた（2010 年以前はデータ未

入手）。事務所によれば、これは道路の維持管理に必要最低限の金額とのことである。 

 

(2) サマール第 2 地域事務所 

事務所の管轄する道路全体の維持管理に対し、2011 年において定常的な維持管理に

1550 万ペソの支出がなされた。ただし、予算の規模は十分とはいえず、道路の浸食箇

所の補修工事に支障も出ている。 

 

(3) 南レイテ地域事務所 

事務所の管轄する道路全体の維持管理に対し、2010 年・2011 年にはそれぞれ 400

万ペソ・260 万ペソの予算が計画されていたが、いまだ支出されておらず、予算の配

賦を待っている状態である（2012 年 5 月時点）。予算は明らかに不足しており、必要

                                                   
20 ペイローダー（あるいはローダー）とは、トラクターの前部に付けたシャベルで土砂をすくい、

運搬や積み込みを行う機械。ロードグレーダーとは、道路工事などに使われる地ならし用の機械で

ある。 
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機材の購入もできない状態である。 

 

このように 2 事務所で維持管理予算は明確に不足しており、実際に維持管理活動に

も支障が出るなど、問題となっている。ただし、最新の政府の開発計画では、道路の

維持管理予算を増強する方針であるところ21、状況改善の可能性はある。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

道路状況は、ごく一部分で道路表面の浸食箇所があり、道路表面の浸食箇所の補修

に早急に着手することが期待されるものの、全体的には概ね良好である（実際に道路

を視察した外部評価者や補助調査員の意見の集約）。 

本事業に関する受益者調査（回答者数 168 人）では、127 人（75.6％）が道路の維

持管理状態に満足していると回答しているが、維持管理が不十分との声も 2 割強ある。 

 

以上より、体制・技術・財務のいずれの面も万全とは言えないものの、最低限必要

な維持管理はできており、現時点での道路の状態は概ね良好であることから、持続性

全体の評価は中程度と判断される。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業の実施はフィリピン共和国の政策、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。本事業の実施により、通行時間の短縮や交通量の増加な

ど当初計画したような効果の発現が見られ、農漁家や沿線住民の収入向上や沿線住民

の大型病院へのアクセス向上など経済・保健などの面でのインパクトも確認された。

なお、本事業は、事業費については計画を若干上回り、事業期間も計画を大幅に上回

ったため、事業の効率性は低い。本事業の維持管理は、体制・技術・財務のいずれの

面も万全とは言えないが、最低限の維持管理はなされていることから、持続性の総合

評価は中程度と判断される。 

 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

 持続性の項でみたように、組織（人員）・技術（機材の充足度）・財務（予算の充足

度）の面で事業道路を管轄する 3 事務所全体にやや課題があり、最新の政府の開発

計画では、維持管理予算を増強する方針であるところ、予算の確保により全体的な

持続性の強化を図る必要がある。それにより、道路表面の浸食箇所の補修にも早急

                                                   
21 妥当性(3.1.1)の項で触れたように、「フィリピン開発計画 2011－2016」の「第 5 章 インフラ整

備の促進」に関連記述がある。 
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に着手すべきである。 

 統計的な情報は入手できていないが、質問票調査や聞き取り調査を通じて、交通事

故の増加に対する住民の懸念の声が非常に強いことが判明した。実地調査を実施し

た上で、必要があれば道路標識の充実などの適切な処置を検討することが望ましい。 

 

4.2.2 JICA への提言 

上記の実施機関への提言の実現に向けて、実施状況をモニターする必要がある。 

 

4.3 教訓 

本事業において工事費が大きく増加した理由の一つには、詳細設計調査（D/D）の

時点で当初想定していなかった状況が判明し、細かなスコープの変更が頻発したこと

がある。これは、フィージビリティ調査（F/S）から長期間が経過すると台風の影響な

どにより、当初の想定から道路状況が変化したという事情があり、結果的に事業の工

法やコスト面で大きな修正が不可避となった。このような事態は、資金不足という形

でプロジェクトに影響する可能性がある。 

したがって、まずはこうした遅延が生じないように努めるべきであるが、遅延が生

じて D/D の時点でコスト増の必要が判明した場合は、事業効果を見据えた上でのスコ

ープの見直しや実施機関による早めの追加予算手当を働きかけるべきである。 

 

以上  
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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. 土木工事    

1-1.舗装の改修・路肩の整備    

1) アレン～マラガ  35.70km 34.46km 

2) マラガ～カルバヨグ  36.76km 38.10km 

3) カルバヨグ～ガタング

イット  
52.70km 52.70km 

4) ガタングイット～カル

ビガ  
59.35km 59.35km 

5) アガス・アガス橋  1 橋梁、 350m 1 橋梁、 350m 

1-2.その他の橋梁（事業道路全

体合計）  
  

・改修  28 23 

・架け替え  5 2 

2.  コンサルティングサービ

ス  

（合計 MM）  

  

2-1.日比友好道路ビサヤス区間  1,485 1,352 

2-2. セブ北海岸道路  422 398 

②期間  

 

 

2002年3月～  

   2007年4月  

（62カ月）  

2002年3月～  

   2010年11月  

（105カ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

  

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

48億94百万円  

40億70百万円  

（17億70百万ペソ） 

89億64百万円  

67億23百万円  

1ペソ＝  2.3円  

（2001年8月現在） 

 

35億38百万円  

69億14百万円  

（35億78百万ペソ）  

104億52百万円  

66億24百万円  

1ペソ  ＝  1.9323 円  

（加重平均）  
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添付資料 1．受益者調査結果（日比友好道路ビサヤス区間：サマール島アレン～カル

バヨグ～カルビガ間） 

 

居住者の回答者の総数は 168 人であり、彼らは本事業道路の沿道や近隣の住民であ

る。回答者は女性が半分強（52.4%）である。自営業者・農家・定職なし・会社員（民

間勤務）などが主な職種である。回答者の 5 割近くの 76 人が毎日この道路を通行して

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 89.3%）。 

 本事業による交通の円滑化がより遠くへ、あるいは遠くからの物品(主に農産物)の

流通に貢献した（前者は全体の 59.5%、後者は 58.9%）。 

 通行時間の短縮が実現された（全体の 81.5%が回答、77.1%は以前の 1 時間の通行

時間が 20 分以上短縮されたという）。 

 走行コストの削減効果があった（全体の 38.1%が車両の維持管理費の減少、52.4%

が燃料費の減少を指摘した）。 

 以下のような割合でアクセスの改善が指摘されている。 

 

          表 1 本事業によるアクセスの改善効果 

目的地 アクセスが改善したとす

る回答者割合（％） 

市場・商店 75.0 

学校（子供の通学） 25.0 

病院 23.2 

役所 8.3 

勤務先 11.9 

 

本事業のインパクトに関する具体的な回答は、以下のとおり。 

(1) 便益：仕事は変わらないが、よりよい道路状況から時間やコストの面で便益を

得た（48.2%）、事業を拡大できた（13.7%）22、本事業後に新たな就業機会を得

た（3.6%）23。 

(2) 収入の変化：世帯の収入が本事業後に増加したかについて、はい（78.0%）、い

いえ（10.1%）、無回答（11.9%）。 

(3) 交通事故数の変化：増加（72.6%）、同程度（26.2%）、減少（1.2%）。 

(4) 事業の所有地・家屋への影響：影響あり（29.8%）。具体的には工事の実施によ

る用地取得の対象となった。 

(5) 工事後の環境変化（回答者割合：％） 

 

 

                                                   
22 典型事例は、道路沿いの商店の売り上げ拡大である。 
23 交通アクセスの改善により、勤務できるエリアが拡大したことによる。 
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表 2 工事後の環境変化の度合 

項目 かなり悪化 少し悪化 不変 少し改善 かなり改善 

大気 1.2 24.4 33.9 25.0 15.5 

騒音 0.6 30.4 7.1 37.5 24.4 

水質 0 2.4 70.8 16.1 10.7 

  

(6) プロジェクトの便益に対する総合評価 

 

表 3 総合評価 

項目 回答者割合（%）＊ 

非常に良い 6.0 

良い 67.3 

ふつう 17.9 

少し悪い 3.0 

とても悪い 0.0 

無回答 6.0 

＊注：四捨五入の影響で合計が 100％にならない。 
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添付資料 2．事業道路のインパクトに関する関係者への聞き取り結果 

 

(1) 州政府・地元自治体 

 サマール州政府：計画・開発課長は、本事業道路が経済・保健・教育などの面で

地域に貢献していると高く評価した。用地取得に関する DPWH と住民との間のト

ラブルも特に聞いていない。 

 ジャボン・サマール（Jiabong Samar）市：本事業道路の一部を管轄下におく市計

画・開発課長は、本事業は農産物の流通促進に貢献しており評価していると述べ

た。 

 

(2) 運輸事業者：タクロバン市内のバスターミナル内の相談窓口で、事業前後の本事

業道路を通行するバスの運行状況について聞き取りした結果、事業後には明確に

参入企業数も運行本数も増加していた。バスやバンなどの運輸事業者 6 社に個別

に行った聞き取りでも、全社が本事業より便益を受けており、正味利益が増加し

ている。ただし、6 社中 3 社が交通事故の増加を本事業のマイナスの影響として

指摘した。 

 

(3) 道路沿いに立地している企業（4 社）：全社が本事業より便益を受けており、正味

利益が増加している。ただし、半数の 2 社が交通事故の増加をマイナスの影響と

して指摘した。 

 

(4) 保健省第 8 地方事務所：事業道路の改善による重症患者の搬送などに関する影響

を示すような統計はない。ただし、対応した医務官によれば、事業道路沿線には

地方病院(District hospitals)、州立病院(Provincial hospital)、さらにはタクロバン市

の地域病院(Regional hospital)もあり、道路の整備を通じたアクセスの向上による、

これらの比較的大きな病院への重症患者の搬送に対する事業の寄与が推察される。 

 

(5) タクロバン市内の病院：市内の大型病院のひとつである Divine Word Hospital（総

ベッド数 140 床）で事務員に聞き取りをしたところ、本病院への来院者の数は、1

万 1689 人（2009 年）、1 万 6642 人（2010 年）、3 万 3592 人（2011 年＊）と増え

ている。少なくともこれらの半数は、サマール州からの患者であろうと思われる

ため、道路状況の改善により来院者の数は増加していると推察される。 

＊註：2011年の来院者の激増はデング熱の流行によるもの。  
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添付資料 3 米・トウモロコシの生産量の推移 

年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1.米の生産量               

東ビサヤス地

方全体（トン） 

721,932 788,857 830,808 948,827 1,030,621 952,220 964,145 

対前年比   109.3% 105.3% 114.2% 108.6% 92.4% 101.3% 

東サマール 31,875 34,772 39,529 43,734 47,153 46,291 51,795 

対前年比   109.1% 113.7% 110.6% 107.8% 98.2% 111.9% 

サマール 66,347 68,218 71,673 86,768 105,896 114,168 124,084 

対前年比   102.8% 105.1% 121.1% 122.0% 107.8% 108.7% 

2.トウモロコ

シの生産量 

              

東ビサヤス地

方全体（トン） 

59,906 68,416 76,162 88,252 96,594 94,821 90,215 

対前年比   114.2% 111.3% 115.9% 109.5% 98.2% 95.1% 

東サマール 170 227 280 364 433 495 559 

対前年比   133.5% 123.3% 130.0% 119.0% 114.3% 112.9% 

サマール 4,808 5,596 5,776 6,814 7,227 8,318 9,129 

対前年比   116.4% 103.2% 118.0% 106.1% 115.1% 109.7% 

出所：“2011 Regional Social and Economic Trends”, NSCB(National Statistical Coordination Board)  
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添付資料 4．事業道路周辺に住む農家・漁家に対する質問票調査結果 

 

（農家：回答者 20 人） 

 取り扱っている農産物の種類：陸稲（14 人）、ココナツ（3 人）、パイナップル（3

人）。 

 農産物の販売先：地元（商店）へ販売（10 人）、仲買人に対して販売（10 人）。 

 本事業後の収入（年間）の動き：全員が増加した。内訳は、2 割以上 2 人、1－2

割 11 人、1 割未満 7 人。 

 収入増の理由：販売価格増（5 人。具体的には道路状態が良くなり事業道路沿い

の大きな町まで農産物を運び、より高い値で売れるとのこと）。他は、耕作地の拡

大などによる生産増（4 人）、廃棄する作物の減少（4 人）、無回答（7 人） 

 その他：仲買人も本事業から便益を受けている（16 人）。 

 

（漁家：回答者 20 人） 

 水産物の販売先：仲買人に販売（6 人）、地元（商店）に販売（13 人）24、直接消

費者に販売（1 人）。 

 本事業後の収入（年間）の動き：全員が増加した。内訳は、2 割以上 1 人、1－2

割 11 人、1 割未満 8 人。 

 収入増の理由：販売価格増（14 人、具体的には仲買人は自分たち漁家から以前よ

り高く買ってくれると）、漁獲増（2 人）、廃棄する漁獲物の減少（1 人）。 

 その他：仲買人も本事業から便益を受けている（14 人）。 

 

                                                   
24 13 人には仲買人に販売するケースも多数含まれている。 
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添付資料 5．アガス・アガス橋の地元自治体・周辺住民への聞き取り結果 

 

(1) 橋梁を管轄するソゴッド市(Municipality of Sogod) 

同市は人口約 4 万 3000 人。総務部長によれば、本橋梁は、物流や交通に大きく貢献

しており、天候（大雨による土砂崩れ）の影響を受けなくなったことが大きい。この

橋梁はある種の観光名所にもなっており、年間の訪問者は 10 万人程度と推測している。

市としては本事業を高く評価しており、日本政府への謝意が示された。 

 

(2) 橋梁付近のバランガイ25 

バランガイ長によれば、交通の利便性の向上や悪天候の影響が少なくなったことな

どを高く評価している。特に以前このあたりの住民は土砂崩れに悩まされており、2006

年には土砂崩れで 7 名が亡くなったが、橋梁が完成してからはそうした事故はなくな

ったとのことである。 

 

(3) 橋梁付近の居住者（5 人） 

① 便益：よりよい道路状況から通行時間の面で便益を得た（5 人全員）。地滑りの危

険なしに通行できることも高く評価されていた。 

② 交通事故数の変化：増加（なし）、同程度（3 人）、減少（2 人）。 

③ 事業の所有地・家屋への影響：影響あり（1 人）。 

④ 工事後環境の変化（回答者数） 

 

項目 かなり悪化 少し悪化 不変 少し改善 かなり改善 

大気 0 2 3 0 0 

騒音 0 0 5 0 0 

水質 0 0 5 0 0 

 

(4) プロジェクトの便益に対する総合評価 

 

項目 回答者数 

非常に良い 3 

良い 2 

ふつう 0 

少し悪い 0 

とても悪い 0 

無回答 0 

 

                                                   
25

 バランガイとは最小行政単位であり、選挙で選ばれたバランガイ長（バランガイ・キャプテン）

らによって管理・運営され、政府の諸々のサービスの窓口として機能している。 


