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国名
農地改革地域橋梁整備計画

フィリピン

Ⅰ 案件概要

事業の背景

フィリピン政府は、農村開発推進のための有効な手段として、1987 年に包括的農地改革計画
（Comprehensive Agrarian Reform Program: CARP）を開始した。2003 年には土地配分の目標が十分に
達成されたことから、農地改革の主要実施機関である農地改革省（Department of Agrarian Reform: DAR）
は農地改革受益者（Agrarian Reform Beneficiaries: ARBs)支援に政策の重点を移し、農業支援、飲料
水、インフラストラクチャー、農業金融支援を含むサービスを提供していた。
全国約 220 の農地改革コミュニティ（Agrarian Reform Community: ARC）では、日本の有償資金協力

の支援を受け農地改革インフラ支援事業（The Agrarian Reform Infrastructure Support Project: 
ARISP)が実施された。一方、DAR は ARC の生活水準や市場の状況改善のために、ARC の内外へのアクセ
ス改善の必要性があることから、全国で建設されるべき 34 の橋梁を選定したが ARC 対象地区外の支援
は ARISP の範囲外であった。
このような状況下、バザル・バランガイ、ウミライ・バランガイにおいて橋梁1を建設し、農村開発の

阻害要因となっている劣悪なアクセスの改善を図る無償資金協力がわが国に要請された。

事業の目的
バザル橋建設により、バザル地域の通年の交通を実現させるとともに、広域農地改革コミュニティに

おける交通アクセスの改善を図る。

実施内容

1. 事業サイト：オーロラ州マリア・オーロラ町バザル・バランガイおよびマラシン・バランガイ
2. 日本側の実施：バザル橋（110m）および取付道路（393.5m、計画は 424m）の建設
3. 相手国の実施：(1) 周辺住民への説明、(2) 建設用地の確保、(3) 建設のための仮設用地（現場事

務所、資材置場、仮設ヤード等）、(4) 建設のためのアクセス道路建設、(5)工事の支障となる電
柱、水道管等の移設

事前評価実施年 2008 年 交換公文締結日 2009 年 5月 20 日 事業完了日 2010 年 11 月 15 日

事業費 交換公文限度額：610 百万円、供与額：530百万円

相手国実施機関 農地改革省（Department of Agrarian Reform: DAR)

受注企業 （株）建設技研インターナショナル、東洋建設（株）

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに中期国家開発計画(2004－2010)、フィリピン開発計画（2011－2016）で最
重要課題として掲げられた農村開発・持続的農業開発というフィリピンの開発政策と十分に合致している。同政策下では、イ
ンフラストラクチチャーの整備を通じた土地生産性の改善、市場へのアクセス向上の観点からの ARB 支援が主要な戦略として
掲げられている。また、本事業は、市場や行政サービスのアクセスが課題であった ARC 域外の農村地域での橋梁建設という開
発ニーズに関しても事前評価時・事後評価時において、またフィリピン国別援助計画（2000 年）における格差是正という日本
の援助政策とも事前評価時において十分合致している。よって、妥当性は高い。
2 有効性・インパクト

本事業の実施により、事業目的として掲げられた「バザル橋建設により、バザル地域の通年の交通を実現させるとともに、
広域農地改革コミュニティにおける交通アクセスの改善を図る」は達成された。指標として掲げられた年間交通途絶日数や平
均渡河時間は、目標年・事後評価年ともに事業実施前に比べ大幅に向上している。2011 年のバザル橋完成後、バザル川は年間
を通じて渡河可能となり、バザル・バランガイとマリア・オーロラ町中心部間の移動時間は短縮された。更に事後評価時の評
価チームによるピーク時間の交通量調査や住民へのインタビューから、バザル橋の利用状況は良く、特にオートバイやトライ
シクル（オート三輪車）に利用されていることが確認された2。

インパクトに関しては、バザル橋の建設によりバザル・バランガイとマラシン・バランガイ住民の基本サービスへのアクセ
スは向上した。学校関係者やバランガイ行政官によれば、橋梁建設後は豪雨によるバザル川増水時においても、通学や病人の
保健施設への搬送が可能となった。更に、バランガイ行政官や農民によれば、バザル橋建設後、仲買人が自動車を利用してバ
ザル・バランガイを訪問することが増え、仲買人のバザル・バランガイの農民からの農産物の購入量及びオーロラ州の各町の
市場へのバザル・バランガイからの農産物の搬出量が増加した。この仲買人の訪問の増加は、バザル橋建設に加え、地方自治
体(Local Government Unit:LGU)による国道からバランガイ中心部までの州道の舗装に依るところも大きい。マイクロファイ
ナンス機関の職員のバザル・バランガイへの訪問がより頻繁に可能になったことから、マイクロファイナンスへのアクセスも
増加した。また、2010 年から 2013 年にかけてバザル・バランガイの農産物生産高は増加している（図 1参照）。一方、所得に
関するデータはないものの、農民へのインタビューによれば、生産性の向上と生産物の市場へのアクセス改善により買取価格
も上昇し、所得も増加している。

用地取得は国内法に則り、土地所有者の同意を得て実施された。事業地には住民が居なかったため住民移転は発生しておら
ず、また、事業実施前・中・後も係争は生じていない。自然環境への負のインパクトは発生していない。DAR によれば、(1) エ

                                           
1 バザル橋は本事業により建設され、ウミライ橋は別の無償資金協力（第二次農地改革地域橋梁整備計画）で建設された。
2 ピーク時間(16:30-17:30)の交通量は 2005 年の 90 台から 2014 年には 108 台へ増加した。バランガイ住民によれば、この増加は、バザル

橋完成後のオートバイやトライシクルの所有増加によるものである。2010年にはバランガイ住民のトライシクル所有台数は7台であったが、

2014 年にはトライシクル所有台数は 30 台となり、オートバイ所有台数は激増している。



コ・ツーリズム関連活動の増加、(2)国道とバザル・バランガイを結ぶ州道の舗装の推進、(3) DAR の橋梁建設プロジェクトの
管理能力の向上、(4)農村インフラ関連維持管理に関する LGU 間の連携の強化など、予想されていなかった様々な正のインパ
クトも確認されている。

よって本事業の有効性/インパクトは高い。

定量的効果

指標
2008 年(事業実施前)

実績値(注 1)

2011 年(目標年) 

目標値

2011 年 (目標年) 

実績値

2014 年(事後評価年)

実績値

指標 1:年間交通途絶日数 36 日/年(注 2) 0 日/年 0 0

指標 2：平均渡河時間 6.1 分(注 3)
約 16 秒

（平均速度:時速 25km）
n.a.

約 16 秒

（平均速度:時速 25km）

出所: 2008 年：基本設計調査報告書、2014 年：2014 年 4 月 23・24 日実測およびトライシクル運転手・バランガイ住民インタビュー

（注1） 基本設計調査実施時には橋梁はなく、車両及び歩行者は、比較的浅い箇所で河床を渡河している（基本設計調査報告書 P3-2）。

（注2） 増水により車両あるいは徒歩による渡河が不可能となった日数（基本設計調査報告書 P4-2）。

（注 3）徒歩及びトライシクルで横断に要した平均時間（基本設計調査報告書 P4-2）。

3 効率性
本事業は計画どおりのアウトプットが確認され、事業費、事業期間ともに計画内に収まり（それぞれ計画比 87％、63％）、

効率性は高い。

4 持続性

本事業で整備された橋梁はオーロラ州、マリア・オーロラ町、バザル・バランガイ、マラシン・バランガイが共同で行って
いる。州道上の橋梁の維持管理に関する州、町、バランガイ各政府の役割は 1991年の地方自治法（Local Government Code）
により規定されており、これに従いバザル橋の維持管理体制は確立され、スタッフの配置数も適切である。加えて、DAR と LGU
間の覚書（Memorandum of Agreement: MOA)が 2009 年に締結され、本プロジェクトの共同実施機関としてLGU のコミットメン
トが強化された。同 MOA は建設中および維持管理に関する両者の役割を規定している。町技術事務所（The Municipal 
Engineering Office (MEO)は 13 名の技術者を有し、うち 3 名がバザル橋の維持管理を直接担当している。一方、バランガイ
政府はバランガイで一般的な慣習であるボランティアを動員し、毎月 20 名でバザル橋の清掃を行っている。

技術面では、州および町技術事務所は、バザル橋の維持管理に適切な技術を有している。町・バランガイ行政官によれば、
現在までに技術的な問題には直面していない。MEO の土木技師 3 名は、新しい建設技術に関する会議等への参加を通じて技術
の更新を行っており、また、MEO 内ではオン・ザ・ジョブ・トレーニングや指導が実施されている。

財政面では、州政府・町政府の州道・橋梁に係る維持管理予算は毎年増加している。更に、DAR と LGU（州、町、バランガ
イ各政府）は「長期保全計画」を 2014 年 2 月に策定し、同計画は 2014 年から 2016 年にかけて必要な維持管理活動実施のた
めの州、町、バランガイ各々の財政負担について明示した。

橋梁の状態は良好であり、必要な維持管理活動はオーロラ町政府、バザル・バランガイ政府並びにマラシン・バランガイ政
府により定期的に実施されている。更に、上述のとおり、護岸、法面防護、柵、袖壁、橋梁・交通標識の維持、分水地点・土
手での植林、橋梁の定期点検なから成る「持続可能性計画」が策定されている。しかし、河床の沈泥、土手の浸水、河道の蛇
行などについては、事業実施前から存在していた問題であるが、長期的な対策が必要である。このうち、護岸工事、河床の浚
渫については上記持続性計画に含まれているものの、事後評価時点において具体的な実施計画は提示されなかった。

以上より、体制面、技術面、財政面および維持管理状況に問題はなく、よって本事業によって発現した効果の持続性は高い。

5 総合評価

本事業の実施により、事業目的として掲げられた「バザル橋建設により、バザル地域の通年の交通を実現させるとともに、
広域農地改革コミュニティにおける交通アクセスの改善を図る」は、バザル橋完成後、バザル川は年間を通じて渡河可能とな
り、安定した交通が確保されていることから達成された。またインパクトに関しては、市場や基本サービスへのアクセスの改
善が図られた。従って、本事業の有効性/インパクトは高い。
持続性に関しては、体制面、技術面、財政面および維持管理状況に問題はみられない。
以上より総合的に判断すると、本事業の評価は非常に高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：
1. マリア・オーロラ町、バザル・バランガイ、マラシン・バランガイは、(1)バザル橋持続可能性計画下の活動実施のための
予算を配賦すること、(2) 橋梁の定期点検や取付道路の清掃など定期的な維持管理活動を続けることが推奨される。
2. 事業の効果を更に高めるために、オーロラ州政府は、(1)州道の未舗装部分の舗装を行うこと、(2) 中央政府と協力し、バ
ザル川の沈泥や土手の浸水など、長期的な対策の計画・実施に着手することが推奨される。
3. DAR 州事務所は、「長期保全計画」下の活動の実施を監理することが推奨される。

JICA への教訓：
1. 農村地域での橋梁建設のインパクトは、接続する道路の改良で更に高められる。本事業では、移動時間の短縮は、橋梁建
設に加え、LGU による州道舗装の効果も大きい。従って、事業地周辺の道路整備を実施機関・関係機関に奨励することは重要
である。
2.本事業のように建設された橋梁の維持管理に関して地方自治体が重要な役割を担う場合には、計画時から地方自治体を関与
させることにより、事業の円滑な実施のみならず、事業完成後の持続性確保も可能となる。



図 1 バザル・バランガイの収穫高（トン/ha）

出所: 町農業事務所

バザル橋を通行する歩行者・トライシクル


