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フィリピン 

地方道路網整備事業（Ⅲ） 

 

外部評価者：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

島村 真澄 

０．要旨 

本事業は、事業地域の安全かつ効率的な地方道路網を確保することを目的に、二級

国道の改良が行われた。地方道路網の質的条件の改善を図ることで、安全かつ効率的

な道路網を整備し、地方経済の発展促進と都市経済との格差是正に貢献するという本

事業の目的は、審査時および事後評価時ともに、フィリピンの開発政策、開発ニーズ

に合致しており、また審査時の日本の援助政策とも整合性があり事業実施の妥当性は

高い。事業完成後の本事業対象区間の年平均日交通量は計画値を大きく上回り、年間

交通費用は大幅に削減されており、現地でのヒアリングや受益者調査を通じて地域住

民が本事業による便益（道路網の確実性・信頼性の向上、市場アクセスの改善、物流

の効率化）に満足していることが確認された。また本事業は地域住民の所得の向上や

地域経済活動の活性化にも貢献していることから、有効性・インパクトは高い。一方、

本事業は事業費が計画を上回り、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効率性は低

い。また、運営・維持管理については、予算不足により必要な重機が十分に更新・配

置できておらず、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

以上より、本事業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       マーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイロ/ 

（全国で計 11 区間の道路：赤色の点）   カピス道路（パナイ島、カピス州） 

 

 

 

マニラ 
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1.1 事業の背景 

本事業の審査時（2001 年）、フィリピンにおいて道路交通は最大の輸送手段であり、

旅客輸送の約 9 割、貨物輸送の約 5 割を担っていた。道路の状況をみると、国土全体

で量的な側面では比較的よく整備されていたが、未舗装道路が多かった。また、幹線

国道と二級国道（幹線道路と地方市町村を結ぶ国道）の整備状況に格差が大きかった。

これら未舗装の道路の中には、雨期になると通行不能となる程劣悪な状況のものもあ

り、さらに簡易な応急橋 1が多く残っているなど、地方においては安全かつ効率的な道

路網が確保されているとは言い難い状況にあった。これまでの道路整備事業は幹線国

道網を中心として進められてきており、このような地方道路網の未舗装道路の整備、

および応急橋の永久橋 2への架け替えなど質的条件の改善が急務となっていた。 

 

1.2 事業概要 

フィリピン全国の計 11 区間において二級国道の改良を行うことにより、当該道路周

辺地域における安全かつ効率的な地方道路網の確保を図り、もって地方経済の発展促

進と都市経済との格差是正に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 6,205 百万円 ／ 4,540 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 2001 年 3 月 ／ 2001 年 5 月 

借款契約条件 本体：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）、二国間タイド複合 

借入人／実施機関 フィリピン共和国政府／公共事業道路省（DPWH） 

貸付完了 2012 年 3 月 

本体契約 

 

Sammi Construction Company, Ltd. （ 大 韓 民 国 ）、

J.M.Luciano Construction Inc.（フィリピン）、China Wuyi 

Co., Ltd.（中華人民共和国） 

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）／

Proconsult, Inc.（フィリピン）／Techniks Group Corp.（フ

ィリピン）／Development Engineering and Management 

Corp, Techphil Inc.（フィリピン）／United Technologies

（フィリピン）／Multi-Infrakonsult, Inc.（フィリピン）

（JV） 

関連調査 

（フィージビリティー・スタ

 JICA「地方道路網整備計画」F/S（1989 年 2 月） 

 JICA「地方道路網整備計画（Ⅱ）」F/S（1990 年 10 月） 

                                                   
1 当面の通行を確保するために短期間で応急的に設置された橋。 
2 木橋ではなく鉄やコンクリートで整備された橋。 
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ディ：F/S）等  JICA「地方道路セクターパッケージ事業」案件形成促

進調査（SAPROF）（1991 年 10 月） 

 DPWH プレ F/S（1997 年 5 月） 

関連事業 円借款（カッコ内は借款契約調印年月） 

 地方道路網整備事業（Ⅰ）（1991 年 7 月） 

 地方道路網整備事業（Ⅱ）（1995 年 8 月） 

 地方開発緊急橋梁建設事業（2002 年 3 月） 

 道路改良・保全事業（2011 年 3 月） 

技術協力 

 道路・橋梁の建設・維持に係る品質管理向上プロジェ

クト（フェーズ 1：2007 年 2 月～2010 年 2 月、フェー

ズ 2：2011 年 10 月～2014 年 9 月） 

無償資金協力 

 地方道路橋梁建設計画（カッコ内は交換公文署名年月） 

フェーズ 1（1988 年 4 月） 
フェーズ 2（1988 年 10 月） 

フェーズ 3（1990 年 4 月及び 1992 年 2 月） 

フェーズ 4（1993 年 1 月及び 1993 年 7 月） 

世界銀行 

 National Roads Improvement and Management Program 

Phase 2 (NRIMP 2) 

アジア開発銀行 

 Road Improvement and Institutional Development Project 

 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 島村 真澄 （三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社） 

 

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：2013 年 11 月～2014 年 12 月 

 現地調査：2014 年 3 月 16 日～4 月 14 日、2014 年 6 月 25 日～7 月 9 日 
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3．評価結果（レーティング：C 3） 
3.1 妥当性（レーティング：③ 4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時において、エストラーダ政権下で策定された「新中期開発計画（1999 ～2004 

年）」では、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

を支えることを目標に掲げ、それを達成する戦略の１つとして、「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」に取り組む方針を示していた。

当該方針に基づき、フィリピン政府は 2004 年までに全ての幹線国道を舗装道路に

（1998 年時点で 71%）、二級国道の 66%を舗装道路に（1998 年時点で 47%）する目標

を定めていた。本事業は二級国道を対象として改良工事を行う事業であり、本中期開

発計画の中で明確に位置づけられた道路整備事業である。 

事後評価時において、「中期開発計画（2011～2016 年）」では道路・橋梁のインフラ

整備が輸送のコストを縮減し、経済活動を活発化するものとして優先課題に掲げられ

ており、また、既存のインフラ資産の保護、運輸ネットワークの維持管理に重点を置

いて優先的に予算・人員・機材など資源配分を行う、との方針が打ち出されている。

また本事業の実施機関である公共事業道路省（以下、「DPWH 5」という。）の「中期開

発計画（2011～2016 年）」において「戦略的な運輸インフラの構築及び運輸インフラ

の維持・管理」が重要視され、DPWHは以下の優先順位にて全国にわたる道路網の更

なる拡充と共に、既存の道路ネットワークの維持・強化に取り組む方針を示している。 

1. 既存資産（道路・橋梁インフラ）の維持 

2. 道路の損傷区間の修復 

3. 交通量の多い区間の改良と拡幅 

4. 道路網の完備のための新規道路建設（ミッシングリンク 6の整備） 
 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

「1.1 事業の背景」にて記述したとおり、審査時において、フィリピンでは、最大

の輸送手段である道路網における未舗装道路の整備、および応急橋の永久橋への架け

替えなど、質的条件の改善が急務となっていたが、道路整備事業はこれまで幹線道路

網の整備を中心として進められており、地方道路網の整備が不十分であった。したが

って、政府は幹線道路網の整備と並行して幹線道路と地方の市町村を結ぶ二級国道の

改良も進めて地方道路網の整備を図り、地方経済の活性化による格差の是正を図る必

要があった。 

事後評価時において、DPWH は、既存の道路・橋梁インフラの質と能力を高める

ことの重要性を掲げており、この実現に向けた数値目標として、以下を定めている。 
                                                   
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
5 Department of Public Works and Highways 
6 道路網の中の未整備区間。道路網が途中で途切れている区間。 
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・ 2016 年までに幹線国道の 97%を舗装道路にする（2012 年 12 月時点で 88%） 

・ 2016 年までに二級国道の 88%を舗装道路にする（2012 年 12 月時点で 65%） 

・ 2016 年までに国道沿いの橋梁（National Bridges）を 100%永久橋にする 
 

このとおり、引き続き二級国道の整備の必要性が認識されており、事後評価時点に

おいても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 

国際協力機構（以下、「JICA」という。）は、日本政府の方針を踏まえて、1999 年

12 月に「海外経済協力業務実施方針」を策定した。その重点分野として、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、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、等を掲げていた。この

うち本事業は、「②貧困緩和と地方間格差の是正」に該当し、地方における安全かつ効

率的な道路網を整備することにより地域開発促進を図り、都市経済との格差是正に資

することを目的としていた。 

 

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 7（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

審査時に想定していた運用・効果指標は、1.年平均日交通量、2.年間交通費用の低減、

3.所要時間の短縮の 3 点であった。事後評価時においてこれら指標の実績値を確認し

たところ、1.は入手できたが、2.は算出方法の変更等により事前・事後の正確な比較

ができないため、参考値とせざるを得なかった。3.は現地でのヒアリング調査や受益

者調査の結果を踏まえて定性的に分析を行った。 

 

3.2.1.1 年平均日交通量（台数／日） 

本事業対象道路における「年平均日交通量（以下、「AADT 8」という。）」の基準値、

目標値並びに近年の実績値を比較すると表 1 のとおりである。各道路の完成年月が異

なり、入手可能な直近のデータが揃っている 2013 年時点で完成後 1～5 年が経過して

いる。いずれの道路区間も審査時の目標値を大きく上回っており 9、目標は達成されて

                                                   
7 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
8 Annual Average Daily Traffic 
9 
審査時に設定した目標値と実績値との乖離が大きい点について実施機関に確認したところ、審査

時の目標値は、交通量の自然増加分のみを想定したもので、転換交通量や誘発交通量は想定に入れ

ていなかったとの説明があった。 
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いると判断する 10。 

 
表 1 年平均日交通量（AADT） 

（単位：台数／日） 

出所：DPWH 計画局 
注 1)  本事業全体の完成年は 2013 年 
注 2)  データ収集が行われていない 
注 3)  8. バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路区間は、事業開始後、スコー

プ追加により整備された道路区間 

 

なお、事業対象道路における「年間交通費用の低減（以下、「VOCS 11」とい

う。）」の基準値、目標値並びに近年の実績値を比較した表は参考資料（30 ペー

ジ）に示した。 

  

                                                   
10 目標値を大幅に上回っているため、今後の交通計画の検討材料に値すると思われる。 
11 Vehicle Operating Cost Savings 

区間／州 
（完成年月） 

基準値 目標値 実績値 

2001 年 完成年 完成後 
7 年 2011 年 2012 年 2013 年

注 1)   
1. バタック-ジャンクション バンナ（エスピリ

トゥ）ヌエバエラ道路／イロコス・ノルテ州 
（2010 年 9 月） 

101 204 311 1,881 1,639 2,281 

2. ソラノ -ケゾン道路／ヌエバ・ビスカヤ州 
（2010 年 3 月） 

154 255 372 659 N.A. 
注 2) 

N.A. 
注 2) 

3. バリワグ  バウンダリー -カンダバ道路／パ

ンパンガ州 （2008 年 12 月） 
391 726 1,066 8,775 14,913 11,368 

4. サンファン -レイヤ道路／バタンガス州 
（2009 年 2 月） 

562 1,530 2,763 N.A. 
注 2) 

5,858 3,235 

5. リボン-マロクモク-パンタオ道路／アルバイ

州 （2009 年 9 月） 
156 288 422 1,316 1,807 3,573 

6. ロオック-オディオンガン-サンアンドレス道

路／ロンブロン州 （2010 年 6 月） 
182 495 905 3,763 6,437 7,235 

7. パンダン -リバータッド -アンティケ /アクラ

ン バウンダリー道路／アンティケ州 （2012 年

6 月） 

203 434 689 1,333 1,818 2,089 

8. バウンダリー  アンティケ /イロイロ–アニニ

イ–V.ジメネズ道路／アンティケ州（2012 年 3
月）注 3) 

- - - 1,527 1,487 2,534 

9. マーヨン-クアテロ-ジャンクション  イロイ

ロ/カピス道路／カピス州 （2009 年 10 月） 
147 298 463 2,181 2,547 2,750 

10. ブトゥワン市-ラスニーヴェス-エスペラン

ザ -バユガン道路／北アグサン州および南アグ

サン州 （2012 年 8 月） 

207 374 538 2,626 4,032 4,562 

11. プロスペリダッド -リアンガ道路／南アグ

サン州および南スリガオ州 （2010 年 11 月） 
517 746 1,097 2,163 2,394 2,649 
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出所：DPWH 計画局提供の地図より作成 

図 1 各道路の位置図 

1. バタック-ジャンクション バンナ（エスピリトゥ）ヌエバエラ 

2. ソラノ-ケゾン 

3. バリワグ バウンダリー-カンダバ 

4. サンファン-レイヤ 

5. リボン-マロクモク-パンタオ 

6. ロオック-オディオンガン-サンアンドレス 

7. パンダン-リバータッド-アン

ティケ/アクラン バウンダリー 

8. バウンダリー  アンティケ /イ
ロイロ–アニニイ–V.ジメネズ 

9. マーヨン -クアテロ -ジャンク

ション イロイロ/カピス 

10. ブトゥワン市 -ラスニーヴェス -
エスペランザ-バユガン 

11. プロスペリダッド-リアンガ 
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3.2.2 定性的効果 

3.2.2.1 交通の安全・確実性の向上 

事業完成後の交通安全の改善状況について、事業周辺地域の住民・農民 120 人に対

して受益者調査 12を実施した結果を表 2 にまとめた。全ての住民が「交通安全状況が

向上した」もしくは「交通安全状況の変化は見られない」と回答しており、交通安全

状況が悪化したと回答した住民はいなかった。また、交通安全状況が向上したと回答

した住民の約 9 割が「交通標識／警告サインが設置された」、約 6 割が「交通事故が減

った」と回答している。 

                                                   
12 受益者調査の実施要領：調査は、フィリピン中部パナイ島のカピス州およびアンティケ州の 3 区

間の道路（マーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイロ/カピス道路（カピス州）、パンダン-リバー

タッド-アンティケ/アクラン バウンダリー道路（アンティケ州）、バウンダリー アンティケ/イロイ

ロ–アニニイ–ニニジメネズ道路（アンティケ州））を対象とした。当該道路周辺地域の 7 町（アニニ

イ町、トビアス フォーニア町、ハムティック町、パンダン町、リバータッド町、クアテロ町、マー

ヨン町。合計 148 バランガイが管轄下にある）から 12 バランガイを無作為に選定した後、これらの

バランガイから合計 120 人を無作為に抽出した（データ収集方法は、対面聞き取り方式による。）。 
回答者 120 人の構成：男女比は、男性 38 人（31.7%）女性 82 人（68.3%）、年齢層は、20 代 4 人（3.3%）、

30 代 24 人（20.0%）、40 代 29 人（24.2%）、50 代 33 人（27.5%）、60 代以上 30 人（25.0%）。 

 
8. バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニ

イ–V.ジメネズ道路（パナイ島、アンティケ州） 
 

9. マーヨン-クアテロ-ジャンクション  イ
ロイロ/カピス道路（パナイ島、カピス州） 

7. パンダン-リバータッド-アンティケ/アクラン 
バウンダリー道路（パナイ島、アンティケ州） 

 

 

受益者調査の様子 



 

9 
 

表 2 交通安全の改善状況 
質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 

本事業完成後、交通安全状況の変化

が見られたか？ 
・変化が見られた：48.3% （回答者数：58 人） 
・変化が見られなかった：51.7% （回答者数：62 人） 
・わからない：0% （回答者数：0 人） 

質問項目 回答結果（複数回答があるため、合計 58 人にならない） 
どのような変化が見られたか？ 
（上記質問で「変化が見られた」と

回答した住民 58 人に対する追加質

問） 

・交通標識／警告サインが設置された：89.7% （回答者数：52 人） 
・交通事故が減った：58.6% （回答者数：34 人） 
・街路灯の設置により視界が良くなった：22.4% （回答者数：13 人） 
・交通整理人が設置された：8.6% （回答者数：5 人） 
・速度制限が明確になった：5.2% （回答者数：3 名） 
・歩行者レーンが設置された：1.7% （回答者数：1 人） 

出所：受益者調査結果 

 

現地調査時に行った実施機関および町役場へのヒアリング 13によると、本事業実施

により道路網の確実性・信頼性の向上が図られたが、交通量の増加・スピード運転の

増加に伴い、事業実施前に比べて交通事故が増加しており（動物の衝突事故も増加）、

実施機関では道路標識・ガードレールの設置や交通ルールの徹底に努めているとの回

答があった。現地調査時に行った受益者（住民）へのヒアリング 14によれば、事業実

施前と比べて交通事故が増えたとは思わないとの回答があった。 

上記のとおり、交通安全の改善状況については、受益者調査・現地調査時の住民へ

のヒアリング結果と、実施機関・町役場のヒアリング結果とで異なる認識が示されて

いるが 15、実施機関にて交通安全の更なる改善に向けた努力が行われており、全体と

して改善の方向にあると判断する。 

道路網の確実性・信頼性の向上について、病院および大学へのアクセス改善状況に

関する受益者調査の結果をそれぞれ表 3、表 4 にまとめた。これによると全ての回答

者が「本事業完成後、病院／大学へのアクセス時間がいずれも短縮された」と回答し

ている。 
表 3 病院へのアクセス改善状況 

質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 
本事業完成後、病院へのアクセス時

間が短縮されたか？ 
・短縮された：100% （回答者数：120 人） 
・短縮されなかった：0% （回答者数：0 人） 
・わからない：0% （回答者数：0 人） 

質問項目 回答結果 
病院へのアクセス時間がどの程度短

縮されたか？ 
（上記質問で「短縮された」と回答

した住民 120 人に対する追加質問） 

・15 分未満：11.7% （回答者数：14 人） 
・15 分以上、30 分未満：55.8% （回答者数：67 人） 
・30 分以上、1 時間未満：27.5% （回答者数：33 人） 
・1 時間以上、2 時間未満：4.2% （回答者数：5 人） 
・2 時間以上、4 時間未満：0% （回答者数：0 人） 
・4 時間以上：0.8% （回答者数：1 人） 

出所：受益者調査結果 

                                                   
13 カピス第 1・第 2 地域事務所（DEO）およびマーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイロ/カピ

ス道路（カピス州）のクアテロ町役場へのヒアリングによる。 
14 バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–ニニジメネズ道路（アンティケ州）沿いのバラン

ガイ（村）の住民へのヒアリングによる。 
15 実施機関および町役場においては地元住民に比べてより広域の、包括的な情報が入ってくるため、

交通安全状況についてマイナスの情報も把握していたものと考えられる。 
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表 4 大学へのアクセス改善状況 
質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 

本事業完成後、大学へのアクセス時

間が短縮されたか？ 
・短縮された：100% （回答者数：120 人） 
・短縮されなかった：0% （回答者数：0 人） 
・わからない：0% （回答者数：0 人） 

質問項目 回答結果 
大学へのアクセス時間がどの程度短

縮されたか？ 
（上記質問で「短縮された」と回答

した住民 120 人に対する追加質問） 

・15 分未満：4.2% （回答者数：5 人） 
・15 分以上、30 分未満：38.3% （回答者数：46 人） 
・30 分以上、1 時間未満：39.2% （回答者数：47 人） 
・1 時間以上、2 時間未満：17.5% （回答者数：21 人） 
・2 時間以上、4 時間未満：0% （回答者数：0 人） 
・4 時間以上：0.8% （回答者数：1 人） 

出所：受益者調査結果 
 
また、現地調査時に行った実施機関、町役場、住民へのヒアリングの回答を表 5 に

まとめた。 
 

表 5 病院・大学等へのアクセス改善に係る関係者へのヒアリング内容 
実施機関へのヒアリング（移動区間と改善状況） 

＜パンダン-リバータッド-アンティケ/アクラン バウンダリー道路（アンティケ州）を利用＞ 
・リバータッド町～パンダン町内中心部への移動（約 28km） 
・リバータッド町～パンダン病院へのアクセス 
・リバータッド町～パンダン港へのアクセス 

・90 分（事業実施前）→45 分（事業実施後） 
・60 分（同上）→35 分（同上） 
・60 分（同上）→35 分（同上） 

＜バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路（アンティケ州）を利用＞ 
・カサイ、アニニイ～サンホゼ町内中心部への移動（約 50km） 
・カサイ、アニニイ～サンホゼ病院・サンホゼ大学へのアクセス 
・カサイ、アニニイ～サンホゼ空港へのアクセス 

・135 分（同上）→95 分（同上） 
・135 分（同上）→95 分（同上） 
・140 分（同上）→100 分（同上） 

バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路（アンティケ州）沿い住民へのヒアリング 
・主要都市（イロイロ市、約 100km）への移動時間が事業実施前後で、4 時間→2.5 時間に短縮し、空港や病院

へのアクセスが改善した。 
マーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイロ/カピス道路（カピス州）沿いのクアテロ町役場へのヒアリング 
・主要都市（ロハス市、約 41km）への移動時間が事業実施前後で、90 分→45 分に短縮し、空港や病院へのア

クセスが改善した。 
・近隣のカピズ州立大学への移動時間が事業実施前後で、45 分→20 分に減少し、アクセスが改善した。 
・事業実施後、パトロール巡回ができるようになり、地域の治安が改善した。（参考：山間部にて新人民軍が

反政府活動を展開していたが、本事業による道路整備により監視活動ができるようになり、地域内で一定の

規律や秩序が回復したとのこと。） 

 

受益者調査結果、現地ヒアリング結果から、本事業により道路網の確実性・信頼性

の向上および各種施設等へのアクセス改善が実現していると判断される。 

 

3.2.2.2 市場アクセス改善・物流の効率化による地域開発促進 

事業完成後の市場アクセス等の改善状況について、事業周辺地域の住民・農民に対

して受益者調査を実施した結果をそれぞれ表 6、表 7、表 8 にまとめた。これによると

全ての回答者が、「本事業完成後、マーケット／米・とうもろこしの集荷場／主要都市

へのアクセス時間がいずれも短縮された」と回答している。また、本事業実施により

短縮された時間は、マーケットアクセスおよび米・とうもろこしの集荷場については、

いずれも 30 分未満が約 9 割を占めており、主要都市へのアクセスについては、30 分

以上、2 時間未満が約 9 割となっている。 
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表 6 マーケットへのアクセス改善状況 
質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 

本事業完成後、マーケットへのアク

セス時間が短縮されたか？ 
・短縮された：100% （回答者数：120 人） 
・短縮されなかった：0% （回答者数：0 人） 
・わからない：0% （回答者数：0 人） 

質問項目 回答結果 
マーケットへのアクセス時間がどの

程度短縮されたか？ 
（上記質問で「短縮された」と回答

した住民 120 人に対する追加質問） 

・15 分未満：46.7% （回答者数：56 人） 
・15 分以上、30 分未満：43.3% （回答者数：52 人） 
・30 分以上、1 時間未満：9.2% （回答者数：11 人） 
・1 時間以上、2 時間未満：0% （回答者数：0 人） 
・2 時間以上、4 時間未満：0% （回答者数：0 人） 
・4 時間以上：0.8% （回答者数：1 人） 

出所：受益者調査結果 

 
表 7 米・とうもろこしの集荷場へのアクセス改善状況 

質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 
本事業完成後、米・とうもろこしの

集荷場へのアクセス時間が短縮され

たか？ 

・短縮された：100% （回答者数：120 人） 
・短縮されなかった：0% （回答者数：0 人） 
・わからない：0% （回答者数：0 人） 

質問項目 回答結果 
米・とうもろこしの集荷場へのアク

セス時間がどの程度短縮されたか？ 
（上記質問で「短縮された」と回答

した住民 120 人に対する追加質問） 

・15 分未満：49.2% （回答者数：59 人） 
・15 分以上、30 分未満：42.5% （回答者数：51 人） 
・30 分以上、1 時間未満：7.5% （回答者数：9 人） 
・1 時間以上、2 時間未満：0% （回答者数：0 人） 
・2 時間以上、4 時間未満：0% （回答者数：0 人） 
・4 時間以上：0.8% （回答者数：1 人） 

出所：受益者調査結果 

 
表 8 主要都市へのアクセス改善状況 

質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 
本事業完成後、主要都市へのアクセ

ス時間が短縮されたか？ 
・短縮された：100% （回答者数：120 人） 
・短縮されなかった：0% （回答者数：0 人） 
・わからない：0% （回答者数：0 人） 

質問項目 回答結果 
主要都市へのアクセス時間がどの程

度短縮されたか？ 
（上記質問で「短縮された」と回答

した住民 120 人に対する追加質問） 

・15 分未満：0% （回答者数：0 人） 
・15 分以上、30 分未満：10.0% （回答者数：12 人） 
・30 分以上、1 時間未満：46.7% （回答者数 56 人） 
・1 時間以上、2 時間未満：40.8% （回答者数 49 人） 
・2 時間以上、4 時間未満：2.5% （回答者数：3 人） 
・4 時間以上：0% （回答者数：0 人） 

出所：受益者調査結果 

 
また、現地調査時に行った実施機関、町役場、住民へのヒアリングの回答を表 9 に

まとめた。 
表 9 市場アクセス等改善に係る関係者へのヒアリング内容 

実施機関へのヒアリング（移動区間と改善状況） 
＜バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路（アンティケ州）を利用＞ 
・カサイ、アニニイから主要都市（アンティケ州の州都サン

ホゼ町）への移動（約 50km） 
・カサイ、アニニイからサンホゼ町の米集積場へのアクセス 

・135 分（事業実施前）→95 分（事業実施後） 
・145 分（同上）→105 分（同上） 

マーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイロ/カピス道路（カピス州）沿いのクアテロ町役場へのヒアリング 
・主要農作物である米・とうもろこしの集積場があるポブラシオンへの移動時間が事業実施前後で、90 分→60

分に短縮し、アクセスが改善した。 
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受益者調査結果、現地ヒアリング結果から、本事業の実施により、市場アクセスの

改善・物流の効率化が図られており、本事業が地域開発の促進にも貢献していると判

断される。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

3.3.1.1 地域農民の所得向上に係るインパクト 

事業完成後の地域農民の所得への影響について、事業周辺地域の住民・農民に対し

て受益者調査を実施した結果を表 10 にまとめた。120 名中 112 名（93%超）の住民が、

所得が向上したと回答している。また、現地調査時の住民へのヒアリング 16によると、

以下の回答があった。いずれも本事業による所得へのプラスのインパクト（収入の機

会の増加、農作業効率化）に満足感を示していた。 

・ 住民の主な生計手段は、農業、漁業、小商店の営業、OFW（海外出稼ぎ労働）な

どであるが、事業実施後、マーケットや米・とうもろこしの集荷場などへのアク

セスが改善し、収入の機会が増加したことにより住民の所得が向上した。 
 

表 10 事業完成後の地域農民の所得への影響 
質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 

本事業完成後、世帯所得に変化があ

ったか？ 
・所得が向上した：93.3% （回答者数：112 人） 
・所得の変化はない：5.8% （回答者数：7 人） 
・所得が減少した：0.8% （回答者数：1 人） 
・その他：0% （回答者数：0 人） 
・わからない：0% （回答者数：0 人） 

出所：受益者調査結果 
 

3.3.1.2 地域経済活動の活性化への貢献 

事業完成後の地域経済活動への影響について、事業周辺地域の住民・農民に対して

受益者調査を実施した結果を表 11 にとりまとめた。全ての回答者（周辺住民 120 人）

が「本事業完成後、周辺地域の経済が活発化した」と答えており、その具体例として、

「ビジネス設立（会社・商店・事業所）が増えた」、「金融関連事業（銀行・質屋等）

が増えた」、「食料品店・雑貨店が増えた」などが挙げられており、本事業が地域経済

にもプラスのインパクトを与えていることがわかる。 

 
表 11 事業完成後の地域経済への影響 

質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 
本事業完成後、周辺地域の経済に影

響があったか？ 
・活発化した：100% （回答者数：120 人） 
・変化はない：0% （回答者数：0 人） 
・鈍化した：0% （回答者数：0 人） 
・その他：0% （回答者数：0 人） 
・わからない：0% （回答者数：0 人） 

                                                   
16 マーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイロ/カピス道路（カピス州）およびバウンダリー アン

ティケ/イロイロ–アニニイ–ニニジメネズ道路（アンティケ州）沿いのバランガイ（村）の住民への

ヒアリングによる。 
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質問項目 回答結果（複数回答があるため、合計 120 人にならない） 
経済が活発化したと考える具体例

は？ 
（上記質問で「活発化した」と回答

した住民 120 人に対する追加質問） 

・ビジネス設立（会社・商店・事業所）が増えた：46.7% （回答者数：

56 人） 
・金融関連事業（銀行・質屋等）が増えた：33.3% （回答者数：40 人） 
・食料品店・雑貨店が増えた：15.8% （回答者数：19 人） 
・現地への投資が増えた：8.3% （回答者数：10 人） 
・旅行者が増えた：8.3% （回答者数：10 人） 
・運輸サービスが増えた：7.5% （回答者数：9 人） 
・雇用／雇用機会が増えた：7.5% （回答者数：9 人） 
・行商人が増えた：5.8% （回答者数：7 人） 
・飲食店が増えた：4.2% （回答者数：5 人） 
・ガソリンスタンドが増えた：4.2% （回答者数：5 人） 等 

出所：受益者調査結果 
 
農業生産に係るデータとして、米およびとうもろこしの生産高について、それぞれ

本事業対象州（11 州）およびフィリピン全土の生産高の推移を添付資料（32, 33 ペー

ジ）に示した。各道路の完成年月が異なり、完成前後の推移からは本事業との間に明

確な相関関係は見られないが、事業対象州 11 州の全体的な傾向としては、米・とうも

ろこしの生産高は 2009 年、2010 年はいずれも減少しているものの、2011 年以降は増

加傾向にあり、とりわけ 2013 年は米・とうもろこし共に増加率がフィリピン全土の増

加率を大きく上回っている。受益者調査の結果も踏まえると、本事業を通じて農産品

の物流改善が図られたことにより、本事業は農業生産高の向上に一定程度貢献してい

ると考えることが可能である。 

 

ビジネス活動に係るデータとして、登録事業所数および雇用者数について、それぞ

れ本事業対象州（11 州）およびフィリピン全土の推移を添付資料（34 ページ）に示し

た。各道路の完成年月が異なり、完成前後の推移からは本事業との間に明確な相関関

係は見られないが、事業対象州 11 州全体を見ると、登録事業所数・雇用者数共に概ね

増加傾向にあり、2012 年はフィリピン全土の増加率を上回っている。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

3.3.2.1 自然環境へのインパクト 

本事業については全対象区間について環境天然資源省より環境適合証明書（以下、

「ECC 17」という。）が発給されており、事業実施期間中において、ECCで規定された

EMP（環境管理計画書）が遵守されている。 

事業実施期間中における環境モニタリングについては、複数の機関によるモニタリ

ング・チーム（DPWH、環境天然資源省、LGU、事業コンサルタント等より構成）が

結成され、四半期毎にモニタリングが行われ、モニタリング結果がレポートにとりま

とめられている（主なチェック項目は、大気、水質、騒音、地形、地盤沈下、生態系。）。

環境モニタリングの結果、自然環境への特段の影響は生じていない。 

                                                   
17 Environmental Compliance Certificate 
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実施機関へのヒアリングによると、事業実施中、環境モニタリングの一環として、

コントラクターに対して環境配慮の指導を行い必要な緩和策 18を講じていることから

特段の問題はないものと考える。また、地元の地方自治体（以下、「LGU 19」という。）

および地元住民から特段の苦情は示されていないとのことであった。 

現地調査時の住民へのインタビューによると、工事期間中および事業完成後ともに

自然環境への影響に係る特段の指摘はなかった（工事期間中、一時的な影響はあった

ものの許容範囲内の事項であり、事業完成後は改善されている、とのことであった。）。 

また、事業周辺地域の住民・農民に対して受益者調査を実施した結果、建設期間中

に自然環境への負の影響があったと回答した住民は 89 名で、調査対象者（120 名）の

74%であったが、いずれも建設工事に伴う砂埃や騒音等の一時的な影響の指摘であっ

た。他方、事業完成後に「自然環境が改善した」もしくは「自然環境に影響はない」

と回答した住民は 117 名で、調査対象者の約 98％に及んでおり、特段の問題はないと

思われる。 

 

3.3.2.2 住民移転・用地取得 

実施機関はフィリピン国内法に基づくDPWHのガイドライン（Infrastructure ROW 

Procedural Manual, 2003 年 4 月）に則って用地取得計画 20に基づいた用地取得および補

償費支払いの手続きを行っている。実施機関および現地調査時の住民へのインタビュ

ーによると、事業実施前に地域住民に対する公聴会と協議が累次にわたって行われ、

特段の問題なく補償金額の合意に至ったとの回答があった。用地取得プロセス・補償

費支払い手続きは適正に実施されており、問題はない。 

実施機関にて用地取得を最小限に抑える努力が行われた結果、当初、構造物（フェ

ンスや樹木等）の撤去対象となっていた沿道住民のうち、最終的には撤去が行われな

かった住民がいたことを現地サイト視察および住民へのヒアリングで確認した。また、

合法的土地所有者については、同じ土地で、建物を後ろに移動して対処したことから、

住民移転は発生せず、結果的に移転計画は不要となったとのことであった。なお、土

地の不法占拠民については、土地の補償費は支払われず、構造物を撤去した場合は、

それに対する補償費のみが支払われた。 

道路区間毎の用地取得に関する実績は表 12 のとおりである。 
 

表 12 用地取得に関する実績 
区間／州 所有する構造物や

植栽などが影響を
受けた住民の数 

1. バタック-ジャンクション バンナ（エスピリトゥ）ヌエバエラ道路／イ
ロコス・ノルテ州 

65  

                                                   
18 具体的には、工事期間中、粉塵対策のための水まきや、工事時間の制限（早朝・夜間工事を回避）

等を行っている。 
19 Local Government Unit 
20 Land Acquisition and Resettlement Action Plan（LAPRAP） 
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2. ソラノ-ケゾン道路／ヌエバ・ビスカヤ州 30 
3. バリワグ バウンダリー-カンダバ道路／パンパンガ州 48 
4. サンファン-レイヤ道路／バタンガス州 26 
5. リボン-マロクモク-パンタオ道路／アルバイ州 305 
6. ロオック-オディオンガン-サンアンドレス道路／ロンブロン州 285 
7. パンダン-リバータッド-アンティケ/アクラン  バウンダリー道路／アン
ティケ州 

494 

8. バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路／アンテ
ィケ州 

680 

9. マーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイロ/カピス道路／カピス州 81 
10. ブトゥワン市-ラスニーヴェス-エスペランザ-バユガン道路／北アグサ
ン州および南アグサン州 

970 

11. プロスペリダッド-リアンガ道路／南アグサン州および南スリガオ州 515 
合計 3,499 
出所：質問票に対する実施機関からの回答 
 
以上より、本事業の実施により概ね計画どお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 

本事業のアウトプットの計画と実績の比較は表 13 のとおりである。 

 

表 13 アウトプットの計画と実績の比較 
区間／対象州 計画 実績 

対象道路
延長（km） 

対象 
橋梁数 

対象道路
延長（km） 

対象 
橋梁数 

1. バタック-ジャンクション バンナ（エスピリトゥ）ヌエ
バエラ道路／イロコス・ノルテ州 

12.19 - 12.21 
注 1) 

- 

2. ソラノ-ケゾン道路／ヌエバ・ビスカヤ州 8.15 3 橋 8.15 1 橋 
3. バリワグ バウンダリー-カンダバ道路／パンパンガ州 5.55 1 橋 2.10 0 橋 
4. サンファン-レイヤ道路／バタンガス州 9.80 4 橋 23.10 

注 2) 
1 橋 

5. リボン-マロクモク-パンタオ道路／アルバイ州 16.45 3 橋 16.45 0 橋 
6. ロオック-オディオンガン-サンアンドレス道路／ロン
ブロン州 

37.26 - 37.26 6 橋 

7. パンダン -リバータッド -アンティケ /アクラン  バウン
ダリー道路／アンティケ州 

27.10 13 橋 27.76 
注 1) 

12 橋 

8. バウンダリー  アンティケ /イロイロ–アニニイ–V.ジメ
ネズ道路／アンティケ州 注 3) 

- - 29.95 5 橋 

9. マーヨン -クアテロ -ジャンクション  イロイロ /カピス
道路／カピス州 

41.35 1 橋 41.45 1 橋 

10. ブトゥワン市 -ラスニーヴェス -エスペランザ -バユガ
ン道路／北アグサン州および南アグサン州 

59.26 2 橋 59.26 4 橋 

11. プロスペリダッド-リアンガ道路／南アグサン州およ
び南スリガオ州 

21.15 2 橋 21.15 2 橋 

合計 238.26 29 橋 278.84 32 橋 
出所：JICA 審査時資料および実施機関への質問票回答・現地調査インタビューに基づき作成 
注 1)  既存橋梁のアプローチ道路部分等、一部損傷部分の修復を追加で実施 
注 2)  一部損傷部分の修復を追加で実施 
注 3) 8. バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路区間は、事業開始後、スコープ

追加により整備された道路区間 
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本事業審査時の想定は、11 州 10 区間の二級国道の改良（未舗装道路の舗装、一部

区間における往復 1 車線道路の往復 2 車線道路への拡幅、応急橋の永久橋への架け替

え、往復 1 車線式仮設橋 21の往復 2 車線式永久橋への架け替え）であったが、アンテ

ィケ州において、バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路区間

が新たに追加され（追加理由は後述）、最終的に 11 州 11 区間の二級国道の改良が行わ

れた。アウトプットの主な変更点は以下のとおりである。 

・ 2. ソラノ-ケゾン道路／ヌエバ・ビスカヤ州の対象橋梁数が 3 から 1 に減少：削

除された 2 橋梁のうち、1 橋は別の円借款事業（地方開発緊急橋梁建設事業）に

て架け替え対象となったため、本事業スコープから削除された。もう 1 橋はフィ

リピン側の資金繰りの問題のため整備見送りとなった。 

・ 3. バリワグ  バウンダリー -カンダバ道路／パンパンガ州の対象道路延長が

5.55km から 2.10km に短縮：カンダバ湿地帯の道路整備は軟弱地盤対策のため非

常にコストがかかることから当該地域の整備が見送られた。これに伴い同湿地帯

上の橋梁（1 橋）の整備が実施されなかった。 

・ 4. サンファン-レイヤ道路／バタンガス州の対象道路延長が 9.80km から 23.10km

に増加：事業実施段階で損傷部分のリハビリ追加の必要性があることが判明した

ため、当初計画（砂利道のプレキャストコンクリート舗装（9.80km））に加えて既

存道路の修復が追加で実施された。また、同道路区間上の対象橋梁 4 橋梁のうち、

3 橋梁は詳細設計の時点でフィリピン政府の自己資金により架け替えが完了して

いたため、本事業スコープから削除された。 

・ 5. リボン-マロクモク-パンタオ道路／アルバイ州の対象橋梁数が 3 から 0 に減

少：3 橋梁とも詳細設計の時点で架け替えが完了していたため、本事業スコープ

から削除された。 

・ 6. ロオック-オディオンガン-サンアンドレス道路／ロンブロン州の対象橋梁数が

0 から 6 に増加：道路整備（橋梁のアプローチ道路を含む）に伴い、道路と橋梁

の高さにずれが生じ、その調整のために橋梁も整備する必要性があったことから

スコープが追加された。 

・ 7. パンダン-リバータッド-アンティケ/アクラン バウンダリー道路／アンティケ

州の対象橋梁数が 13 から 12 に減少：本事業スコープから除外され 1 橋は、フィ

リピン政府の自己資金にて整備が行われた。 

・ 8. バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路／アンティケ州

の新たな追加と対象橋梁 5 橋の追加：災害対策を兼ねた道路として整備が急務で

あったことから当該道路が事業スコープに追加された 22。道路整備に伴い、当該

                                                   
21 橋の架け替え工事等に伴い迂回路用のため現橋の代替えとして架けた橋、工事用車両等を通行さ

せるために架けた橋，洪水や地震等により橋が被災した場合に応急的に架けた橋など一時的に使用

することを目的として設置された橋。 
22 当該道路周辺地域の西側海岸（アンティケ州の州都サンホゼ デ ブエナビスタ町に通じる道）と

東側海岸（イロイロ州の州都イロイロ市に通じる道）を結ぶ既存の道路は山間部を通過するため台
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道路上の 5 橋梁が追加で整備された。 

・ 10. ブトゥワン市-ラスニーヴェス-エスペランザ-バユガン道路／北アグサン州お

よび南アグサン州の対象橋梁数が 2 から 4 に増加：劣化が激しく緊急性が認めら

れたため、実施段階で 2 橋梁がスコープに追加された。 
 

上記のアウトプットの変更は、工事着手時の実際の状況を踏まえた現実的なもので

あり、妥当であったと判断する。 

実施機関によると、整備された地方道路の道路幅は、実施機関の規格どおり 6.1m に

拡幅されており、いわゆる“Blue Book”と呼ばれるガイドラインである道路・橋梁・

空港に関する標準仕様書（1995 年、2004 年に改訂）に基づいて道路整備が行われてい

ることから、規格・品質ともに問題ないとの説明があった。現地サイト実査において

も特段問題は見受けられなかった。 

審査時の指摘事項として、「円滑な事業実施のため、全ての入札において入札参加資

格事前審査（以下、「PQ 23」という。）を厳格に実施することで十分に施工能力のある

企業を雇用し、効率的で質の高い施工体制が確保されるよう、調達段階でのフォロー

を行う」ことが示されていたが、実施機関によると「全ての入札パッケージでPQを厳

格に実施し、質の高いコントラクターの雇用が質の良いアウトプットにつながった」

との回答があった。 

コンサルティング・サービスについては、予定された業務内容は計画どおり実施さ

れたが、表 14 のとおり全体の投入量が減少した。 

＜予定された業務＞ 

・ 詳細設計、入札補助、施工監理 

・ 実施機関職員に対する事業運営・維持管理に必要な技術移転 

・ 環境適合証明に付された環境条件を遵守するための環境モニタリング 

・ 関係する地方政府との調整に関する支援 

 
表 14 計画時のコンサルティング・サービス投入量と実績の比較（M/M） 

 計画 実績 差異 

外国人 113     129      16 増      

フィリピン人 1,747     1,530.7    216.3 減     

合計 1,860     1,659.7    200.3 減     

出所：JICA 審査時資料および実施機関への質問票回答・現地調査インタビューに基づき作成 

 

実施機関によると、全体投入量が減少した理由は、予算不足によりコンサルティン

                                                                                                                                                     
風や雨季には地滑りが発生し、通行が不可能となった。災害対策の観点からも東西を結ぶ海岸道路

を整備する必要があった。 
23 Pre Qualification 
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グ・サービス対象の道路区間を以下 4 区間に絞り、残りの 7 区間はフィリピン政府が

自己資金で実施機関の直営にて実施したためとのことであった（これらの 7 区間につ

いては、コンサルタントは実施状況のモニタリングのみを行った。）。 

＜本事業におけるコンサルティング・サービス対象の 4 つの道路区間＞ 

・ 5. リボン-マロクモク-パンタオ道路／アルバイ州 

・ 6. ロオック-オディオンガン-サンアンドレス道路／ロンブロン州 

・ 8. バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路／アンティケ州 

・ 11. プロスペリダッド-リアンガ道路／南アグサン州および南スリガオ州 
 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

本事業の総事業費は、当初計画では 8,273 百万円（うち円借款部分は 6,205 百万円）

であったのに対し、実際の総事業費は 10,410 百万円（うち円借款部分は 4,540 百万円

と、計画を上回った（計画比 126% 24）。 

事業費増加の主な原因は、事業実施期間中における物価上昇に伴う投入コストの増

加によるものである。実施機関によると、資機材や人件費などの投入コストが 2005

年時点のコスト比で平均約 19%増加したとのことである（事業実施期間中における現

地通貨価格（フィリピンペソ）の下落にも関わらず、ペソ換算での事業費が大幅に増

大したことから総事業費は計画を上回った。）。これは不可抗力要因であり、回避は困

難であった。コスト増対策として、実施機関は、上述のとおり 11 区間のうち 7 区間に

ついて、案件監理をコンサルティング・サービスの対象から外し、直営で実施してい

る 25。また、本体工事についても、上述のとおりスコープから削除した橋梁がある。 

 

3.4.2.2 事業期間 

審査時に計画された事業期間は、2001 年 3 月（借款契約調印）～2006 年 10 月（土

木工事完了）の 68 ヶ月であったが、実際には 2001 年 5 月（借款契約調印）～2013 年

12 月（土木工事完了）の 152 ヶ月と計画を大幅に上回った（224%）。 

表 15 は、事業期間の計画と実績の比較を整理したものである。 

 
表 15 事業期間の計画と実績の比較 

項目 計画（審査時） 実績（事後評価時） 

1. コンサルタント選定 2000 年 7 月～2001 年 6 月（12 ケ月） 2001 年 2 月～2002 年 12 月（23 ケ月） 

                                                   
24 実施機関にてスコープ変更やアウトプット増減を踏まえた計画修正後の事業費の算出を行って

おらず、当該金額の把握が困難であるため、本比率はスコープ変更後の事業費の実績とスコープ変

更前の当初計画の比較で計算した。 
25 なお、実施機関によると、新たに事業スコープに追加されたバウンダリー アンティケ/イロイロ

–アニニイ–V.ジメネズ道路区間を含む事業スコープの追加は、コスト増が具体的に判明する前に追

加されたとのこと。 
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2. 詳細設計 

3. 入札手続き 

4. 土木工事 

5. 用地取得 

6. コンサルティング・サービス 

2001 年 7 月～2002 年 9 月（15 ケ月） 

2002 年 5 月～2003 年 10 月（18 ケ月） 

2003 年 8 月～2006 年 10 月（39 ケ月） 

2001 年 10 月～2002 年 12 月（15 ケ月） 

2001 年 7 月～2006 年 10 月（64 ケ月） 

2003 年 1 月～2004 年 3 月（15 ケ月） 

2005 年 10 月～2007 年 6 月（21 ケ月） 

2007 年 7 月～2013 年 12 月（78 ケ月） 

N.A. 

2003 年 1 月～2012 年 11 月 26（119 ケ月） 

出所：JICA 審査時資料および実施機関への質問票回答・現地調査インタビューに基づき作成 
 

事業実施遅延の主な原因は、事業費の増加および事業スコープの追加に伴い、投資

調整委員会（ICC 27）の事業承認手続きに時間を要したこと 28、調達手続き（コンサル

タントおよびコントラクターの選定手続き）が遅延したこと、事業スコープの変更お

よび追加（バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路区間の事業

スコープ追加とそれに付随する 5 つの橋梁の架け替えの追加）に伴い事業実施期間が

延長したことであった。 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

審査時の試算と実施機関より入手した資料・情報に基づいて行った経済内部収益率

（EIRR）の再計算の結果は表 16 のとおりである。 

 

表 16 EIRR 再計算の前提と結果 

 区間 審査時 事後評価時 

EIRR 値 

1. バタック-ジャンクション バンナ（エスピリト

ゥ）ヌエバエラ道路／イロコス・ノルテ州 
12.5% 128.4% 

2. ソラノ-ケゾン道路／ヌエバ・ビスカヤ州 21.6% N.A. 注 1) 
3. バリワグ  バウンダリー -カンダバ道路／パン

パンガ州 
20.1% 242.6% 

4. サンファン-レイヤ道路／バタンガス州 27.3% 48.6% 
5. リボン-マロクモク-パンタオ道路／アルバイ州 14.2% 51.5% 
6. ロオック-オディオンガン-サンアンドレス道路

／ロンブロン州 
17.3% 54.0% 

7. パンダン-リバータッド-アンティケ /アクラン 
バウンダリー道路／アンティケ州 

13.9% 24.3% 

8. バウンダリー  アンティケ/イロイロ–アニニイ

–V.ジメネズ道路／アンティケ州 注 2) 
- 15.4% 

9. マーヨン-クアテロ-ジャンクション  イロイロ/
カピス道路／カピス州 

18.2% 26.0% 

10. ブトゥワン市-ラスニーヴェス-エスペランザ-
バユガン道路／北アグサン州および南アグサン

州 
13.7% 19.3% 

                                                   
26 コンサルティング・サービスが土木工事完了の約 1 年前に終了しているのは、11 区間のうち、

コンサルティング・サービス対象の 4 区間の道路の整備が 2012 年 11 月に完了したため。 
27 Investment Coordination Committee 
28 実施機関によると、背景に当時のフィリピン政府の緊縮財政政策の影響があったことは否定でき

ないとのことであった。すなわち、仮に投資調整委員会の再承認を促進しても予算不足のため、手

続きを促進するインセンティブがなかったものと推察される。 
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11. プロスペリダッド -リアンガ道路／南アグサ

ン州および南スリガオ州 
26.7% 25.31% 

便益 路面が改良されることによる走行費用の低減分、および道路維持管理費の低減分 

費用 設計費および建設費 

プロジェクト・

ライフ 20 年 

注 1) N.A.は、当該道路区間の AADT データが収集されていないため、EIRR 再計算に必要な VOCS
の計算ができない 

注 2) 8. バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路区間は、事業開始後、スコープ

追加により整備された道路区間 

 

1. バタック-ジャンクション バンナ（エスピリトゥ）ヌエバエラ道路および 3. バ

リワグ バウンダリー-カンダバ道路については、それぞれ審査時の 10倍を超えるEIRR

値が算出されており、当該道路区間について計画値を大幅に上回る AADT および

VOCS の実績値が反映された数値となっている。11. プロスペリダッド-リアンガ道路

については、審査時の値を若干下回ったが、これは AADT および VOCS の実績値とも

審査時に設定された目標値を上回ったものの、他の道路区間の差異ほど大きくはなく、

コスト上昇要因が EIRR の低下につながったものと考えられる。 

 

以上より、本事業は事業費が計画を上回り、事業期間が計画を大幅に上回ったため、

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 

本事業で整備された道路・橋梁等の運営・維持管理は、DPWH本省においては維持

管理局（以下、「BOM 29」という。）が国レベルでの維持管理を担っている。地方レベ

ルにおいては、DPWHの地方事務所（Regional Office）が責任を担っている。実際の現

場での維持管理作業は地方事務所の監督下にある地域事務所（以下、「DEO 30」という。）

が実施しており 31、地方事務所とDEOが連携しながら現場に根ざした運営・維持管理

を実施する体制が整備されている。 

本事業で整備された各道路区間を所掌する地方事務所とその監督下の DEO および

各 DEO における維持管理担当者数とその内訳は表 17 のとおりである。各 DEO への

ヒアリングおよび質問票回答によると、維持管理業務に必要なスタッフ数は概ね充足

しているとのことであった。また、現地ヒアリングを行ったアンティケ DEO、カピス

第 1・第 2DEO について、事後評価時点において本事業で整備された道路・橋梁の運

営維持管理体制に特段の問題は見受けられなかった。 

                                                   
29 Bureau of Maintenance 
30 District Engineering Office 
31 事後評価時点において、16 の地方事務所と、これらの地方事務所が監理監督する 182 の DEO が

全土に設置されている。 
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表 17 本事業の運営・維持管理を担う地方事務所と DEO および各 DEO のスタッフ数 

区間 管轄する 
地方事務所 

DEO（維持管理スタッフ数とその内訳） 
注：DPWH は日常・定期的維持管理作業を、道路維持管理要員
（Road Maintenance Crew：RMC）として地元住民に委託している 

1. バタック -ジャンクション 
バンナ（エスピリトゥ）ヌエバ
エラ道路／イロコス・ノルテ州 

DPWH 
Region I 

＜イロコス・ノルテ第 2DEO（合計 23 名）＞ 
技師 3 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター3 名、現場作業員
16 名（うち RMC10 名） 

2. ソラノ -ケゾン道路／ヌエ
バ・ビスカヤ州 

DPWH 
Region II 

＜ヌエバ・ビスカヤ DEO（合計 12 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、現場作業員
8 名（うち RMC5 名） 

3. バリワグ  バウンダリー -カ
ンダバ道路／パンパンガ州 

DPWH 
Region III 

＜パンパンガ第 1DEO（合計 13 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター2 名、RMC8 名 

4. サンファン-レイヤ道路／バ
タンガス州 

DPWH 
Region IV-A 

＜バタンガス第 4DEO（合計 14 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 2 名、重機オペレーター2 名、RMC8 名 

5. リボン -マロクモク -パンタ
オ道路／アルバイ州 

DPWH 
Region V 

＜アルバイ第 3DEO（合計 8 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、RMC4 名 

6. ロオック -オディオンガン -
サンアンドレス道路／ロンブ
ロン州 

DPWH 
Region IV-B 

＜ロンブロン DEO（合計 16 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 2 名、重オペレーター2 名、RMC10 名 

7. パンダン -リバータッド -ア
ンティケ /アクラン  バウンダ
リー道路／アンティケ州 

DPWH 
Region VI 

＜アンティケ DEO（合計 8 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、RMC4 名 

8. バウンダリー  アンティケ /
イロイロ–アニニイ–V.ジメネ
ズ道路／アンティケ州 

DPWH 
Region VI 

＜アンティケ DEO（合計 8 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、RMC4 名 

9. マーヨン -クアテロ -ジャン
クション  イロイロ /カピス道
路／カピス州 

DPWH 
Region VI  

＜カピス第 1DEO（合計 8 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、RMC4 名 
＜カピス第 2DEO （合計 12 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、RMC8 名 

10. ブトゥワン市 -ラスニーヴ
ェス-エスペランザ-バユガン道
路／北アグサン州および南ア
グサン州 

DPWH 
Region XIII 

＜ブトゥワン市 DEO（合計 21 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター3 名、RMC15 名 
＜北アグサン第 1DEO（合計 8 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、RMC4 名 
＜南アグサン第 1DEO（合計 8 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、RMC4 名 

11. プロスペリダッド -リアン
ガ道路／南アグサン州および
南スリガオ州 

DPWH 
Region XIII 

＜南アグサン第 1DEO（合計 13 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 2 名、重機オペレーター1 名、RMC8 名 
＜南スリガオ第 1DEO（合計 8 名）＞ 
技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オペレーター1 名、RMC4 名 

出所：各 DEO への質問票回答・現地調査インタビューに基づき作成 

 

DPWHは、行政組織の効率化・スリム化を目指して組織合理化計画（Rationalization 

Plan）を実施中であり 32、道路・橋梁の日常・定期的維持管理にかかる現場での作業

（清掃・植生管理・道路の補修等）は道路維持管理要員（以下、「RMC 33」という。）

                                                   
32 DPWH 本省では、これまで数多くのプロジェクト管理事務所（Project Management Office、以下、

「PMO」という。）を擁していたが、同計画に基づいて 2013 年 6 月 28 日に組織改編が行われ、そ

の結果、統合プロジェクト管理事務所（Unified Project Management Office、以下、「UPMO」という。）

に統合された。道路・橋梁セクターに関しては、UPMO の下に道路管理部（国際機関担当）、道路

管理部（二国間ドナー担当）、橋梁管理部の 3 つの部署が設置された。 
33 Road Maintenance Crew 
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として地元住民から雇用し、DPWHはこれを監理するという基本方針を掲げている 34。

この地元の労働力を活用し、雇用を生み出すRMCのシステムは、DPWHと社会福祉開

発省（以下、「DSWD 35」という。）との連携により実施されており、貧困世帯向け社

会福祉（雇用創出・家計支援）の一環としても活用されている 36。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路維持管理要員（RMC） 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

現地ヒアリングを行ったアンティケ DEO、カピス第 1・第 2DEO では維持管理スタ

ッフに対してオン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）による指導や、DPWH 本省や

地方事務所による研修が不定期に実施されている。また、発生する問題に対して、ス

タッフは自力で十分に対処できており、技術レベルに特に問題はないと見受けられる。

また、各 DEO からの質問票に対する回答によると、各 DEO は本事業で整備された道

路区間・橋梁を含む担当道路・橋梁の維持管理に関する年次作業計画を作成しており、

また、DPWH 道路維持管理マニュアル（1984 年版） に沿って業務が実施され、維持

管理方法は DPWH 内で標準化されていることから、技術面で特に問題はないと判断さ

れる。 

なお、現行のDPWH道路維持管理マニュアル（1984 年版）は、事後評価時点で実施

                                                   
34 DPWH の人員配置基準によると、RMC の雇用は道路延長 3.5km 毎に 1 名が目安であることが定

められている。 
35 Department of Social Welfare and Development 
36 DPWH と DSWD との間で Memorandum of Agreement が締結されており、RMC システムにて雇用

される地元住民の 8 割は DPWH が選定し、残りの 2 割は DSWD の「4Ps」の適格者（貧困世帯）の

中から選ばれる。「4Ps」とは Pantawid Pamilyang Pilipino Program（フィリピン家族生計支援プログ

ラム）のことで、条件付現金給付（Conditional Cash Transfer）として導入され、主として極貧世帯

（特に 0 歳から 18 歳の児童・子供および妊産婦がいる世帯）の健康、栄養、教育の改善を目的とし

た政策の一環として導入されている。RMC の人件費（4Ps 適格者からの雇用分を含む全ての人件費）

は、各 DEO に配賦される道路維持管理の特定財源である自動車利用者税（Motor Vehicle Users 
Charge：MVUC）および定常的維持管理費（Regular Maintenance Fund、財源は比政府の一般会計）

から一部充当されている。 
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中のJICA技術協力プロジェクト（道路・橋梁の建設・維持に係る品質管理向上プロジ

ェクトフェーズⅡ）を通じて改訂中で、BOMによると新マニュアルの完成後は本事業

で整備された道路・橋梁を含むDPWH全ての道路・橋梁の維持管理業務がこれに沿っ

て行われる予定とのことであった。新マニュアルは、現在の道路・橋梁の維持管理／

品質管理の技術、今後の新設備の導入 37や、維持管理活動に係る標準単位原価の見直

し等を踏まえて改訂が進められている。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

本事業に係る運営・維持管理費は、各 DEO が作成する年次作業計画に基づいて見積

りが行われ、当該 DEO を管轄する地方事務所にて精査した後、マニラの DPWH 本省

（BOM）に申請され、DPWH 本省予算から配賦されることになっている。実施機関に

よれば運営・維持管理予算は充足していないが、現地サイト視察や関係者へのヒアリ

ングを行った限りでは事後評価時点において深刻な状況であるとまでは言えない。 

DPWHの道路・橋梁の運営・維持管理に関する予算は以下の 4 種類 38がある。 

1. 定常的維持管理費 

2. 自動車利用者税（以下、「MVUC 39」という。） 

3. 災害基金（Calamity Fund） 

4. 緊急基金（Emergency Fund） 
 
1. 定常的維持管理費はDPWH本省よりDEOに毎年配賦される維持管理費で、財源は

フィリピン政府の一般会計である。維持管理費積算単位キロ（以下、「EMK 40」とい

う。）指標 41に基づいて算定される。DPWHは 2014 年に定常的維持管理費を大幅に増

額させ 42、現場の維持管理ニーズにより見合った配賦を行う努力を進めているが、

BOMによると、本事業対象道路分を含め、これまでの累積している維持管理費の不足

分を 2014 年度の増額分のみではカバーできず、維持管理に必要な予算が確保されてい

                                                   
37 例えば、道路の区画線の再塗装について、DPWH は（以前は手動で塗装していたものを）今後は

徐々に熱可塑性の道路マーキング機を導入していく方向であり、維持管理マニュアルもそれを前提

とした記述になる予定とのことであった。 
38 BOM によると、これ以外に DPWH にて蓄えている特別配賦金（Special Release Fund）があり（財

源は、事業実施において入札価格が予定価格より低く抑えられた場合の差額など）、同基金は年次の

予算ではなく、必要に応じて（例えば、特に注目される大規模な修繕・維持管理事案の場合など）

DEO からの予算要求を踏まえて検討が行われ、配賦されることがあるとのことであった。 
39 Motor Vehicle Users Charge 
40 Equivalent Maintenance Kilometer 
41 EMK指標に基づく維持管理費用の算定方法は以下のとおり。 
維持管理費用＝基準コスト（Basic Cost） × EMK 

基準コスト：1年間に1kmの道路を維持管理するために必要な費用。費用項目のインフレ率を考

慮して毎年BOMによって決定される。 
EMK：舗装タイプ、道路幅、交通量によって決定される指標。  
EMK =〔道路の長さ（km）×EMK指標（道路の種類および道路幅別）×EMK指標（道路の種類お

よび交通量別）〕＋〔橋梁の長さ（ｍ）×EMK指標（橋梁の種類別）〕。 
42 2012 年は 67,422 ペソ/EMK、2013 年は 67,387 ペソ/EMK、2014 年は 109,762 ペソ/EMK。 
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るとはいえないこと、および、これまでの累積している不足分への手当ても考慮した、

適切な維持管理のための財源確保の確実な見通しはないとの回答があった。 

2. MVUC は、道路維持管理の特定財源である自動車利用者税（2003 年に導入）より

充当されている。既述の RMC の人件費も MVUC から一部充当されている。 

3.災害基金および 4.緊急基金は、災害時や緊急時のための予算として DPWH 本省が

確保している予算である（各 DEO が地方事務所を通じて毎年予算要求する定常的維

持管理費のうち、10%が DPWH 本省に留保され、このうち半分が災害基金に、残りの

半分が緊急基金に充当される。DEO がこれら基金の予算配賦を受けるためには、別途

予算申請を行う必要があり、災害規模や緊急性に応じた予算配賦となることから必ず

しも充足されるとは言えない。）。 

近年の DPWH 全体の道路維持管理予算（実績配賦額）は表 18 のとおり推移してい

る。 

表 18 近年の DPWH 全体の道路維持管理予算（実績配賦額） 
（1,000 ペソ） 

予算 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 

1. 定常的維持管理費 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 6,589,715 

2. MVUC - - 1,500,000 748,816 - 

出所：DPWM BOM 
注： 災害基金および緊急基金は、1.定常的維持管理費のうち、それぞれ 5%の金額が充当される 

 

各DEOからの質問票に対する回答によると、定期点検・保守業務に必要な予算額は

これまでの累積している維持管理費の不足分は十分カバーされていないものの改善は

みられるとのことであった。また、現地ヒアリングを行ったアンティケDEOによると、

DPWH本省からDEOへの予算配賦が会計年度の早いタイミングで行われず、資金繰り

が難しいとの指摘があった。会計年度の遅い時期に配賦されてもタイミング的に会計

年度内の支出が困難であるが、未使用分は翌年度に持ち越すことはできないとのこと

であった。これについて、DPWH本省の会計財務管理サービス局（Comptrollership and 

Financial Management Services）にヒアリングを行ったところ、DPWH本省内の煩雑な

承認手続きに時間を要していることが判明した。DPWH本省から各DEOに予算を配賦

するためには、現状、本省内の 4 つの室局 43の承認プロセスが必要であり、手続き促

進の努力は行っているものの、実際の配賦は第二四半期（4～6 月）以降になってしま

うとの回答があった。改善策として、DPWH本省内の手続きの簡素化の必要性がDPWH

                                                   
43 DPWH本省から DEOに定常的維持管理予算を配賦する際は、予算配賦の申請書（Memo for Release）
の作成が予算管理省（Department of Budget and Management（DBM））より条件付けられており、当

該申請書の承認手続きに時間を要している。同申請書は BOM が、各 DEO が作成した運営・維持管

理の年次作業計画を踏まえて起案し、計画局（Office of the DPWH Planning Service）への回付・承認

を経て、次官室（Office of the DPWH Secretary）の承認取得後に会計財務管理サービス局に提出され、

同局が DPWH 省内の手続きに則って DEO に予算配賦するというプロセスがとられている。 
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本省内で指摘されている。 

また、現地ヒアリングを行ったカピス第 1・第 2DEO によると、2013 年 11 月の超大

型台風（フィリピン名：ヨランダ）の影響で、ごく一部で路肩の補修や法面保護工事

が必要となっており、災害基金の予算申請を行っているが、予算配賦の実現性は（事

後評価時点では）不明との回答があり、仮に災害基金が配賦されない場合は、DEO の

裁量で定常的維持管理費から必要な経費を充当するとのことであった。 

さらに、DPWH本省の機材局（Bureau of Equipment）では、機材更新計画（Equipment 

Re-fleeting Program、2011～2016 年の 5 年間のプログラム）の下、被災後の補修や維持

管理業務に必要な新しい重機（グレーダー、パワーショベル、ダンプトラック、ホイ

ールローダー）や車両（パトロールカー）を購入し、地方事務所に配置して、傘下の

DEOが利用しているとのことだが、実際には予算不足のため十分更新・配置できてい

ないとの指摘がDPWH維持管理局からあった。実際、維持管理業務に必要な重機は老

朽化しており、30 年超経過しているものがあることも確認した。カピス第 1・第 2DEO

によると、こうした状況から、必要に応じて地元の業者から重機や車両を借用するこ

とがあるとのことであったが、他のDEOからの借用要望が同時期に重なり、必要な時

にタイムリーに調達できない状況が発生しているとの指摘があった 44。これらの重機

は、日常の維持管理には用いないものの、臨機に調達できず、迅速な対応がとれない

ことから、災害時に備えて実施機関が保有すべきである。 

 

以上、事後評価時点において、これまでの累積している維持管理費の不足分への手

当ても考慮した、適切な維持管理のための財源確保の確実な見通しがないこと、DPWH

本省から各 DEO への予算配賦がタイムリーに行われず資金繰りが難しいとの指摘が

あること、予算不足のため重機や車両の更新が長年にわたりできていない状態である

ことから、本事業の運営・維持管理予算（財務面）にはやや懸念があると判断される。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

DEO へのヒアリングおよび質問票回答によると、各 DEO による道路・橋梁の維持

管理方法と頻度は、以下のとおりである。 

・ 側溝・排水溝の清掃（常時） 

・ 植生管理 （常時） 

                                                   
44 維持管理業務に関する DPWH の政策的な方向性について BOM に確認したところ、DPWH は重

機確保の問題を含め、幹線国道について維持管理業務の民間委託を更に進める方向にはあるが、よ

り長期的な視点で考えているとのことであった。こうした改革は、DPWH の維持管理業務に関わる

役割・責務の変更や、DPWH 職員自身の考え方・発想の変更、人員構成等の変更を伴うものである

ことから、急速に進めることはできないとのことであった（地方道路については、LGU の能力や財

力等の問題も絡むことから何も決まっていないとのこと。）。長期的観点から徐々に改革を進めつつ

も、実際には目の前の緊急性の高い維持管理業務のニーズは山積していることから、DPWH では、

機材更新計画を 2011 年に導入し、新しい重機を購入して DPWH 直営で維持管理業務を進めている

とのことであった（DPWH の道路セクター資産管理システムについては、コラムを参照）。 



 

26 
 

・ 道路舗装の亀裂・陥没部分の補修（常時） 

・ 未舗装の路肩の再形成（常時） 

・ 表面が劣化したプレキャストコンクリート舗装の接着剤による補修（月単位） 

・ 道路標識、ガードレールの管理（四半期毎） 

・ 道路の区画線の再塗装（四半期毎） 

・ 法面防護など問題発生時の緊急補修（適時） 

・ 予防的メンテナンス 45（5 年毎） 
 

DEO へのヒアリング、質問票回答によると、DEO の年次作業計画に基づいて運営・

維持管理活動（日常・定期・問題発生時・予防的メンテナンス）が行われている。ま

た、現地サイト視察を行った 3 つの道路区間の状況は以下のとおりである。補修を要

する箇所は早急な着手が望まれるが、全体的には概ね良好であると判断される。 

・ マーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイロ/カピス道路区間：2013 年 11 月の超

大型台風（フィリピン名：ヨランダ）の影響により、ごく一部で路肩の補修や法

面保護工事が必要となっている。 

・ パンダン-リバータッド-アンティケ/アクラン バウンダリー道路区間は、ごく一部

で路肩の補修が必要となっている。 

・ バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路区間は、ボンガロ

ーナン橋（円借款事業「地方開発緊急橋梁建設事業」にて整備）のアプローチ道

路が地盤沈下のためひび割れが生じている。2014 年 7 月にコントラクターから

DPWH に引き渡された後、DEO による地盤強化対応がとられる予定で、同対策に

必要な予算（15 百万ペソ）は 2014 年度予算から既に DEO に配賦されている。 
 

必要なスペアパーツについては、5 万ペソ以上の物品は、緊急時を除き地元の業者

に対する入札公告を通じて調達する必要があり、調達に時間を要する場合もあるとの

指摘があったが、深刻な状況であるとまでは言えない。 

 

コラム：DPWH の道路セクター資産管理システムについて 

 

DPWH は、より効果的・効率的な道路資産管理を目指して、幹線国道を対象に「包

括的な道路維持管理プログラム」を民間に委託し、外国からの資金提供を受けているプ

ロジェクトごとに維持管理プログラムを策定のうえ、維持管理を行っている（BOM に

よると、フィリピン全土約 31,500km の幹線国道のうち、4%弱の約 1,200km が本プログ

                                                   
45 DPWH では「HDM-4」と呼ばれる舗装道路の管理分析ツール（Highway Development and 
Management）を導入しており、フィリピン全土の道路ネットワークにおいて、道路の利用状況や維

持管理活動等から、今後、維持管理や修復が必要となる箇所を予測・抽出することができるシステ

ムが整備されている。予防的メンテナンスについては、HDM-4 の分析に基づいて、道路舗装の経年

劣化や磨耗が見込まれる部分について、オーバーレイ舗装等の措置が行われている。 
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ラムによってカバーされているとのこと。）。 

世界銀行は、実施中の National Roads Improvement and Management Program Phase 2 

(NRIMP 2)（プログラム期間：2008～2014 年）を通じて本プログラムを主導しており、

南ルソンパッケージ、ミンドロ東海岸パッケージ、パナイ島パッケージ、ネグロス島パ

ッケージの 4 つの区間について、外部の民間企業に委託して維持管理が行われている。

JICA も「道路改良・保全事業」を通じて、維持管理の民間委託の導入支援を行ってい

る。本件プログラムは、DPWH が目指している維持管理業務の外注化の方向性とも合

致しており、BOM によると、将来的にはプロジェクトベースではなく、制度化するこ

とも視野に入れているとのことである。ただし、地方道路については LGU の能力や財

力等の問題が絡むことから、今後、外注化の動きが出てくるかどうかは不明である。 

 

 

以上より、本事業の維持管理は財務状況に軽度な問題があり、本事業によって発現

した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び提言・教訓 
4.1 結論 

本事業は、事業地域の安全かつ効率的な地方道路網を確保することを目的に、二級

国道の改良が行われた。地方道路網の質的条件の改善を図ることで、安全かつ効率的

な道路網を整備し、地方経済の発展促進と都市経済との格差是正に貢献するという本

事業の目的は、審査時および事後評価時ともに、フィリピンの開発政策、開発ニーズ

に合致しており、また審査時の日本の援助政策とも整合性があり事業実施の妥当性は

高い。事業完成後の本事業対象区間の AADT は計画値を大きく上回り、VOCS は大幅

に削減されており、現地ヒアリングや受益者調査を通じて地域住民が本事業による便

益（道路網の確実性・信頼性の向上、市場アクセスの改善、物流の効率化）に満足し

ていることが確認された。また本事業は地域住民の所得の向上や地域経済活動の活性

化にも貢献していることから、有効性・インパクトは高い。一方、本事業は事業費が

計画を上回り、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。また、運営・

維持管理については、予算不足により必要な重機が十分更新・配置できておらず、本

事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

以上より、本事業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 

・ 維持管理業務に必要な重機の更新・確保の重要性 

維持管理業務に必要な重機の老朽化は、適時かつ適切な維持管理を実施する上での

障害となっている。DPWH 機材局では新規の重機を購入し、地方事務所に配置して、
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傘下の DEO が利用しているが、実際には予算不足により十分な配置が行われていな

い。DEO は必要に応じて地元の業者から重機を借用しているが、場合によっては迅速

に重機が確保できないことがある。2014 年度は維持管理予算が大幅に増加したが（重

機の購入費も当該予算から充当される）、DPWH は今後とも維持管理予算の確保・拡

充を図ることにより、重機の更新を行い、持続性の強化を促進することが重要である。 
 

・ 将来的な大規模補修に備えた補修計画の策定や予算確保の重要性 

DPWH は、日常・定期的な維持管理業務計画（年次作業計画）の策定に加え、将来

的に必要となる大規模補修に備えて補修計画の策定や予算確保に向けた準備を前もっ

て実施すべきである。現状、本事業対象道路は完成後間もないことから不要であるが、

将来的に大規模な補修が必要となった場合は、DEO が年次予算からの流用で対処する

ことは現実的ではなく、別途 DPWH 本省（BOM）に予算申請を行う必要がある。BOM

は特別配賦金や緊急基金の確保を一層図り、DEO にタイムリーに配賦することが重要

である。 
 

・ DPWH本省からDEOへのタイムリーな予算配賦の重要性 

DPWH 本省から DEO への「定常的維持管理費」の配賦が適時に行われず、資金繰

りが難しいとの指摘があることから、DPWH 本省は現場の資金ニーズを踏まえて、会

計年度の早いタイミング（例えば、第一四半期：1～3 月中）での予算配賦が可能とな

るよう、本省内での承認手続きの簡素化を図ることを提案する。フィリピン政府の一

般会計から DPWH への予算配賦については、既に予算管理省にて改革が行われており、

フィリピン政府の予算承認がおり次第、即時に DPWH に予算配賦が行われている（し

たがって、会計年度初頭の 1 月初旬には DPWH に予算が配賦されている。）。他方、

DPWH 本省から DEO に対して予算配賦を行う際は、既述（24 ページ脚注参照）のと

おり、BOM が申請書（Memo for Release）を起案し、計画局、次官室、会計財務管理

サービスによる承認プロセスが必要となっており、時間を要している。改善策として、

DPWH 本省内での承認手続き簡素化の必要性が指摘されており、BOM は起案した申

請書を、（計画局、次官室の承認プロセスを経ることなく）直接、会計財務管理サービ

ス局に提出し、同局の承認を得た後、速やかに DOE に対して予算配賦が実行される

ようにすべきとの声が DPWH 本省内で出ている。こうしたことから、BOM の役割や

アカウンタビリティ体制の強化を図ることにより、予算配賦プロセスを促進させるこ

とが肝要であると考える。 
 

4.3 教訓 

・ 事前調達（Advance Procurement）の取組の制度化の重要性 

フィリピンの道路・橋梁案件では、コンサルタントおよびコントラクターの選定遅

延が事業期間の延長の主たる原因の 1 つとなっている。これは本事業に限らず、DPWH
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が過去に実施した道路・橋梁整備事業の多くについて指摘されている問題である。こ

うした課題に対処するため、DPWH 及び JICA では事前調達の取組を進めている。具

体的には、プレッジ（日本政府がフィリピン政府に対して具体的金額をもって円借款

供与の表明を行うこと）が行われ次第、DPWH が詳細設計を請け負うコンサルタント

の選定手続きを開始し、JICA と DPWH の間で借款契約が締結され次第、速やかに詳

細設計コンサルタントを決定し、借款契約締結後 6 ヶ月以内を目安に当該コンサルタ

ントが業務稼働できるようにすることで、案件実施の促進を図るという取組である。

事前調達の実施により、詳細設計と並行して、土木工事請負コントラクターの選定手

続き、調達監理コンサルタントの選定手続き、用地取得準備・手続きが進められるよ

うになり、案件の実施促進が可能となる。実際、「中部ルソン接続高速道路建設事業」

および「幹線道路バイパス建設事業（2）」（いずれも円借款事業）において既に事前調

達の取組が導入されており、現状、予定どおりに調達手続きが進んでいるとのことで

あった。現時点では、個別事業ベースで導入されているこれらのグッド・プラクティ

スの取組を、DPWH の道路・橋梁整備事業に広く適用することができれば、DPWH 道

路セクター全体の実施促進につながることと期待される。 

 

・ 日常・定期的維持管理業務における地元住民参加促進の重要性 

本事業では、道路・橋梁の日常・定期的維持管理にかかる現場作業要員を、RMC と

して地元住民から雇用し、DPWH はこれを監理するという業務形態がとられており、

維持監理業務への住民参加の促進、地元住民の雇用創出、業務の効率化が図られてい

る。とりわけ、DPWH と DSWD との連携により実施されている、貧困世帯からの RMC

の雇用は、社会保障政策の一環としての役割も担っており、今後ともこうした省庁間

連携による取組を推進していくことが望まれる。ただし、今後の運用においては更な

る改善の余地がある。現状、貧困世帯から雇用された RMC は、清掃や植生管理とい

った基本的な作業が中心で、雇用期間終了後の仕事にも役立つようなスキルの習得は

難しい状況となっている。そこで、原則 3 ヶ月間の雇用期間中に、その後の生計を支

えるためのスキル（例えば、道路の区画線の再塗装や道路舗装の亀裂・陥没部分の補

修など）が身につけられるようトレーニングを行うことで、「貧困対策の促進」の観点

からも本件取組が一層役立つものと期待される。 
 

以 上  
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参考資料： 
年間交通費用の低減（VOCS） 

（単位：百万ペソ／年） 

区間／州 
（完成年月） 

基準値 目標値 実績値 

2001 年 完成年 完成後 
7 年 2011 年 2012 年 2013 年 

注 1) 
1. バタック-ジャンクション バンナ（エスピ

リトゥ）ヌエバエラ道路／イロコス・ノルテ州 
（2010 年 9 月） 

- 8.66 13.94 442.66 385.71 536.79 

2. ソラノ -ケゾン道路／ヌエバ・ビスカヤ州 
（2010 年 3 月） 

- 7.63 11.71 59.40 N.A. 
注 2) 

N.A. 
注 2) 

3. バリワグ  バウンダリー-カンダバ道路／パ

ンパンガ州 （2008 年 12 月） 
- 9.70 12.85 1,246.84 2,118.99 1,615.28 

4. サンファン -レイヤ道路／バタンガス州 
（2009 年 2 月） 

- 32.78 52.50 N.A. 
注 2) 1,154.97 637.81 

5. リボン-マロクモク-パンタオ道路／アルバ

イ州 （2009 年 9 月） 
- 10.37 13.98 291.66 400.48 791.87 

6. ロオック-オディオンガン-サンアンドレス

道路／ロンブロン州 （2010 年 6 月） 
- 27.82 45.24 1,315.83 2,250.86 2,529.90 

7. パンダン-リバータッド-アンティケ/アクラ

ン  バウンダリー道路／アンティケ州  （2012
年 6 月） 

- 27.28 41.24 311.12 424.32 487.57 

8. バウンダリー  アンティケ /イロイロ–アニ

ニイ–V.ジメネズ道路／アンティケ州（2012 年

3 月）注 3) 
- - - 532.36 518.42 883.44 

9. マーヨン-クアテロ-ジャンクション イロイ

ロ/カピス道路／カピス州 （2009 年 10 月） 
- 24.60 40.20 909.71 1,062.37 1,147.04 

10. ブトゥワン市-ラスニーヴェス-エスペラン

ザ-バユガン道路／北アグサン州および南アグ

サン州 （2012 年 8 月） 
- 51.24 71.69 1,349.16 2,071.52 2,343.81 

11. プロスペリダッド-リアンガ道路／南アグ

サン州および南スリガオ州 （2010 年 11 月） 
- 36.35 55.15 378.27 418.66 463.26 

出所：DPWH 計画局 
注 1)  本事業全体の完成工年は 2013 年 
注 2)  AADT データが収集されていないため VOCS の計算ができない 
注 3)  8. バウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–V.ジメネズ道路区間は、事業開始後、スコープ

追加により整備された道路区間 
注 4) VOCS値の計算式にはAADTが含まれており 46、両者は正の相関関係にあることから、AADT実

                                                   
46 実施機関によると、VOCS 値の算出の計算式は以下のとおり。 

VOCS=〔AADT×基礎車両通行経費（BVOCd）(ペソ/(km・台))×当該道路の距離(km)×365〕+
〔AADT×BVOCt（ペソ/(分・台))×当該道路の移動時間(分)×365〕 

*BVOC：Basic Vehicle Operating Cost （BVOCd の d は distance、BVOCt の t は time の頭文字） 
 
上式の BVOCd および BVOCt は、それぞれ走行速度および車両の種類によって実施機関にて数値が

定められている。（事後評価時における VOCS 実績値の算出にあたっては、走行速度を時速 60km と

いう前提で、各車両のそれぞれの BVOCd、BVOCt の平均値を用いて計算した。） 
 
審査時に実施機関が設定した VOCS 目標値の前提（プレ F/S 報告書（1997 年 5 月）に基づく）は、

以下のとおり BVOCd、BVOCt ともに VOCS 実績値計算の前提（2008 年 8 月付の実施機関データに

基づく）と比べて低く、かつ、AADT 目標値も実績値を大きく下回っていることが確認された。 
 審査時の BVOCd：平均 3.85、実績値計算の際の BVOCd：平均 17.59 
 審査時の BVOCt：平均 1.11、実績値計算の際の BVOCt：平均 5.44 
実施機関によると、BVOC は 3～5 年毎に改定することが推奨されているが、改定のルールは特段設

定されていないとのこと。実際には、BVOC 算出の変数（例えば、車両価格、登録料などの諸経費、
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績値が大きいほどVOCS値も大きくなる。 
  

                                                                                                                                                     
燃料費、人件費等）の変動幅が相当程度大きくなった場合や、税制改定時に見直しが行われた由。

現行の BVOC（2008 年版）と審査時の BVOC では算定の前提条件は基本的に同じであるが、各変数

が審査時から大きく変わったため、全体として数値が大幅に異なっているとのことであった。 
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添付資料： 

 
＜農業生産に係るデータ＞ 

 
 

事業対象州およびフィリピン全土における米の生産高の推移 
（単位：トン） 

 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 
イロコス・ノルテ州 
（2010 年 9 月） 

299,984 256,582 301,934 306,726 315,712 318,444 

ヌエバ・ビスカヤ州 
（2010 年 3 月） 

232,946 231,284 200,572 218,446 241,956 253,755 

パンパンガ州  （ 2008
年 12 月） 

398,910 332,972 393,328 310,456 388,187 419,721 

バタンガス州  （ 2009
年 2 月） 

60,218 55,800 53,423 49,569 43,206 52,198 

アルバイ州 （2009 年 9
月） 

161,391 170,564 182,472 201,037 206,808 220,980 

ロンブロン州  （ 2010
年 6 月） 

29,190 32,275 31,841 35,482 35,866 32,479 

アンティケ州  （ 2012
年 3 月、6 月） 

244,354 250,913 211,466 287,036 273,468 286,622 

カピス州 （2009 年 10
月） 

318,134 373,982 335,608 349,094 360,914 322,388 

北アグサン州（2012 年

8 月） 
90,515 76,015 68,070 70,835 73,595 95,434 

南アグサン州（2010 年

11 月、2012 年 8 月） 
197,568 176,877 175,333 195,010 240,381 305,171 

南スリガオ州  （ 2010
年 11 月） 

84,024 90,528 91,888 80,380 84,550 106,585 

事業対象州 11 州の生

産高合計 
2,117,234 2,047,792 2,045,935 2,104,071 2,264,643 2,413,777 

事業対象州 11 州の生

産高合計の年増加率

（%） 
2.84 -3.28 -0.09 2.84 7.63 6.59 

フィリピン全土の生産

高総計 
16,815,548 16,266,417 15,772,319 16,684,062 18,032,422 18,439,406 

フィリピン全土の生産

高総計の年増加率（%） 
3.54 -3.27 -3.04 5.78 8.08 2.26 

出所：フィリピン農業統計局（BAS） 
注)  各州の後のカッコ内は、事業対象道路の完成年月 
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事業対象州およびフィリピン全土におけるとうもろこしの生産高の推移 

（単位：トン） 
 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 
イロコス・ノルテ州 
（2010 年 9 月） 

58,574 58,368 53,553 52,157 53,698 55,731 

ヌエバ・ビスカヤ州 
（2010 年 3 月） 

57,769 63,354 43,389 58,966 66,705 59,488 

パンパンガ州  （2008
年 12 月） 

53,137 50,554 49,447 47,478 49,021 54,331 

バタンガス州  （2009
年 2 月） 

20,030 20,228 24,280 21,187 15,323 22,918 

アルバイ州 （2009 年 9
月） 

48,481 54,951 49,391 51,500 57,556 59,436 

ロンブロン州  （2010
年 6 月） 

766 1,112 939 728 758 730 

アンティケ州  （2012
年 3 月、6 月） 

8,942 9,864 1,720 4,749 5,502 4,538 

カピス州 （2009 年 10
月） 

58,693 57,930 41,550 47,083 50,798 52,658 

北アグサン州（2012 年

8 月） 
17,991 7,202 8,907 9,750 9,840 13,018 

南アグサン州（2010 年

11 月、2012 年 8 月） 
69,516 67,355 77,849 60,357 70,673 82,921 

南スリガオ州  （2010
年 11 月） 

11,032 12,284 6,470 4,646 8,267 10,422 

事業対象州 11 州の生

産高合計 
404,931 403,202 357,495 358,601 388,141 416,191 

事業対象州 11 州の生

産高合計の年増加率

（%） 
-6.33 -0.43 -11.34 0.31 8.24 7.23 

フィリピン全土の生産

高総計 
6,928,225 7,034,033 6,376,796 6,971,221 7,406,830 7,377,076 

フィリピン全土の生産

高総計の年増加率（%） 
2.84 1.53 -9.34 9.32 6.25 -0.40 

出所：フィリピン農業統計局（BAS） 
注)  各州の後のカッコ内は、事業対象道路の完成年月 
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＜ビジネス活動に係るデータ＞  
 

事業対象州およびフィリピン全土における登録事業所、雇用者数の推移 
 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 
イロコス・ノルテ州 （2010
年 9 月） 

6,275 6,277 6,282 6,603 7,337 
21,091 21,274 20,991 21,805 29,329 

ヌエバ・ビスカヤ州 （2010
年 3 月） 

4,406 4,406 4,394 3,885 4,416 
13,598 13,471 13,870 12,180 16,233 

パンパンガ州 （2008 年 12
月） 

18,949 19,232 19,113 20,730 25,409 
129,522 140,256 139,647 147,772 190,001 

バタンガス州  （2009 年 2
月） 

19,675 19,909 19,853 20,512 22,668 
119,846 120,704 122,805 140,118 179,294 

アルバイ州 （2009 年 9 月） 6,323 6,391 6,382 6,347 8,058 
37,034 36,076 35,690 37,270 47,615 

ロンブロン州  （2010 年 6
月） 

1,634 1,767 1,762 1,637 1,990 
4,072 4,426 4,254 3,922 6,373 

アンティケ州  （2012 年 3 
月、6 月） 

2,901 2,949 2,953 3,352 3,920 
9,141 10,270 8,963 12,639 16,291 

カピス州 （2009 年 10 月） 4,666 4,663 4,658 5,090 5,834 
19,137 17,972 17,962 20,443 25,428 

北アグサン州（2012 年 8 月） 4,698 4,699 4,693 5,317 4,035 
27,518 27,601 28,258 31,456 19,496 

南アグサン州（2010 年 11
月、2012 年 8 月） 

2,929 2,953 2,952 3,491 4,035 
9,728 9,923 10,125 11,656 19,496 

南スリガオ州 （2010 年 11
月） 

2,525 2,530 2,534 2,644 4,221 
12,237 10,075 10,224 11,539 21,694 

事業対象州 11 州の登録事業

所数合計 
74,981 75,776 75,576 79,608 91,923 

事業対象州 11 州の登録事業

所数合計の年増加率（%） 
-4.42 1.06 -0.26 5.34 15.47 

事業対象州 11 州の雇用者数

合計 
402,924 412,048 412,789 450,800 571,250 

事業対象州 11 州の雇用者数

合計の年増加率（%） 
6.43 2.26 0.18 9.21 26.72 

フィリピン全土の登録事業

所数総計 
761,409 780,505 777,687 820,255 944,897 

フィリピン全土の登録事業

所数総計の年増加率（%） 
-2.87 2.51 -0.36 5.47 15.20 

フィリピン全土の雇用者数

総計 
5,544,590 5,691,110 5,669,297 6,345,742 7,589,591 

フィリピン全土の雇用者数

総計の年増加率（%） 
6.88 2.64 -0.38 11.93 19.60 

出所：国家統計局 
注 1) 各州の上段が登録事業所数、下段が雇用者数 
注 2）各州の後のカッコ内は、事業対象道路の完成年月 
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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. バタック -ジャンクション  バンナ

（エスピリトゥ）ヌエバエラ道路：

道路（ 12.19km）  
2. ソラノ -ケゾン道路：道路

（ 8.15km）、橋梁（ 3橋）  
3. バリワグ  バウンダリー -カンダバ

道路：道路（ 5.55km）、橋梁（ 1橋）  
4. サンファン -レイヤ道路：道路

（ 9.80km）、橋梁（ 4橋）  
5. リボン -マロクモク -パンタオ道

路：道路（ 16.45km）、橋梁（ 3橋）  
6. ロオック -オディオンガン -サンア

ンドレス道路：道路（ 37.26km）  
7. パンダン -リバータッド -アンティ

ケ /アクラン  バウンダリー道路：道

路（ 27.10km）、橋梁（ 13橋）  
8. マーヨン -クアテロ -ジャンクショ

ン  イロイロ /カピス道路：道路

（ 41.35km）、橋梁（ 1橋）  
9. ブトゥワン市 -ラスニーヴェス -エ
スペランザ -バユガン道路：道路

（ 59.26km）、橋梁（ 2橋）  
10. プロスペリダッド -リアンガ道

路：道路（ 21.15km）、橋梁（ 2橋）  
 
２）コンサルティング・サービス  
・  詳細設計、入札補助、施工監理  
・  実施機関職員に対する事業運

営・維持管理に必要な技術移転  
・  環境への配慮や環境適合証明に

付された環境条件遵守するため

の環境モニタリング  
・  関係する地方政府との調整に関

する支援  

１）土木工事  
1. バタック -ジャンクション  バンナ

（エスピリトゥ）ヌエバエラ道路：

道路（ 12.21km）  
2. ソラノ -ケゾン道路：道路

（ 8.15km）、橋梁（ 1橋）  
3. バリワグ  バウンダリー -カンダバ

道路：道路（ 2.10km）、橋梁（ 0橋）  
4. サンファン -レイヤ道路：道路

（ 23.10km）、橋梁（ 1橋）  
5. リボン -マロクモク -パンタオ道

路：道路（ 16.45km）、橋梁（ 0橋）  
6. ロオック -オディオンガン -サンア

ンドレス道路：道路（ 37.26km）、橋

梁（ 6橋）  
7. パンダン -リバータッド -アンティ

ケ /アクラン  バウンダリー道路：道

路（ 27.76km）、橋梁（ 12橋）  
8. バウンダリー  アンティケ /イロイ

ロ –アニニイ –V.ジメネズ道路：道路

（ 29.95km）、橋梁（ 5橋）  
9. マーヨン -クアテロ -ジャンクショ

ン  イロイロ /カピス道路：道路

（ 41.45km）、橋梁（ 1橋）  
10. ブトゥワン市 -ラスニーヴェス -エ
スペランザ -バユガン道路：道路

（ 59.26km）、橋梁（ 4橋）  
11. プロスペリダッド -リアンガ道

路：道路（ 21.15km）、橋梁（ 2橋）  
 
２）コンサルティング・サービス  
予定された業務内容は計画どおり実施

されたが、コンサルティング・サービ

ス対象の道路区間が 4区間に絞られ、残

りの 7区間はフィリピン政府が自己資

金で実施機関の直営にて実施  
②期間  
 

2001年3月～2006年10月  
（68ヶ月）  

2001年5月～2013年12月  
（152ヶ月）  

③事業費  
  外貨  
  内貨  
 
  合計   
  うち円借款分  
  換算レート  

 
5,097百万円  
3,176百万円  

（1,134百万ペソ）  
8,273百万円  
6,205百万円  

1ペソ＝2.8円  
（2000年1月時点）  

 
4,540百万円  
5,870百万円  

（3,057百万ペソ）  
10,410百万円  

4,540百万円  
1ペソ＝1.92円  

（2002年～2011年平均）  
 

以 上 


