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フィリピン 

地方開発緊急橋梁建設事業 

 

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円滑な物流を確保することを目的に、地方都市を中

心とする一定圏内の国道上の橋梁の改修・架け替え・新設を行った。応急橋 1の永久橋
2への架け替えなど地方橋梁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、地方経済の振興と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。モニタリング対象と

していた橋梁について、事業完成後の年平均日交通量は概ね目標値を上回り、橋梁崩

壊による交通途絶期間および橋梁損壊時の迂回距離は目標値と同じくゼロとなってい

る。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（橋梁の

利便性・安全性の向上、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。また本事業は地域経済活動の活性化、貧困状況・格差の縮小、地域農民

の生活向上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                クラシ橋 

（フィリピン全土で計 137 橋梁）        （パナイ島、イロイロ州） 
                                                   
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。 

マニラ 
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1.1 事業の背景 
本事業の審査時（2002 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。橋梁の状況をみると、老朽化し

た簡易な応急橋が多く残っている他、永久橋についても適切なメンテナンスの不足、

過積載車両・交通量の増大、自然災害等により老朽化・損傷・劣化が進んでいた。ま

た、台風が頻発し、橋の流出、落橋により道路ネットワークが寸断される恐れもあっ

たことから、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。このように、フィリピンでは、国内の人的・物流交流を促進し、地方

都市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

急務となっており、本事業による国道上の橋梁の改修・架け替え・新設の優先度・重

要性は高かった。本事業対象橋梁の選定は、実施機関である公共事業道路省（以下、

「DPWH 3」という。）が作成した 887 の橋梁リストから、ニーズ、裨益、技術、橋梁

の現況などの要件への適否をチェックするフローチャートにより行われ、事業の妥当

性が認められた 201 橋が選定された。 

 

1.2 事業概要 
フィリピン全国において、地方都市を中心とする一定圏内の国道上の橋梁の改修・

架け替え・新設を行うことにより、安全かつ円滑な物流の確保を図り、もって地方経

済の振興に寄与する。 

円借款承諾額／実行額 18,488 百万円 ／ 18,332 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 本体：金利 0.95％、返済 40 年（うち据置 10 年）、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（DPWH） 

貸付完了 2011 年 9 月 

本体契約 

 

 飛島建設（日本）／東洋建設（日本）（JV） 

 宮地鐵工所（日本）／新日本製鐵（日本）／東洋建

設（日本）（JV） 

コンサルタント契約  大日コンサルタント（日本）／片平エンジニアリン

グインタ－ナショナル（日本）／総合技術コンサル

タ ン ト （ 日 本 ） ／ Development Engineering and 

Management Corp, Techphil Inc.（フィリピン）／Design 

Science Incorporated（フィリピン）／TCGI Engineers

                                                   
3 Department of Public Works and Highways 
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（フィリピン）／DCCD Engineering Corporation（フ

ィリピン）／Perk Technical Consultants Corporation（フ

ィリピン）（JV） 

関連調査 

（フィージビリティー・スタ

ディ：F/S）等 

 DPWH 全国橋梁調査およびプレ F/S 実施（1995 年） 

 DPWH I/P 作成（1999 年 7 月） 

 DPWH I/P 修正（2000 年 5 月） 

 JICA 案件形成促進調査（SAPROF）実施（2001 年 7

～10 月） 

関連事業 円借款（カッコ内は借款契約調印年月） 

 幹線道路橋梁改修事業（Ⅰ）（1990 年 2 月） 

 幹線道路橋梁改修事業（Ⅱ）（1991 年 7 月） 

 幹線道路橋梁改修事業（Ⅲ）（1994 年 12 月） 

 幹線道路橋梁改修事業（Ⅳ）（1999 年 12 月） 

 地方道路網整備事業（Ⅲ）（2001 年 5 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, 2（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（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。 
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 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 

 

3．評価結果（レーティング：C 4） 
3.1 妥当性（レーティング：③ 5） 

3.1.1 開発政策との整合性 

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

における運輸セクターの主要な開発目標のひとつは、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であった。具体的には、適切

な整備・維持管理により、2004 年までに国道橋の 95%を永久橋（2000 年時点で 89%）

にする目標を定め、永久橋の目標（2004 年）を達成するためには、仮設橋梁 6の架け

替え（総延長 16,612m）、現橋の補修（同 36,494m）および新規橋梁の建設（同 4,211m）

が必要とされていた。 

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

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 DPWH 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 7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おり、国道上の橋梁の改修・架け替え・新

設を目的とした本事業の優先度・重要性は高かった。 

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

                                                   
4 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
5 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
6 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。 
7 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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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。 

・ 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 
 
本事業で整備された橋梁数は、当初計画の 201 橋から、最終的には 137 橋に削減さ

れたが、DPWHは他の資金源を活用して残りの橋梁の整備を行う旨、JICAに対して意

思表明を行っており 8、引き続き国道上の橋梁整備の必要性が高いことに変わりはない

（後述、「効率性」のアウトプットの記述を併せて参照。）。 

 

 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、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、を重点分野として支援に取り組むこととしていた。

本事業は、「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」および

「②貧困緩和と地方間格差の是正」に合致したものである。 

 

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 9（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

審査時に特定されたサンプル橋梁 10（10 橋梁）の整備状況を表 1 に整理した。資金

源やスコープの変更（本事業整備対象の橋梁の入れ替え）が行われたことから、本報

告書で取り上げるモニタリング対象橋梁について、備考欄のとおり整理した（変更等

の背景については、「効率性」のアウトプットの記述を併せて参照。）。 

表 1 サンプル橋梁 10 橋の整備状況（実績） 
橋梁名（地方）注 1） 整備状況等 備考 

1. バンカグ橋（CAR） 本事業にて整備済（パ

ッケージ 1） 
モニタリング対象橋梁の 1 つとして本報告書に掲載 

2. アンブラヤン橋（I） 本事業にて整備済（パ

ッケージ 1） 
モニタリング対象橋梁の 1 つとして本報告書に掲載 

3. パンタル橋（I） 本事業にて整備済（パ

ッケージ 3） 
モニタリング対象橋梁の 1 つとして本報告書に掲載 

                                                   
8 貸付実行期限延長時の DPWH と JICA とのやり取りの中で本件に関する確認が行われている。貸

付完了後は、DPWH と JICA との間で毎年 2 回開催されている PIR（Project Implementation Review）

会合にて残りの橋梁の整備進捗状況の報告と確認が行われている。 
9 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。 
10 本事業は多数の橋梁を整備することを目的としており、全てのデータを入手・管理することは非

効率的であるため、審査時に、モニタリング対象橋梁として代表的な 10 橋が選定された。 
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4. キリノ橋（I） 本事業にて整備済（パ

ッケージ 1） 
モニタリング対象橋梁の 1 つとして本報告書に掲載 

5. マバン 2 橋（II） 本事業のパッケージ 2
にてフィリピン政府自

己資金により整備済 

モニタリング対象橋梁の 1 つとして本報告書に掲載 

6. パヤパ橋（IV-A） 本事業にて整備済（パ

ッケージ 3） 
モニタリング対象橋梁の 1 つとして本報告書に掲載 

7. ランガス 3 橋（V） 本事業にて整備済（パ

ッケージ 3） 
モニタリング対象橋梁の 1 つとして本報告書に掲載 

8. エンバーカデロ橋（VI） 本事業スコープから除

外しフィリピン政府自

己資金により整備済。

代わりにクラシ橋（VI）
が本事業スコープに追

加され、整備済（パッ

ケージ 4）。 

エンバーカデロ橋は、本事業スコープ外となったこ

とから、参考情報として本報告書に掲載する。 
クラシ橋については、もともとサンプル橋梁には選

定されておらず、後から本事業スコープに追加され

たものであるが、実施機関より運用効果指標のデー

タ（実績値）を入手することができたため、参考情

報として本報告書に掲載する。 
9. ラオアング 1 橋（VIII） 本事業スコープから除

外され、事後評価時に

おいて整備されていな

い。代わりにシネダブ

橋（I）が本事業のパッ

ケージ 4 に追加され、

フィリピン政府自己資

金により整備済。 

ラオアング橋は、建設コストがかかることから本事

業スコープ外となった。事後評価時点において整備

されておらず、旧橋梁が利用されていることから、

モニタリング対象から除外した 
シネダブ橋については、もともとサンプル橋梁には

選定されておらず、後から本事業スコープに追加さ

れたものであり、参考として本報告書に掲載する。

なおシネダブ橋は、JICA 幹線道路網整備事業（V）

のスヨ～セルバンテス～マンカヤン～アバタン道路

区間に位置する橋である。 
10. マリトボグ橋（X） 本事業スコープから除

外しフィリピン政府自

己資金により整備済 

当初モニタリング対象橋梁であったが、本事業スコ

ープ外となったことから、参考として本報告書に掲

載する。 

注 1）カッコ（ ）内は、当該橋梁が位置する地方（Region）。 

 

3.2.1.1 年平均日交通量（台数／日） 

モニタリング対象橋梁における「年平均日交通量（以下、「AADT 11」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 2 のとおりである。各橋梁の完成

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。2. アンブラヤン橋および 4. キリノ橋は、2011、2012、2013 年のいず

れの年も基準値（2001 年）および完成年の目標値を下回っているが、他の橋梁は目標

値を上回っている。とりわけ、6. パヤパ橋と 7. ランガス 3 橋は、目標値を大幅に上

回っている。 
表 2 年平均日交通量（AADT） 

（単位：台数／日） 

橋梁名（地方）注 1） 
（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 

1. バンカグ（CAR）（2009 年 11 月） 1,172 1,461 2,170 2,642 2,488 2,718 
2. アンブラヤン（I）（2010 年 1 月） 6,443 8,029 11,932 5,340 4,780 5,635 
3. パンタル（I）（2008 年 3 月）注 2） N.A. N.A. N.A. 7,802 7,588 9,155 
4. キリノ（I）（2009 年 12 月） 6,443 8,029 11,932 5,828 5,562 5,996 
5. マバン 2（II）（2012 年 6 月） 370 461 685 464 528 688 

                                                   
11 Annual Average Daily Traffic 
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6. パヤパ（IV-A）（2007 年 10 月） 1,250 1,558 2,315 5,006 3,940 4,934 
7. ランガス 3（V）（2008 年 9 月） 685 854 1,269 4,373 5,814 6,172 
＜以下の橋梁については参考資料として掲載（ラオアング 1 橋は、モニタリング対象から除外。参考とし

てベースラインと目標値のみ掲載した。）＞ 
8. エンバーカデロ（VI）注 3）（2013 年 3 月） 1,460 1,296 1,926 2,171 1,984 1,381 
  クラシ（VI）注 4）（2011 年 4 月） - - - 2,171 1,984 1,381 
9. ラオアング 1（VIII）注 5）（‐） 420 523 778 - - - 
 シネダブ（I）注 6）（2012 年 3 月） - - - 877 1,110 1,377 
10. マリトボグ（X）注 7）（2010 年） 285 355 528 811 912 837 
出所：DPWH プロジェクト管理事務所 
注 1）カッコ（ ）内は、当該橋梁が位置する地方（Region）。 
注 2）パンタル（I）は、新規に建設された迂回道路の一部として市街地内に建設された橋梁（新設の橋梁）

のため、事業実施前は橋梁は存在しなかった。 
注 3）エンバーカデロ（VI）は、本事業スコープから除外された（フィリピン政府の自己資金により整備

された）。 
注 4）クラシ（VI）は、エンバーカデロ（VI）が本事業スコープから除外された代わりに追加した橋梁（両

橋梁とも同じ道路区間上に位置していることから AADT 実績値は同じ数値となっている）。 
注 5）ラオアング 1（VIII）は、本事業スコープから除外された（事後評価時において整備されていない）。 
注 6）シネダブ（I）は、ラオアング 1（VIII）が本事業スコープから除外された代わりに追加した橋梁（シ

ネダブは、円借款事業幹線道路網整備事業（V）のスヨ～セルバンテス～マンカヤン～アバタン道路

区間に位置する橋）。 
注 7）マリトボグ（X）は、本事業スコープから除外された（フィリピン政府自己資金により整備された）。 

 

3.2.1.2 橋梁崩壊による交通途絶期間（日） 

モニタリング対象橋梁における近年の「橋梁崩壊による交通途絶期間（日） 12」の

実績値と審査時に設定された目標値 13を比較すると表 3 のとおりである。橋梁整備後

はいずれの橋梁も 0 日となっており、目標は達成されていると判断する。 
 

表 3 橋梁崩壊による交通途絶期間 
（単位：日） 

橋梁名（地方）注 1） 
（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 

1. バンカグ（CAR）（2009 年 11 月） 315 0 0 0 0 0 
2. アンブラヤン（I）（2010 年 1 月） 730 0 0 0 0 0 
3. パンタル（I）（2008 年 3 月）注 2） N.A. N.A. N.A. 0 0 0 
4. キリノ（I）（2009 年 12 月） 730 0 0 0 0 0 
5. マバン 2（II）（2012 年 6 月） 30 0 0 N.A. 0 0 
6. パヤパ（IV-A）（2007 年 10 月） 158 0 0 0 0 0 
7. ランガス 3（V）（2008 年 9 月） 397 0 0 0 0 0 
＜以下の橋梁については参考として掲載（ラオアング 1 橋は、モニタリング対象から除外し、基準値と目

標値のみ掲載した。）＞ 
8. エンバーカデロ（VI）注 3）（2013 年 3 月） 332 0 0 N.A. N.A. 0 
  クラシ（VI）注 4）（2011 年 4 月） - - - 0 0 0 
9. ラオアング 1（VIII）注 5）（‐） 730 0 0 - - - 
 シネダブ（I）注 6）（2012 年 3 月） - - - N.A. 0 0 
10. マリトボグ（X）注 7）（2010 年） 60 0 0 0 0 0 
出所：DPWH プロジェクト管理事務所 

                                                   
12
未改修の橋梁は必ず崩壊し、事業で改修した橋梁は崩壊しないという前提で審査時に目標値が設

定された。 
13 審査時にはゼロと設定しているが現実的な数値ではなかった可能性がある。 
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注 1）カッコ（ ）内は、当該橋梁が位置する地方（Region）。 
注 2）パンタル（I）は、新規に建設された迂回道路の一部として市街地内に建設された橋梁（新設の橋梁）

のため、事業実施前は橋梁は存在しなかった。 
注 3）エンバーカデロ（VI）は、本事業スコープから除外された（フィリピン政府の自己資金により整備

された）。 
注 4）クラシ（VI）は、エンバーカデロ（VI）が本事業スコープから除外された代わりに追加した橋梁。 
注 5）ラオアング 1（VIII）は、本事業スコープから除外された（事後評価時において整備されていない）。 
注 6）シネダブ（I）は、ラオアング 1（VIII）が本事業スコープから除外された代わりに追加した橋梁（シ

ネダブは、円借款事業幹線道路網整備事業（V）のスヨ～セルバンテス～マンカヤン～アバタン道路

区間に位置する橋）。 
注 7）マリトボグ（X）は、本事業スコープから除外された（フィリピン政府自己資金により整備された）。 

 

3.2.1.3 橋梁損壊時の迂回距離（km） 

モニタリング対象橋梁における「橋梁損壊時の迂回距離（km）」の基準値、目標値 14

並びに近年の実績値を比較すると表 4 のとおりである。橋梁整備後はいずれの橋梁も

0kmとなっており、目標は達成されていると判断する。 

 
表 4 橋梁損壊時の迂回距離 

（単位：km） 

橋梁名（地方）注 1） 

（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 

1. バンカグ（CAR）（2009 年 11 月） 84.5 0 0 0 0 0 
2. アンブラヤン（I）（2010 年 1 月） N.A. 0 0 0 0 0 
3. パンタル（I）（2008 年 3 月）注 2） N.A. 0 0 0 0 0 
4. キリノ（I）（2009 年 12 月） N.A. 0 0 0 0 0 
5. マバン 2（II）（2012 年 6 月） 20 0 0 N.A. 0 0 
6. パヤパ（IV-A）（2007 年 10 月） N.A. 0 0 0 0 0 
7. ランガス 3（V）（2008 年 9 月） 15.0 0 0 0 0 0 
＜以下の橋梁については参考として掲載（ラオアング 1 橋は、モニタリング対象から除外し、参考として

基準値と目標値のみ掲載した。）＞ 
8. エンバーカデロ（VI）注 3）（2013 年 3 月） 13.5 0 0 N.A. N.A. 0 
  クラシ（VI）注 4）（2011 年 4 月） - - - 0 0 0 
9. ラオアング 1（VIII）注 5）（‐） N.A. 0 0 - - - 
 シネダブ（I）注 6）（2012 年 3 月） - - - N.A. 0 0 
10. マリトボグ（X）注 7）（2010 年） N.A. 0 0 0 0 0 
出所：DPWH プロジェクト管理事務所 
注 1）カッコ（ ）内は、当該橋梁が位置する地方（Region）。 
注 2）パンタル（I）は、新規に建設された迂回道路の一部として市街地内に建設された橋梁（新設の橋梁）

のため、事業実施前は橋梁は存在しなかった。 
注 3）エンバーカデロ（VI）は、本事業スコープから除外された（フィリピン政府の自己資金により整備

された）。 
注 4）クラシ（VI）は、エンバーカデロ（VI）が本事業スコープから除外された代わりに追加した橋梁。 
注 5）ラオアング 1（VIII）は、本事業スコープから除外された（事後評価時において整備されていない）。 
注 6）シネダブ（I）は、ラオアング 1（VIII）が本事業スコープから除外された代わりに追加した橋梁（シ

ネダブは、円借款事業幹線道路網整備事業（V）のスヨ～セルバンテス～マンカヤン～アバタン道路

区間に位置する橋）。 
注 7）マリトボグ（X）は、本事業スコープから除外された（フィリピン政府自己資金により整備された）。 

                                                   
14 審査時にはゼロと設定しているが現実的な数値ではなかった可能性がある。 
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1. バンカグ橋（CAR） 
事業実施前                  事業実施後 

2. アンブラヤン橋（I） 
事業実施前                  事業実施後 

4. キリノ橋（I） 
事業実施前                  事業実施後 
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3.2.2 定性的効果 

3.2.2.1 橋梁の利便性・安全性の向上 

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 15を実施した結果を表 5 にまとめた。9 割超の住民（110 人）が「交通

                                                   
15 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 17 橋（ハバナ橋、バルア橋、クラ

シ橋、ニコルス橋、ダダップ橋、ボンガローナン橋、イバ橋、パナビガン橋、ダポッグ橋、シラア

ン橋、ブトゥアン橋、バヨ橋、イグダラガット橋、ビアアン橋、カトゥンガン橋、ナグダヤオ橋、

ボンゴール橋）を対象とした。当該橋梁周辺地域の 8 町（アフイ町、アリモジャン町、デュマラオ

町、アニニイ町、トビアス・フォーニール町、バルデラマ町、ハムティック町、シバロム町。合計

336 バランガイが管轄下にある）から 17 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。）。 

6. パヤパ橋（IV-A） 
事業実施前                  事業実施後 

7. ランガス 3 橋（V） 
事業実施前                  事業実施後 

参考情報：アンブラヤン橋に隣接する旧橋については、保存を求める地元の動きがあったが、旧橋が洪水など

で損壊した際、新たに整備された橋梁が破損する可能性があり、これにより橋梁建設の効果が減殺される恐れ

があることから、実施機関と協議を重ねた結果、地元住民は撤去することに合意した（事後評価時点において、

旧橋は既に撤去済）。 
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安全状況が変化した」と回答しており、110 人全ての住民が事業完成後の交通安全状

況が改善したと指摘している。具体的には、7 割超が「交通標識が見やすくなった」、

約 3 割が「交通事故が減った」と回答している。交通安全状況が悪化したと回答した

住民はいなかった。 

 
表 5 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：91.7% （回答者数：110 人） 
・変化が見られなかった：8.3% （回答者数：10 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 110 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 110 人に対する追加質

問） 

・交通標識が見やすくなった：74.5% （回答者数：82 人） 
・交通事故が減った：28.2% （回答者数：31 人） 
・歩行者レーンが設置された：20.9% （回答者数：23 人） 
・照明の設置により視界が良くなった：17.3%（回答者数：19 人） 
・ガードレールが設置された：3.6%（回答者数：4 人） 
・重量規制が明確になった：3.6%（回答者数：4 人） 
・橋梁幅が拡幅された：0.8%（回答者数：2 人） 等 

出所：受益者調査結果 

 

現地調査時に行った実施機関、町役場および事業周辺住民へのヒアリングによると、

全ての回答者から、本事業実施により交通の円滑化が図られ、利便性、安全性の向上

が図られたとの認識が示された。具体的には、「橋梁整備前は一車線橋梁であったこと

から対向車がある時は、一方の車両が待つ必要があった。歩行者にとっても車両の横

を通過するのは危険であった。また、整備前は木製の古い橋梁であったことから橋梁

崩落の恐れがあった。特に雨季や台風で川が増水した時には橋梁が浸水することもあ

り、安全性に問題があった。しかし、本事業による橋梁整備後は、2 車線の永久橋が

設置されて、歩行者専用レーンも整備されて、天候に関わらず通過が可能となり、安

全性・確実性・利便性が確保された」といった回答があった。 

受益者調査結果、現地でのヒアリング結果から、本事業により二車線橋梁・歩行者

レーンが整備されたことにより、交通安全の向上が実現していると考えることができ

る。 

 

橋梁の利便性の向上について、病院および学校（小・中学校）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 6、表 7 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／学校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。 

 

 

                                                                                                                                                     
回答者 120 人の構成：男女比は、男性 57 人（47.5%）、女性 63 人（52.5%）、年齢層は、20 歳未満 1
人（0.8%）、20 代 0 人（0%）、30 代 27 人（22.5%）、40 代 34 人（28.3%）、50 代 34 人（28.3%）、60
代以上 24 人（20%）。 
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表 6 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：27.5% （回答者数：33 人） 
・15 分以上、30 分未満：47.5% （回答者数：57 人） 
・30 分以上、1 時間未満：18.3% （回答者数：22 人） 
・1 時間以上、2 時間未満：6.7% （回答者数：8 人） 
・2 時間以上、4 時間未満：0% （回答者数：0 人） 
・4 時間以上：0% （回答者数：0 人） 

出所：受益者調査結果 
 

表 7 学校（小・中学校）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、学校（小・中学校）

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 
学校（小・中学校）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：82.5% （回答者数：99 人） 
・15 分以上、30 分未満：17.5% （回答者数：21 人） 
・30 分以上、1 時間未満：0% （回答者数：0 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% （回答者数：0 人） 

出所：受益者調査結果 

 

受益者調査結果、現地ヒアリング結果から、本事業により橋梁の改修・架け替え・

新設（永久橋の整備）が行われたことにより、橋梁の利便性の向上が図られていると

判断される。 
 

3.2.2.2 市場アクセス改善 

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 8、表 9、表 10 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については、全ての回答者が 30 分未満と答

えており、米・とうもろこしの集荷場については、30 分未満が 98%を占めている。 

 
表 8 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

・15 分未満：75.8% （回答者数：91 人） 
・15 分以上、30 分未満：24.2% （回答者数：29 人） 
・30 分以上、1 時間未満：0% （回答者数：0 人） 
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した住民 120 人に対する追加質問） ・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 % （回答者数：0 人） 

出所：受益者調査結果 

 
表 9 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：70.0% （回答者数：84 人） 
・15 分以上、30 分未満：27.5% （回答者数：33 人） 
・30 分以上、1 時間未満：1.7% （回答者数：2 人） 
・1 時間以上、2 時間未満：0.8% （回答者数：1 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 10 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：2.5% （回答者数：3 人） 
・15 分以上、30 分未満：25.0% （回答者数：30 人） 
・30 分以上、1 時間未満：52.5% （回答者数 63 人） 
・1 時間以上、2 時間未満：20.0% （回答者数 24 人） 
・2 時間以上、4 時間未満：0% （回答者数：0 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住民へのヒアリングにおいて、「本事業実施により天候に

左右されずマーケットや近隣の主要都市へのアクセスが可能となり、物流の効率化に

より農作物の取引やビジネスチャンスの機会が増えた」、「公共交通の種類や量も増え、

私有者やバイクを購入する者も増えており、マーケットへのアクセスが改善した」と

いった回答が寄せられた。 

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、
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「ビジネス設立（会社・商店・事業所）が増えた」、「高層ビルやインフラの整備が進

んだ」、「投資家が増えた」、「公共交通の量が増えた」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） 

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：54.2% （回答者数：

65 人） 
・高層ビルやインフラの整備が進んだ：13.3% （回答者数：16 人） 
・投資家が増えた：6.7% （回答者数：8 人） 
・公共交通の量が増えた：6.7% （回答者数：8 人） 
・観光産業が増えた：5.8% （回答者数：7 人） 
・金融関連事業（銀行・質屋等）が増えた：5.8% （回答者数：7 人） 
・雇用機会が増えた：5.0% （回答者数：6 人） 
・リゾート開発が進んだ：4.2% （回答者数：5 人） 
・私有車が増えた：2.5% （回答者数：3 人） 
・新たなマーケットが設立された：2.5% （回答者数：3 人） 等 

出所：受益者調査結果 
 

また、現地調査時の実施機関および住民へのヒアリングによると、事業完成後、交

通の円滑化が図られたことにより、事業対象地域の商業・ビジネス活動が活発化した

との回答があり、受益者調査結果とも整合的な回答が得られた。 

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、モニタリ

ング対象橋梁が位置する 9 州 16およびフィリピン全土の生産高の推移を添付資料（34

ページ）に示した。米・とうもろこしのいずれもデータの推移と本事業の間に明確な

相関関係があると判断することは難しいが、モニタリング対象橋梁が位置する 9 州の

生産高合計をみると、米およびとうもろこしの生産高いずれも年次レベルでの増減は

あるものの、概して増加傾向にある。地方における個別の橋梁の整備が州レベルでの

農業生産高に及ぼす影響は限定的であると考えられるが、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、モニ

タリング対象橋梁が位置する 9 州 17およびフィリピン全土の推移をそれぞれ添付資

                                                   
16 本事業で整備された橋梁は 137 橋で、フィリピン全土に位置することから、モニタリング対象橋

梁が位置する州の農業生産データに絞って分析を行った。 
17 本事業で整備された橋梁は 137 橋で、フィリピン全土に位置することから、モニタリング対象橋

梁が位置する州のデータに絞って分析を行った。 
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料（35 ページ）に示した。データの推移と本事業の間に明確な相関関係があると判

断することは難しいが、モニタリング対象橋梁が位置する 9 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。 

 

3.3.1.2 貧困削減への効果 

事業完成後の地域住民の貧困状況・格差への影響について、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 12 にまとめた。120 名中 116 名（約 97%）

の住民が、事業完成後、貧困状況・格差が縮小したと回答している。残り 4 名は変化

はないと回答しており、貧困状況・格差が増加したと回答した住民はいなかった。 

 
表 12 事業実施後の貧困状況・格差への影響 

質問項目 回答結果（回答者数：120 人） 
本事業完成後、貧困状況・格差状況

に変化は見られたか？ 
・貧困状況・格差が縮小した：96.7% （回答者数：116 人） 
・貧困状況・格差の変化はない：3.3% （回答者数：4 人） 
・貧困状況・格差が増加した：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） 

出所：受益者調査結果 

 

本事業では、事業の受益者に占める貧困層の割合が、国の全人口に占める貧困層

の割合を上回る橋梁を貧困対策橋梁としている。審査時において、事業対象の 201

橋のうち、約半数の 105 橋が貧困対策橋梁と位置づけられていた。本事業で整備さ

れた橋梁数は、当初計画の 201 橋から、最終的には 137 橋に削減されたことから、

貧困削減対策橋梁を改めて確認した。137 橋梁中、過半数の 78 橋が貧困対策橋に位

置づけられる。これら 78 橋梁が位置する地方（Region）および州の内訳は表 13 の

とおりである。貧困対策橋梁は、11 の地方、18 の州に位置しており、最も多い州は 

東ミンドロ州の 18 橋で、次に カガヤン州の 8 橋、ケソン州の 7 橋と続く。地方の

分類で見ると、地方 IV-B の 18 橋に続いて、地方 V および地方 VII がそれぞれ 11

橋となっている。 

 
表 13 貧困対策橋梁が位置する地方・州の内訳 

地方（橋梁数） 州（橋梁数） 
CAR（2） マウンテン州（2） 
I（4） パンガシナン州（4） 

II（9） 
カガヤン州（8） 
イサベラ州（1） 

III（1） ヌエヴァ・エシハ州（1） 
IV-A（7） ケソン州（7） 
IV-B（18） 東ミンドロ州（18） 

V（11） 
アルバイ州（1） 
南カマリネス州（5） 
カタンドゥアネス州（3） 
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ソルソゴン州（2） 
VI（1） カピス州（1） 

VII（11） 
ボホール州（6） 
セブ州（5） 

VIII（6） 
レイテ州（5） 
北サマール州（1） 

XIII（8） 北アグサン州（2） 
南スリガオ州（6） 

合計 78 橋（11 地方、18 州） 
出所：実施機関への質問票回答・現地調査インタビューによる 

 

貧困対策橋梁が位置する地方・州について、貧困世帯率データの推移を末尾の添

付資料（36 ページ）にまとめた（2009 年と 2012 年データを比較）。これによると、

18 州中 5 州は貧困世帯率が増加、13 州は減少している。貧困対策橋梁が最も多く

整備された東ミンドロ州については、2009 年の 28.8%から 2012 年の 21.5%に大幅に

減少している。これは、同州が位置する地方 IV-B 全体の推移（27.2%→23.6%）と

比べて顕著な減少となっている。次に貧困対策橋梁が多かったカガヤン州について

は、22.5%（2009 年）から 15.2%（2012 年）、ケソン州については、22.1%（2009 年）

から 20.3%（2012 年）に減少している。貧困削減効果については、外部要因等があ

ることから因果関係を示すことは困難であるが、特に貧困対策橋梁が最も多く整備

された東ミンドロ州の貧困削減では、地方 IV-B 全体よりも貧困世帯の減少率が高く

なっている。 

 

3.3.1.3 地域農民の生活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 14 にまとめた。120 名中 115 名（約 96%）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によると、

収入の機会が増加したことにより、所得が向上したとの回答があり、いずれも本事業

による便益に満足感を示していた。 

 
表 14 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：95.8% （回答者数：115 人） 
・所得の変化はない：4.2% （回答者数：5 人） 
・所得が減少した：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） 

出所：受益者調査結果 

 

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橋梁について環境天然資源省より環境適合証明書（以下、
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「ECC 18」という。）もしくは環境適合証明不要通知（以下、「CNC 19」という。）が発

給されており、ECCの対象橋梁については、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、地元の地方自治体（以下、「LGU 20」という。）、

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。 

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 21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LGU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 85 名で、調査対象者（120 名）の

約 7 割であったが、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 119 名で、調査対象者の 99％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, April 2003）に則って用地取得計画（以下、「LAPRAP」 22という。）

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。 

事業パッケージ毎の用地取得に関する実績は表 15 のとおりである。本事業実施にあ

たって合計 929 区画の用地、1,614 の構造物が影響を受けた。このうち、パンタル橋

                                                   
18 Environmental Compliance Certificate 
19 Certificate of Non-Coverage 
20 Local Government Unit 
21 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。 
22 Land Acquisition and Resettlement Action Plan 
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（パッケージ III）は、新規に建設された迂回道路の一部として市街地内に建設された

橋梁であり、29 区画、122 の構造物が影響を受けた。 

合法的土地所有者については、その多くが同じ土地で、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しなかった。住民移転の必要があった一部の土地所有者

については、実施機関は LAPRAP に基づいて移転先を提案したが、いずれの所有者

も近隣の別の場所に土地を所有しており、補償の支払いを受けた上でそこに移転する

ことを希望したため、移転代替地整備の必要はなかった。また、移転により生計手段

等の変更はなかったことから、生計回復・向上策の必要もなかった。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。 
 

表 15 用地取得に関する実績 
パッケージ（整備橋梁数） 用地（区画数） 構造物の数 

パッケージ1（17） 196 59 

パッケージ2（14） 145 228 

パッケージ3（64） 注1） 189 292 

パッケージ4（42） 399 1,035 

合計（137） 929 1,614 

出所：質問票に対する実施機関からの回答 
注 1）パッケージⅢのうち、パンタル橋に関する実績は、用地が 29 区画、構造物が 122 

 

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 16 のとおりである。各橋梁が位置す

る州毎に、事業パッケージに分けて整理した。なお、運用・効果指標のモニタリング

の対象であるサンプル橋梁（10 橋梁）の整備状況については、既述（表 1 参照）のと

おり。 
 

表 16 アウトプットの計画と実績の比較 
審査時の計画 

201 橋梁 
実績 

137 橋梁  注 1） 
パッケージ 1（カッコ内は橋梁数） 

合計 19 橋梁 
- パンガシナン州（4） 
- アブラ州（1） 
- ベンゲット州（7） 
- 北イロコス州（2） 
- 南イロコス州（5） 

合計 17 橋梁 
- パンガシナン州（2） 
- アブラ州（1） 
- ベンゲット州（8） 
- 北イロコス州（2） 
- 南イロコス州（4） 
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パッケージ 2 注 2）（カッコ内は橋梁数） 
合計 54 橋梁 

- アパヤオ州（1） 
- カリンガ州（10） 
- マウンテン州（10） 
- カガヤン州（16） 
- イサベラ州（2） 
- ヌエバ・ビスカヤ州（5） 
- キリノ州（1） 
- ヌエヴァ・エシハ州（1） 
- パンパンガ州（5） 
- サンバレス州（1） 
- バターン州（2） 

合計 14 橋梁（フィリピン政府自己資金による
実施） 

- アパヤオ州（1） 
- カリンガ州（4） 
- カガヤン州（2） 
- イサベラ州（1） 
- パンパンガ州（5） 
- サンバレス州（1） 

パッケージ 3（カッコ内は橋梁数） 
合計 63 橋梁 

- バタンガス州（10） 
- カビテ州（7） 
- ラグナ州（1） 
- ケソン州（8） 
- リサール州（1） 
- 西ミンドロ州（6） 
- 東ミンドロ州（19） 
- アルバイ州（1） 
- ソルソゴン州（2） 
- 南カマリネス州（5） 
- カタンドゥアネス州（3） 

合計 64 橋梁 
- バタンガス州（10） 
- カビテ州（8） 
- ラグナ州（1） 
- ケソン州（8） 
- パンガシナン州（1） 
- 西ミンドロ州（6） 
- 東ミンドロ州（19） 
- アルバイ州（1） 
- ソルソゴン州（2） 
- 南カマリネス州（5） 
- カタンドゥアネス（3） 

パッケージ 4（カッコ内は橋梁数） 
合計 65 橋梁 

- アンティケ州（15） 
- カピス州（1） 
- ギマラス州（4） 
- イロイロ州（6） 
- 西ネグロス州（1） 
- ボホール州（7） 
- セブ州（6） 
- レイテ州（8） 
- 北サマール州（2） 
- ブキドノン州（2） 
- コンポステラ・バレー州（4） 
- 南アグサン州（2） 
- 南スリガオ州（6） 
- 東ダバオ州（1） 

合計 42 橋梁（うち 1 橋は、フィリピン政府自
己資金による実施） 

- アンティケ州（13） 
- カピス州（1） 
- イロイロ州（3） 
- ボホール州（7） 
- セブ州（6） 
- レイテ州（5） 
- 南アグサン州（1）  
- 南スリガオ州（5） 
- 南イロコス州（1） （シネダブ橋）注 3） 

出所：質問票に対する実施機関からの回答 
注 1）本事業で整備した橋梁の数が当初計画の 201 橋から 137 橋に削減された 
注 2）パッケージ 2 については、フィリピン政府が自己資金による実施に変更した際に、パッ

ケージ 2-A, 2-B, 2-C に 3 分割した 
注 3）パッケージ 4 のうち、南イロコス州に位置するシネダブ橋はフィリピン自己資金により

実施された 

 

本事業審査時の想定は 201 橋梁を対象とした改修・架け替え・新設であったが、

最終的には対象橋梁が 137 に削減された。これは「物価上昇による投入コスト増」

という不可抗力に起因する事業費の増加のため橋梁数を削減せざるを得なったも

のである（後述の「3.4.2.1 事業費」をあわせて参照）。なお、実施機関によると、

コスト面以外の判断材料として、以下に該当する橋梁については本事業の対象から

外したとの説明があった。 
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・ フィリピン側の技術力及び資金で整備が可能なボックス・カルバート橋 23 

・ 地理的に孤立した場所に立地している橋梁 

・ 治安状況が不安定な地域に位置する橋梁 

・ 詳細設計の段階で（別資金により）整備済・整備中であることが判明した橋梁 
 

既述のとおり、実施機関は他の資金源（フィリピン政府の自己資金や他ドナー（英、

仏、オーストリア等からの支援）を活用して残りの橋梁の整備を行う旨、JICA に対

して意思表明を行っている（「3.1.2 開発ニーズとの整合性」を参照）。このことか

ら、本事業のスコープ変更が事業目的に影響を及ぼしたとは判断されない。また、

以下に詳述した設計変更や台風の影響による修復（追加整備）などによるスコープ

変更・追加は、着工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。 

 

＜アウトプットの主な変更点とその理由＞ 

・ 設計変更：①4 車線から 2 車線への変更（事業地域の沿線に橋梁があり、当該橋

梁の損壊・崩落時に代替可能であった）、②橋梁構造の変更（計画当初は予見でき

なかった物理的条件が判明した橋梁があった）、③工法の変更（RCBC（プレキャ

ストコンクリートボックスカルバート）に適さない橋梁があることが判明した）。 

・ 本事業の整備対象橋梁からの除外：①詳細設計の段階で、既に整備済・整備中で

あることが判明した橋梁を本事業対象から除外、②事業費の増加対策として、本

事業の整備対象橋梁から除外。 

・ その他：①台風（2007 年の台風フランク、2009 年の台風ぺペンおよび台風オンド

イ）の影響による整備対象橋梁の追加・アクセス道路の修復・法面防護作業の追

加、②LGUs からの要望による追加作業の発生、③クラシ橋の追加（事業スコー

プから除外されたエンバーカデロ橋の代わりとして追加）、シネダブ橋の追加（整

備されなかったラオアング 1 橋の代わりとして追加）。 
 

なお、実施機関によると、本事業で整備された橋梁は、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）に基づいて施工されていることから、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。 

コンサルティング・サービス（詳細設計、調達補助、施工管理、環境対策関連業

務（用地取得・住民移転の補助、環境モニタリング等））については、表 17 のとお

り全体の投入量が大幅に増加した。 

 

                                                   
23 本案件は特別円借款案件のため、日本の技術やノウハウの活用が念頭に置かれており、技術面で

フィリピン側にて整備可能な橋梁は対象から除外された。 
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表 17 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 463     394     69 減     

フィリピン人 731     1,510     779 増     

合計 1,194     1,904     710 増     

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、全体投入量が大幅に増加した理由は、以下のとおりである。 

・詳細設計段階：設計変更、スコープ変更（対象橋梁の削減・追加等）に伴い M/M

が増加した。 

・入札手続段階：土木工事の複数のパッケージ（パッケージ 1、2、4）における入

札不調や、パッケージ 2 の分割・見直しに伴い、再入札準備の必要性が追加的に

発生し、M/M が増加した。 

・土木工事段階：事業実施の遅延を原因とした工事監理期間の増加に伴い、M/M が

増加した。 
 

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 21,750百万円（うち円借款部分は 18,488百万円）

であったのに対し、実際の総事業費は 23,122 百万円（うち円借款部分は 18,332 百万

円と、計画を上回った（計画比 106.3% 24）。 

事業費の増加の主な原因は、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 25、設計変更・整備対象橋梁の変更、コントラクターへの付加価値税の追加支払

い（税率が 10%から 12%に上昇）、コンサルタントのM/M増加によるものである。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、

本事業の整備対象橋梁数を削減した。 

 

3.4.2.2 事業期間 

審査時に計画された事業期間は、2002 年 3 月（借款契約調印）～2007 年 7 月（土木

工事完了）の 65 ヶ月であったが、実際には、事業開始の 2002 年 3 月（借款契約調印）

以降、事後評価時点（2014 年 6 月時点）においても事業実施中である。2014 年 6 月時

点の事業期間は 148 ヶ月であり、計画を大幅に上回っている（計画比 228%）。 

具体的には、パッケージ 2 の 14 橋は、事業実施中であり、事後評価時点で本事業

                                                   
24 本比率は、スコープ変更後の事業費実績とスコープ変更前の計画の比較である。 
25 実施機関によると、資機材や人件費などの投入コストが 2006 年時点のコスト比で平均約 13%増

加し、それが事業費高騰の主たる原因の一つになったとのことである（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。）。 
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が完了していない。実施機関によると、14 橋とも 2014 年 12 月末までには全て完了

する見込みとのことであった。 

表 18 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 18 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 

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 

2002 年 1 月～2002 年 12 月（12 ケ月） 

2003 年 1 月～2004 年 6 月（18 ケ月） 

2004 年 2 月～2005 年 4 月（15 ケ月） 

2005 年 4 月～2007 年 7 月（28 ケ月） 

2002 年 4 月～2003 年 12 月（21 ケ月） 

2003 年 1 月～2007 年 7 月（55 ケ月） 

2002 年 2 月～2003 年 5 月（16 ヶ月） 

2003 年 6 月～2004 年 12 月（19 ケ月） 

2004 年 9 月～2007 年 9 月（37 ケ月） 

2006 年 5 月～実施中（2014 年末までに完了予定） 

2005 年 6 月～2011 年 9 月（76 ケ月） 

2003 年 6 月～実施中（2014 年末までに完了予定） 

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、①入札手続の遅延（複数のパッケージにおける入札不

調による再入札およびフィリピン政府自己資金による実施となったパッケージ 2 のパ

ッケージ分割・見直しに時間を要したこと）、②事業スコープの変更・追加 26に伴う事

業実施期間の延長、③シネダブ橋の整備に関連して事業実施サイトにおける安全確保

に時間を要したこと 27、④円借款事業「第二マグサイサイ橋・バイパス道路建設事業」

で発生していた付加価値税に関する 問題 28が解決するまで本件事業の調達手続きに

関する一切のJICAからの同意が保留されたことによるものである。 
 

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 19 のとおりである。 

 

 
                                                   
26 パッケージ 1：台風ぺペン・台風オンドイの影響による工期の延長、パッケージ 3：豪雨・洪水

の影響による、本事業の対象橋梁に通じるバタンガス湾岸道路（アクセス道路）修復による工期の

遅延、パッケージ 4：台風フランクの影響およびボンガローナン橋のアプローチ道路の修復（地盤

沈下の影響）による工期の延長。 
27 シネダブ橋は貸付実行期限 1 ヶ月前の 2011 年 8 月に事業スコープに追加されたが、事業サイト

が新人民軍（New People’s Army）の活動地域（紛争地帯）となっていたことから、安全が確保され、

公式な安全宣言が行われるまで着工できなかった。 
28 フィリピンでは 2005 年 11 月に共和国法 9337 が成立し、付加価値税改革を柱とする税制改革が

行われた。これにより付加価値税の税率が 10%から 12%に引き上げられたが、DPWH は当時事業実

施中だった円借款事業「第二マグサイサイ橋・バイパス道路建設事業」について、税率引き上げ前

の 10%にてコントラクターと既に契約締結済であり、税率引き上げに伴う契約変更は困難との立場

をとったことから当該コントラクターとの間で懸案事項となった。JICA は本問題が解決するまで、

DPWH が実施機関である本事業（地方開発緊急橋梁建設事業）の調達手続きに係る一切の同意を留

保した（情報出所：DPWH）。 
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表 19 EIRR 再計算の前提と結果 

 審査時 事後評価時 

EIRR 値 59.5% 47.9% 

便益 
橋梁整備による走行費用の節減、橋梁の耐久重量増による便益、洪水による橋梁

通行不能日数の減少、維持管理費用の節減 

費用 建設工事費、維持管理費 

プロジェクト・

ライフ 25 年 

 

再計算値は 47.9%で、審査時の値（59.5%）を下回った。これは、計画時の想定と比

べて事業費が増加したこと、事業対象橋梁数が削減されたことが主な要因と考えられ

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。 

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 32。また、現地ヒアリングを行ったアンティ

ケDEOおよびイロイロ第 3DEOについて、事後評価時点において本事業で整備された

橋梁等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。 

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 33、道路・橋梁の日常・定期的維持管理にかかる現場での作業

                                                   
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。 
32 アンティケ DEO の維持管理スタッフ数は合計 8 名（内訳：技師 2 名、現場監督者 1 名、重機オ

ペレーター1 名、道路維持管理要員 4 名）、イロイロ第 3DEO の維持管理スタッフ数は合計 13 名（内

訳：技師 1 名、現場監督者 2 名、現場作業員 10 名） 
33 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。）
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（清掃・植生管理・道路の補修等）は道路維持管理要員（以下、「RMC 34」という。）

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 35。

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 36」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 37。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路維持管理要員（RMC） 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

現地でのヒアリングを行ったアンティケ DEO およびイロイロ第 3DEO 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 への質問票回答によると、各 DEO は本事業で整備された橋梁

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

                                                                                                                                                     
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。 
34 Road Maintenance Crew 
35 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。 
36 Department of Social Welfare and Development 
37 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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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、DPWH道路維持管理マニュアル（1984 年版）は、事後評価時に実施中の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 38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。事後評価時

に DPWH 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 39がある。 

1. 定常的維持管理費 

2. 自動車利用者税（以下、「MVUC 40」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 41」とい

う。）指標 42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

                                                   
38 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。 
39 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。 
40 Motor Vehicle Users Charge 
41 Equivalent Maintenance Kilometer 
42 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＝Basic Cost × EMK 

Basic Cost：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）〕。 
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額させ 43、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、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 20 のとおり推移してい

る。 

 

表 20 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 

 

質問票に対する各DEOからの回答によると、定期点検・保守業務に必要な予算は概

ね確保されているが、現地ヒアリングを行ったアンティケDEOによると予算配賦が会

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同年度内の支出が困難であり、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 44

                                                   
43 2012 年は 67,422 ペソ/EMK、2013 年は 67,387 ペソ/EMK、2014 年は 109,762 ペソ/EMK。 
44 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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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（4～5 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指摘されている。 

また、現地ヒアリングを行ったイロイロ第 3DEO によると、これまで台風や洪水の

影響による緊急補修に必要な災害基金の予算申請を行ってきたが、（災害規模や緊急性

に応じて配賦が決定されることから）これまで災害基金が配賦されたことはないとの

ことであった。したがって、DEO の裁量で定常的維持管理費から必要な経費を充当し

てきたとのことであった。 

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。イロイロ第 3DEO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 45。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への回答によると、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。 

                                                   
45 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であった。）。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）。 
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・ 側溝・排水溝の清掃（常時） 

・ 植生管理 （常時） 

・ 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） 

・ 道路盛土の保護（月単位） 

・ 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） 

・ 橋梁の再塗装（四半期毎） 

・ 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 46（5 年毎） 
 

DEO へのヒアリング、質問票への回答によると、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、DEO へのヒアリング、質問票への回答、現地サイト視察によると、以下 3

橋梁について問題が発生したが、臨時・追加的なメンテナンスが実施されている。こ

れら橋梁の事後評価時点での維持管理状況は以下のとおり。 

・ サラコップ橋（質問票への回答より）：2009 年 10 月に直撃した台風ぺペンにより

全ての橋梁が破壊された。（DPWH による対策：臨時の通行手段として RCPC（鉄

筋コンクリート製パイプカルバート）が設置されている。また、アプローチ道路

部分については JICA 資金（台風オンドイ・ペペン後緊急インフラ復旧事業）お

よびフィリピン政府の自己資金により整備が行われている。今後、永久橋の再建

（RCBC 橋）が予定されている。） 

・ アンブラヤン橋（質問票への回答より）：台風オンドイおよび台風ぺペンの影響に

より、橋梁の一部が洗掘された（DPWH による対策：橋脚の保護対策が取られて

いる。また、追加的なメンテナンスが講じられている。）。 

・ ボンガローナン橋 47（現地サイト視察を実施）：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（DPWHによる対策：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。）。 
 

 
                                                   
46 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、橋梁の再塗装や、

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を行っている。 
47 本橋梁は、JICA 地方道路網整備事業（Ⅲ）のバウンダリー アンティケ/イロイロ–アニニイ–ニニ

ジメネズ道路区間に位置する橋梁。 
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ボンガローナン橋 

 

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

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、外部民間委託による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。 

 



 

30 
 

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円滑な物流を確保することを目的に、地方都市を中

心とする一定圏内の国道上の橋梁の改修・架け替え・新設が行われた。応急橋の永久

橋への架け替えなど地方橋梁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、地方経済の振興と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。モニタリング対象

橋梁について、事業完成後の橋梁の AADT は概ね計画値を上回り、橋梁崩壊による交

通途絶期間および橋梁損壊時の迂回距離は目標値を達成している。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（橋梁の利便性・安全性の向上、

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

は地域経済活動の活性化、貧困状況・格差の縮小、地域農民の生活向上にも貢献して

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、

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、本事業対象橋梁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
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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（26 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

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
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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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添付資料： 

 
出所：DPWH プロジェクト管理事務所 

各橋梁の位置図  
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＜農業生産に係るデータ＞ 
 
モニタリング対象橋梁が位置する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 
アブラ州 75,528 76,302 77,611 80,428 82,333 79,444 
南イロコス州 202,647 168,028 183,182 191,152 208,380 209,302 
ラウニオン州 161,709 124,997 132,557 146,666 156,023 157,275 
パンガシナン州 1,027,289 802,108 940,700 958,270 1,057,580 1,065,036 
カガヤン州 707,172 681,313 616,321 784,622 875,721 829,737 
バタンガス州 60,218 55,800 53,423 49,569 43,206 52,198 
南カマリネス州 526,936 535,090 568,327 520,322 563,749 601,479 
イロイロ州 942,286 944,050 659,970 959,239 995,402 822,452 
ブキドノン州 297,296 330,541 336,512 353,487 373,221 400,491 
9 州の生産高合計 4,001,081 3,718,229 3,568,603 4,043,755 4,355,615 4,217,414 
9 州の生産高合計の年

増加率（%） 
4.31 -7.07 -4.02 13.31 7.71 -3.17 

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)  ラオアング 1 橋は事後評価時において整備されていないことから、同橋梁が位置する北サマール州

のデータは含めていない。 

 
モニタリング対象橋梁が位置する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 
アブラ州 9,238 11,737 12,102 15,841 16,139 16,153 
南イロコス州 72,472 64,672 55,341 63,579 69,447 73,267 
ラウニオン州 21,387 20,535 19,030 23,076 26,395 28,898 
パンガシナン州 211,229 207,528 230,521 249,070 285,180 289,607 
カガヤン州 297,984 335,604 261,240 371,800 432,333 361,171 
バタンガス州 20,030 20,228 24,280 21,187 15,323 22,918 
南カマリネス州 110,704 96,549 85,667 125,730 136,233 161,863 
イロイロ州 198,534 124,546 122,141 164,839 175,945 174,798 
ブキドノン州 740,869 777,256 777,642 810,054 845,514 804,487 
9 州の生産高合計 1,682,447 1,658,655 1,587,964 1,845,176 2,002,509 1,933,162 
9 州の生産高合計の年

増加率（%） 
10.41 -1.41 -4.26 16.20 8.53 -3.46 

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)  ラオアング 1 橋は事後評価時において整備されていないことから、同橋梁が位置する北サマ

ール州のデータは含めていない。 

  



 

35 
 

＜ビジネス活動に係るデータ＞  

 
モニタリング対象橋梁が位置する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 
アブラ州 862 861 863 978 1,154 

3,445 3,506 3,649 3,649 4,750 
南イロコス州 4,826 4,838 4,829 4,829 6,514 

14,982 15,814 14,853 15,180 25,194 
ラウニオン州 7,611 7,005 6,990 7,699 8,398 

32,253 29,493 30,203 33,230 37,973 
パンガシナン州 24,140 24,140 24,101 24,330 26,502 

79,057 79,634 78,510 87,496 118,209 
カガヤン州 6,479 6,504 6,509 7,122 9,171 

19,956 20,565 20,766 23,468 42,794 
バタンガス州 19,675 19,909 19,853 20,512 22,668 

119,846 120,704 122,805 140,118 179,294 
南カマリネス州 10,112 10,299 10,283 10,523 13,882 

43,423 49,706 49,369 47,491 68,031 
イロイロ州 16,081 16,197 16,128 16,361 18,606 

74,626 80,487 79,089 81,921 116,259 
ブキドノン州 6,232 6,289 6,277 7,746 9,071 

38,346 44,099 44,082 47,961 62,457 
9 州の登録事業所数合計 96,018 96,042 95,833 100,100 115,966 
9 州の登録事業所数合計の

年増加率（%） 
-3.26 0.02 -0.22 4.45 15.85 

9 州の雇用者数合計 425,934 444,008 443,326 480,514 654,961 
9 州の雇用者数合計の年増

加率（%） 
4.08 4.24 -0.15 8.39 36.30 

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)  ラオアング 1 橋は事後評価時において整備されていないことから、同橋梁が位置する北サマール

州のデータは含めていない。 
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＜貧困世帯率に係るデータ＞  

 
貧困対策橋梁が位置する地方・州における貧困世帯率の推移 

貧困対策橋梁が位置する地方・州 
貧困世帯率（%） 

2009 年 2012 年 
フィリピン全土 20.5 19.7 
CAR 全体 

マウンテン州 
19.2 
39.3 

17.5 
27.9 

地方 I 全体 
パンガシナン州 

16.8 
17.2 

14.0 
14.9 

地方 II 全体 
カガヤン州 
イサベラ州 

20.2 
22.5 
22.6 

17.0 
15.2 
19.0 

地方 III 全体 
ヌエヴァ・エシハ州 

10.7 
24.9 

10.1 
19.6 

地方 IV-A 全体 
ケソン州 

8.8 
22.1 

8.3 
20.3 

地方 IV-B 全体 
東ミンドロ州 

27.2 
28.8 

23.6 
21.5 

地方 V 全体 
アルバイ州 
南カマリネス州 
カタンドゥアネス州 
ソルソゴン 

35.3 
30.2 
39.8 
22.6 
29.8 

32.3 
33.9 
31.7 
27.1 
31.3 

地方 VI 全体 
カピス州 

23.6 
22.9 

22.8 
22.3 

地方 VII 全体 
ボホール州 
セブ州 

26.0 
36.6 
22.3 

25.7 
30.6 
18.9 

地方 VIII 全体 
レイテ州 
北サマール州 

34.5 
29.8 
42.8 

37.4 
31.4 
43.5 

地方 XIII 全体 
北アグサン州 
南スリガオ州 

46.0 
37.3 
44.1 

31.9 
27.7 
28.3 

出所：フィリピン国家統計調整委員会 
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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  
地方都市を中心とする一定圏内の

国道上の201橋梁（パッケージ毎の

内訳は以下のとおり）  
・ パッケージ1：合計19橋梁  
・ パッケージ2：合計54橋梁  
・ パッケージ3：合計63橋梁  
・ パッケージ4：合計65橋梁  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）コンサルティング・サービス  
・ 詳細設計  
・ 調達補助  
・ 施工管理  
・ 環境対策関連業務（用地取

得・住民移転の補助、環境モ

ニタリング等）  
 

１）土木工事  
地方都市を中心とする一定圏内

の国道上の137橋梁（パッケージ

毎の内訳は以下のとおり）  
・ パッケージ1：合計17橋梁  
・ パッケージ2：合計14橋梁  
・ パッケージ3：合計64橋梁  
・ パッケージ4：合計42橋梁  

 
なお本事業対象橋梁は、最終的に

137橋に削減されたが、着工時の

実際の状況を踏まえて、①設計変

更・橋梁構造の変更・工法の変更、

②本事業対象橋梁からの除外、③

台風等の影響による追加作業の

実施、本事業対象橋梁の追加とい

った対応がとられている  
 
 
２）コンサルティング・サービス  
計画どおり  

②期間  
 

2002年3月～2007年7月  
(65ヶ月 ) 

2002年3月（L/A 調印時）～実施中  
 (148ヶ月*以上）  

*事後評価（ 2014年 6月）時点で 148ヶ月  
③事業費  
  外貨  
  内貨  
 
  合計   
  うち円借款分  
  換算レート  

 
15,172百万円  

6,578百万円  
（2,860百万ペソ）  

21,750百万円  
18,488百万円  
1ペソ＝2.3円  

（2001年8月時点）  

 
7,223百万円  

15,899百万円  
（7,949百万ペソ）  

23,122百万円  
18,332百万円  

1ペソ＝2.00円  
（2003年～2011年平均）  

 

以 上  
 


