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長大グループの概要
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CHODAI Co., Ltd.
(東証二部上場／東証コード: 9624)

本社： 東京都中央区

資本金： 31億750万円

設立： 1968年2月21日

社員数： 701名 (2015年6月30日現在) 

Website： http://www.chodai.co.jp/

Kiso-Jiban Consultants Co., Ltd.

本社： 東京都江東区

資本金： 1億円

設立： 1953年8月28日

社員数： 525名 (2015年6月30日現在) 

Website： http://www.kiso.co.jp/

長大グループ

基礎地盤コンサルタンツ株式会社

PPP/PFIITC/ITS

Road/Traffic

Environment

Bridge
Main 

business 
sectors

Copyright New Energy Foundation
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Copyright Sarah Murray
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長大グループの海外展開
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Singapore

Seoul, Korea

Beijing, China

Ho Chi Minh, 
Vietnam

Kuala Lumpur,
Malaysia

Jakarta, Indonesia

Istanbul, Turkey

Papua New Guinea

Hanoi, Vietnam Tokyo, Japan

Hanoi, Vietnam

Chodai’s network

Kiso-Jiban’s network

Manila, Philippines

Established in 2013

Source: 財務省「日本の財政関係資料」

国内： 公共事業予算の推移（1989～2013）

51.2% 13.2% 30.9% 4.8%

Energy (Electricity) Telecommunications Transport Water and Sanitation

アジアのインフラ需要は
2020年までに8.3兆USドル

約7,500億USドル/年

アジア： インフラ市場の現状と展望

Tokyo, Japan
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フィリピン概要

ベトナム、インドネシアと共に“VIP”と呼ばれ、長期的にBRICsを上回る成長期待。

経済（GDP）は2008年の金融危機前まで年間5～7%のペースで安定成長、2008/09年
はリーマンショック影響で成長率鈍化するもプラスを堅持、2010年以降は回復

人口は約9,839万人（2013推計値）で、毎年約2%で増加。人口構成上も、今後40年間
にわたり人口ボーナス期を迎えるなど、長期間にわたる成長期待

フィッチ、S&P、ムーディーズの主要格付会社3社が投資適格級（ 2013年）

5

好調な経済成長の一方、港湾、空港、道路、電力などインフラ整備に課題も

出所：International Monetary Fund

比国の人口推移（2000-2020）

出所：国連
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出所：International Monetary Fund
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カラガ地方－ブトゥアン市とその周辺地域

ミンダナオ島

ルソン島

フィリピン

面積： 約30万km
2

人口： 約1億人

マニラ

人口 面積

ブトゥアン市 309,709 816.62 km2

北アグサン州 332,487 2,730.24 km2

南アグサン州 656,418 9,989.52 km2

北スリガオ州 442,588 1,972.93 km2

南スリガオ州 561,219 4,932.70 km2

合計 2,302,421 18,469.08 km2

カラガ地方
北スリガオ州

北アグサン州

南スリガオ州

南アグサン州

ブトゥアン市

ミンダナオ島

面積： 約10万km
2

人口： 約2200万人

カラガ地方データ（2010）出所： Wikipedia



ブトゥアン市PPP可能性調査

7

• 調査メンバー
サム田渕教授／現役生5名＋修了生5名

• 調査日程
ブトゥアン市現地調査： 2011年9月6日～10日（5日間）
最終報告会： 2011年11月15日＠東洋大学

・1960年代～1980年代前半
日本の商社などが往来し、木材を買付け、日本に輸出することにより、市は繁
栄。しかしながら、乱伐により環境破壊が著しく、1980年代始めに「天然森林伐
採禁止法」の施行に伴い、主産業を失い衰退の一途を辿る。深田佑介著「炎熱商
人」の舞台としても登場

・1980年代後半～2000年代
過去の森林乱伐から洪水被害による甚大な被害。これより、日本政府からその後
20年以上に渡りODA（円借款事業）が供与され、洪水調節事業実施。公共事業が
主産業を担う時代が続く

・2010年代～
ODA終了、建設業という主産業が衰退する中､新たな地域開発のビジョンの必要性

ブトゥアン市PPP調査の実施に至った背景と、調査の方向性

ブトゥアン市

繁栄と衰退
の歴史

ブトゥアン市
PPP

可能性調査
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調査報告書－提案内容（抜粋）
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「レモネード」
地域開発の実現／付加価値の創出

「レモン」
地域開発の源／ポテンシャル

森林資源

水
農作物

人材

インフラ

公共施設

地理的
優位性 3つの

大学

地元の
ニューリーダー

日本との
友好関係

など…

PPP
事
業
の
活
用

再生可能エネルギー
（水力発電）

再生可能エネルギー
（バイオマス発電） ウッドペレット

輸出

農業法人
設立

新コンセプトによる観光
・アグリ・ツーリズム
・マイン・ツーリズム

公共市場
の再開発

農産物加工

・東洋大学、ブトゥアン市の3大学と学術協定締結（2011年11月）、3日間のPPPﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催（12年3月）

・ブトゥアン市、PPP推進のための組織設置（12年3月、 Executive Order No. 51）

・ブトゥアン市、フィリピンの地方自治体で初めて「PPP Code of Butuan City」制定（12年8月）



ブトゥアン市周辺で展開する事業
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2015年5月に覚書。豊富な
森林資源を生かし、①ﾍﾟﾚｯﾄ
製造、②ﾊﾞｲｵﾏｽ発電事業実施

◑

バイオマス発電事業

JBICのﾂｰｽﾃｯﾌﾟﾛｰﾝ、富士ﾌｫｲ
ﾄ社の発電機導入決定。現在
建設中、来春運営開始予定

◑
◉

アシガ川小水力事業

アシガ定礎式(2015年5月)

日系ﾒｰｶｰと畜産・養殖向け飼
料製造工場の設立に向けて、

現在FS調査中 ◑

飼料製造事業

中小企業の土壌・水質改良資
材を活用、放棄池再生に向
け、
現在、JICA案件化調査実施

◑

水産系（エビ養殖）事業

覚書締結(2015年5月)

JAS認証取得、既に日本への
出荷も開始。日系ﾒｰｶｰ製の加
工機導入の加工工場建設中

◑

水産系（鰻養殖）事業

竣工式(2015年5月)

JBICの支援で2015年8月よ
りﾌﾟﾚFS調査開始予定。
2017年度内運営開始予定

◑
◉

タギボ川小水力事業

現地調査(2013年12月)

稲作：比国平均の2倍の収量
達成、ジャポニカ種の収穫も
精米：精米工場今夏稼働予定

◑

農業系（稲作・精米）事業

開所式(2015年5月)

2012年度に経産省、現在
JICAの支援でFS調査実施
中。2018年度内運営開始予
定

◑
◉

ワワ川小水力事業

現地調査(2012年10月)

JICAのﾂｰｽﾃｯﾌﾟﾛｰﾝ、栗本鐡
工所のパイプ導入決定。現在
建設中、本年内運営開始予定

◑

ﾊﾞﾙｸｳｫｰﾀｰ(上水供給)事業

定礎式(2015年5月)

2013年3月、約140haに共
同開発する覚書締結。 2015
年度に、FS調査実施予定

◑
◉

工業団地開発事業

覚書締結(2013年3月)

長大グループ

◑ 出資済み/決定事業

◉ ｺﾝｻﾙ業務提供/予定事業
（※薄色は検討・協議中）

【2015年7月現在】
覚書締結（2015年5月）



「地域開発」目指す民間主導型PPP
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高生産性・高付加価値化アグリ・アクア事業

基礎インフラの整備

PPPによる電力の供給 PPPによる水の供給

小水力発電
ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

エネルギーIPP事業

水道ｺﾝｾｯｼｮﾝ事業

上水供給事業

手段

達成
目標

現状

課題

ｺﾝｾﾌﾟﾄ

• 1日に最低1回の頻度で停電
• 電力需要は増加傾向

• 不定期に断水が発生
• 水需要は増加傾向

電力不足の解消
電力の安定供給

水不足の解消
水の安定供給

• 放棄養殖池の拡大
• 雇用の減少

• 3.7t/haの低い収穫量
• 農民の大半が貧困層

養殖池再生
技術の普及展開

生産性向上
技術の普及展開

ｴﾋﾞ養殖事業
鰻養殖事業

水産系事業

地域基幹（一次産品）産業の確立

稲作事業
精米・林業

農業系事業

民間主体による

環境負荷の小さい安定した
電力の確保と供給

官民連携ｽｷｰﾑを通じて

水の確保と安定した供給

官民連携ｽｷｰﾑを通じて

養殖池再生・拡大、目標7-8t/haの実現
雇用の増大、農業所得の増大

農林水産・食品加工系工業団地（経済特区（PEZA））の開発
－生産から加工、流通、販売まで農水産業の6次産業化－

工業団地開発・運営事業 雇用創出等を通じた
官民連携地域振興ﾓﾃﾞﾙ
による地域開発の実現

最終
ｺﾞｰﾙ

第一段階 第二段階

第三段階



地域開発へ、包括提携の覚書締結
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当社は、グループ会社である基礎地盤コンサルタンツ株式会社と共
に、フィリピン共和国ミンダナオ島に拠点を置くエクイパルコ社及び
ツインピーク社と、同島ブトゥアン市周辺で新たに農業系・水産系事
業でも共同で取り組むことで合意、先行する小水力発電事業や上水供
給事業、工業団地の開発事業と合わせて、ブトゥアン市周辺エリアの
地域開発に向けて、より一層一体的に推進する包括提携の覚書を締結
いたしました。

ブトゥアン市周辺エリアの豊富な農業
系・水産系資源に着目し、民間企業が主
導して生産性の向上や高付加価値化を実
現することで、地域の経済発展につなげ、ひいてはミンダ
ナオ島の平和構築に資することを目指し
た、長期にわたり、幅広い領域で共同事
業を行うための包括提携です。

東洋大学PPP研究センター (編著)
定価：2500円＋税 B5判 178ページ
発行年月：2014年12月
ISBN：978-4-7887-1393-2

【目次】

第Ⅰ部 公民連携の動き 2014～2015年
第Ⅱ部 公民連携トピックス「自治体財政の未来」
第1章 デトロイト市の破産申請と財政再建の行方
第2章 国、地方の財政健全化の可能性
第3章 わが国における自治体破たん法制の動き
第4章 自治体財政破たんによる公共サービス、都市への影響
第5章 大阪「うめきた地区」のまちづくりと

大阪版BIDの取り組み

第6章 アジア新興国で地域開発を実現する
ＰＰＰの可能性
―フィリピン・ミンダナオ島での事例から―

第Ⅲ部 公民連携キーワード解説

Equi-Parco Construction Company
1991年9月、ロニー・ラグナダCOO（写真右）と現CEOの2名
で設立された、ミンダナオ島最大手の総合建設会社の一つ。本
社はブトゥアン市。ロニーCOOがブトゥアン市出身というこ
ともあり、事業の多角化を通じて、ツインピーク社（高野元秀
社長）、長大と共に、2015年5月に包括提携の覚書を締結、
ブトゥアン市を含む周辺地域の経済開発を目指す



各プロジェクト進捗状況(1)

アシガ川小水力発電事業

ワワ川小水力発電事業

2. 取水堰工事風景
（2015年7月撮影）

1. 工事風景
（2015年7月撮影）

3. 沈砂池工事風景
（2015年7月撮影）

2. ワワ川流量調査実施風景
（2015年4月撮影）

1. 地元住民説明会の様子
（2014年7月撮影）

3. ワワ川測水所
（2015年4月撮影）



各プロジェクト進捗状況(2)

バルクウォーター（上水供給）

農業系（稲作・精米系）事業

2. 一次濾過施設（沈砂池）
（2015年7月撮影）

1. サイトアクセス道路
（2015年3月撮影）

3.取水堰工事風景
（2015年7月撮影）

2. 稲刈り前
（2014年10月撮影）

1. 田植えの準備（代かき）
（2015年3月撮影）

3. 精米機（精米工場内）
（2015年3月撮影）



各プロジェクト進捗状況(3)

水産系（エビ養殖）事業

水産系（鰻養殖）事業

2. エビ養殖池整備の様子
（2015年3月撮影）

1. エビ養殖池ヒアリング
（2013年5月撮影）

3. エビ養殖池（水入れ前）
（2015年3月撮影）

2. 加工工場
（2015年7月撮影）

1. 鰻養殖池
（2013年8月撮影）

3. 鰻の成魚
（2014年9月撮影）



これまでの進捗と今後の展開

アシガ川小水力発電

タギボ上水供給

農林水産・食品加工系工業
団地（経済特区）開発

タギボ川小水力発電

ワワ川小水力発電

バイオマス事業

ウナギの養殖・加工

エビ養殖産業再生

稲作及び精米事業

飼料製造事業

■施工中

■FS調査契約手続中

■FS調査中

■プレFS準備中

■施工中

■事業化

■JICA案件化調査中

■精米工場稼働

■FS実施中

■精米工場稼働

2011年 2013年 2014年2012年 2015年 2016年

4月：基本契約、コンサル業務契約
6月：出資契約、
10月：株主間協定書
12月：着工

4月：基本契約

4月：基本契約
10月：プレFS実施

7月：MOU 5月：基本契約、
4月：JICA PPP FS調査業務受注
9月：SPC設立の出資契約締結

3月：出資契約10月：MOU

5月：ミ島地域開発
包括提携MOU

12月：JICA中小
企業案件化調査
受注

9月：MOU

3月：MOU

5月：JBICプロポ特定
9月：プレFS調査開始予定

■2016年3月
工事完了予定

■2017年度
運営開始予定

■2018年度
運営開始予定

■事業化準備

■2015年度内
工事完了予定

■2015年7月
加工工場稼働予定

■JICA普及実証
事業応募予定

■JICA普及実証
事業応募予定

今後の見通し

5月：MOU
7月：METIプロポ特定
8月：プレFS実施予定

5月：ミ島地域開発
包括提携MOU

8月：加工工場稼働（予定）

■2015年度内
プレFS実施予定

5月：ミ島地域開発
包括提携MOU

8月：精米工場稼働

9月：FS調査完了（予定）

年内：FS調査実施（予定）
■2015年度内

FS調査実施予定

年内：工事完了予定

【3小水力共通】

10月：秘密保持
契約締結

12月：ミ島小水力
発電に関する
覚書（MOU）

基
礎
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

一
次
基
幹
産
業
の
確
立

ODAとの連携も視野に入れた、港湾、道路などの周辺インフラ開発が、工業団地開発後を見据えた次なる課題

各事業と進捗

長大関与ベース



Thank you

ご清聴ありがとうございました
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