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事例研究 

フィリピン共和国マンダウエ市 

PPP 導入可能性調査および提案 
関根浩貴 

東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻 

群馬県板倉町 産業振興課 

 
 
１．はじめに 
2012 年にマンダウエ市（セブ島）での PPP 導入可能性調査を行った。2011 年のブト

ゥアン市（ミンダナオ島）に続いてフィリピン共和国で 2 つめの事例となる。 
現地調査は、田渕教授をはじめ院生・リサーチパートナー計 11 名が調査に参加し、2012

年 9 月 16 日から 23 日の日程で行われた。現地調査とプレゼンを行った後に帰国、報告

書を作成した。11 月 16 日に東洋大学スカイホール（白山キャンパス）にて報告会を行

い、マンダウエ市に報告書を手渡している。 
マンダウエ市からは事前に 3 つの課題（ごみ処理／交通渋滞／排水問題）を出されて

おり、報告書は課題解決への提案と、我々から提案したもので構成されている。 
 
２．フィリピンの将来予測 
アジア開発銀行によれば、人口増加と経済発展を背景に、

2010 年から 2020 年までのアジアにおけるインフラ需要は 8
兆米ドルにも上ると言われている。「21 世紀はアジアの世紀」

と言われるように、フィリピンも今後大きな経済成長が見込

まれているアジアの一国である。 
フィリピンは、7,107 の島からなる島嶼国で、国土面積は約

30 万 km2（日本の約 8 割）、人口 94 百万人（2010 年）とな

っている。人口増加は約 2%の見通しである。平均年齢は 23.1
歳と若く、長期間にわたる経済成長が期待される。（図 1） 
現在の所得水準は高くないが、2010 年の実質 GDP 成長率は 7.6％である。（図 2） 
フィリピンの就労人口約 3900 万人のうち 1000 万人が OFW（Overseas Filipino 

Worker）といわれる海外就労者であり、海外就労者の送金額はGDPの1割に相当する。 

図 1 人口ピラミッド（2008年） 
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内需依存型であるフィリピン経済は、

今後も堅実な市場と捉えられている。 
 
３．マンダウエ市の概況 
マンダウエ市はセブ州の都市であり、

州都セブ市の北に接し、セブ・マクタン

国際空港があるラプラプ市とは、2 つの

橋で結ばれている。セブ島の中心部に位

置し、空港のあるマクタン島と橋で連絡

されていることから、セブ島の玄関口と

して位置づけられる。 
マンダウエ市の面積は 34.87km2で、人口は 2010 年で約 33 万人となっており、メト

ロ・セブの中で人口密度が最も高い都市となっている。土地利用状況で工業用地の比率

が全体の約半分を占めているのが大きな特徴である。リゾート地として有名なセブ地域

であるが、マンダウエ市は工業都市として位置づけられる。 
マンダウエ市内は、セブ島内の南北交通と、マクタン島との東西交通が交わる交通の

要衝である。乗用車、バスやジープニー等の乗用系車両のほか、バンやトレーラー等の

貨物系車両も多く、混在する交通状況に加えて、道路率の低さや道路ネットワークの形

状から、交通渋滞が頻繁に発生している。 
また、近年急速に増加する人口にインフラ整備が追い付かず、ゴミ、排水といった環

境面も深刻な問題となっている。 
 
４．マンダウエ市からの 3 つの課題と解決方法 
① ごみ処理事業 
マンダウエ市から依

頼された 3 つの課題の

1 つめは、ゴミ処理事

業である。 
フィリピンでは現状

では廃棄物の焼却処理

は認められておらず、

市では一部の生ごみを

図 2 GDP推移（2000-2017） 
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堆肥化して有効活用が

図られているが、その

ほかのゴミ処理につい

ては埋め立てしか方法

がない。最終処分場の

確保が問題となってい

る。 
最終処分場の延命を

図るため廃棄物の減量施策が不可欠であるとともに、将来的な廃棄物処理の有り方とし

て、焼却処分による廃棄物処理の検討が必要になるものと予想された。 
PPP によるゴミ処理の方向性として、「生ごみを活用した処理（図 3）」と「焼却処分

を導入した処理（図 4）」の提案を行った。 
 
現状で既に、大量の廃棄物がマンダウエ市のみならず近隣の市でも蓄積されている。

これらの処理に関して、処理費の徴収、電力の売電、さらに生成物の有効利用を図るこ

とで、民間ビジネスの可能性を提案した。 
  
② 交通渋滞の解消 
2 つめは交通渋滞の解消である。 
抜本的な交通渋滞の改善提案としては、マンダウエ市が独自に計画をするコスタルバ

イパスは市街地迂回ルートとして効果は高いが、民間ビジネスの有料道路として整備し

た場合、利用者が見込まれず、渋滞緩和効果が発揮されないために現実的ではないと評

価した。 
もう一つの対策として、セブ島とマクタン島を

つなぐ 3 本目の橋梁を南側に整備し、現存 2 橋と

ともに有料とすることで、交通流に偏りを作らず

に事業の予算を確保する提案をした。（図 5） 
財源として、国と協議し、空港利用者へ追加的

空港税の課税によりマクタン橋の整備・維持補修

の財源とする予算確保のオプションも提案して

いる。 
交通渋滞の解消におけるもう一つの提案は、

図 5 コスタルバイパスと新橋のイメージ 
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ICT 技術を活用した交通改善策である。（図 6） 
情報技術を活用し、初期投資が少なく、短期間で導入可能なソフト施策を組み合わせ

ることによるトータルマネジメント提案だが、非常に高度な専門分野である。 
本専攻の強みである技術系コンサルタントとのコネクションを生かし、(株)長大の方々

にご協力いただいた。 
 
③ 排水問題の解決 
3 つめは排水問題の解決である。 
まとまった降雨が問題を引き起こすため、雨水のコントロールが必要不可欠となる。 
市の洪水対策と排水問題、また水資源の確保の手段として、住宅等に雨水を貯めるタ

ンクの設置普及と都市計画における雨水利用政策の導入を提案した。 
 
５．マンダウエ市へチームから 6 つの提案 
①シティプロモーションと観光 
1 つめの提案は、PPP によるシティプロモーションと観光についてである。 
2011 年のフィリピンの入国者数は 3917 万人にのぼり、年々増加傾向にある。セブ地

域は観光客数でも第 2 位となっており、年間 120 万人が訪れている。多くはマクタン島
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図 6 交通情報 ASPビジネスモデルの提案 
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のリゾートホテルとセブ

市内への訪問者だとして

も、両地区の間に位置する

マンダウエ 
市がシティプロモーショ

ンと観光施策をはかるこ

とで、訪問者を取り込むこ

とが可能と判断した。 
地理的には有利な条件にあり、周囲には大きな潜

在的マーケットが存在している。シティプロモー

ションと観光産業の振興をはかるため、財源の確

保、アクセスの整備、プロモーション拠点の整備、

地域商品、地域シンボル、産業と人材の育成とい

ったプロセスでの提案を行った。（表 1）（図 7） 
 
② 学校の建設・運営 
2 つめの提案は、PPP による学校についてである。 
「校舎を民間企業が広告するキャンバス」とし、「コマーシャル効果がある PPP School
建設」の提案となっている。 
市が企業に工業用地を提供し、企業は学校校舎の建設補修や学校給食を負担する。学

校名も出資した企業の名称をつけ、広告掲載など出資した企業のプロモーションに活用

する提案である。 
 
③ 徴税 
3 つめの提案は、PPP による徴税についてである。 
税金徴収業務に関連する補助的業務をアウトソーシングする提案となっている。 
早期の自主納付を図るため、税金滞納者に対する電話催告業務を効率的・集中的に行

うコールセンターを設置し、その運営をアウトソーシングする。職員は滞納処分等専門

的な徴収業務に集中的に取り組むことにより、徴収率の向上と未収金縮減を期待する。 
税金徴収業務そのものを包括的にアウトソーシングするものではなく、公権力の行使

に該当しない業務や公権力の行使に関連する補助的業務をアウトソーシングするもの

である。 

図 7 提案のポジショニングと効果 

表 1 シティープロモーションのプラン一覧 

節  目的  提案  
1-1  促進活動の財源をつくる  地方目的税の導入  

1-2  アクセスを整備する  空港バス路線とバスターミナルの新設  

1-3  
プロモーションの拠点を
つくる  

「Mandaue Mabuhay Plaza」の新設  

1-4  地域商品をつくる  

(1)ゆるキャラの導入 (2)特産品の拡充 

(3)体験プログラムの開発 （4）寄付付商
品の導入  

1-5  地域のシンボルをつくる  ミュージアムの創設  

1-6  
観光産業と人材を育成す
る  

パブリックトラベルエージェンシーの設
立  
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④ 港湾を利用した徴税特区 
4 つめの提案は、港湾を活用した経済特区の可能性である。 
優良な港湾を持つこと、またモノづくりの技術に長けた人的リソースを抱えているこ

とは、二次産業での経済特区の設立について、農機の修理拠点（中古農機や壊れた農機

を日本から受け入れて修理し、国内各地や近隣諸国に出荷する。）、LED の生産拠点（オ

ーストラリア・インド・ベトナム等から原材料を調達や、使用済み家電製品の廃棄物か

らの原材料を調達し、LED を生産した上で輸出する。）といった可能性がある。 
 
⑤ セブ地域での次世代自動車産業の設立 
5 つめの提案は、セブ地域における次世代自動車産業の設立である。 
メトロ・セブはフィリピン第 2 の経済都市圏を形成しており、造船所ほか多くの製造

業における技術の集積がある。今後の職の創出と、地球環境の保護を考え、電気による

モビリティに対する技術の蓄積を行っていき、10 年から 20 年の長期計画として、電気

自動車産業の設立を提案した。 
 
⑥ その他の可能性 
6 つめの提案は、その他の可能性として、セブ国際会議場の活用、アウトレットモール

と高齢者住宅、フィリピン人ナースの日本への派遣といった提案である。 
 
６．プロジェクト推進体制と今後への期待 
提案は PPP を活用した事業化前提の内容であるが、マンダウエ市がリーダーシップを

発揮することで推進できるものもあれば、周辺地域も含めた総合的なマスタープランを

必要とし、州の協力を必要とするものもある。さらには、自動車産業育成のように国に

表 2 リーダーシップを発揮すべき主体 
 マンダウエ市 セブ州 国 

ゴミ処理事業  ◎ ○ 
 

交通渋滞  ○ ◎ 
 

排水問題  ○ ◎ 
 

シティ・プロモーション  ◎ 
  

学校 PPP  ◎ 
  

徴税 PPP ◎ ○ 
 

港湾経済特区  ◎ ○ 
 

次世代自動車  ○ ○ ◎ 

国際会議場の活用  ○ ◎ 
 

アウトレットモール  ◎ ○ 
 

ナース派遣  ◎ ○ ○ 
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よるリーダーシップがなければ実現で

きないものもある。 
提案事項ごとに市、州、国の誰がリー

ダーシップをとり、誰がその実現に必要

な政策協力をするのかを整理した。（表

2） 
各推進主体における体制についても提

案を行っている。（図 8）（図 9）（図 10） 
 
昨年調査を行ったブトゥアン市は現在、

小水力発電、森林の利用、農業分野でそ

れぞれプロジェクトが動き出し、民間企

業により 300 億円近い投資を伴うプロ

ジェクトが起こっている。 
今回の調査によって、マンダウエ市に

おいてもブトゥアン市と同様に、ＰＰＰ

による様々な経済開発が動き出すこと

を期待している。 
 

 
 
 

 
（マンダウエ市調査参加メンバー） 
代表：サム田渕教授 
メンバー：関根浩貴、大浦雅幸、加藤聡、高野元秀、金志煥、鶴園卓也、千田俊明、

岡本哲宜、増井玲子、藤木秀明 
 

図 9 州がリーダーシップをとる推進体制 

図 10 国がリーダーシップをとる推進体制 

図 8 市がリーダーシップをとる推進体制 
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