
マンダウエプロジェクトチーム

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



調査経緯

2011年 ミンダナオ島

ブトゥアン市 調査

→300億円近い

投資へと発展

2012年 セブ島

マンダウエ市 調査

マンダウエ

ブトゥアン



フィリピンの人口と年齢ピラミッド

フィリピンのGDP推移

フィリピンの将来予測

フィリピン共和国

7,107の島

面積 30万㎢

人口 9400万人（2010年）

平均年齢23.1歳

今後40年間人口ボーナス期が続く

→ 長期間にわたる経済成長が期待される

～2008年 年間5～7％の成長率

2008～2009年 プラスを堅持

2010年 実質GDP成長率7.8％

OFW （Overseas Filipino Worker）

による、海外からの送金がGDPの

1割を占めている。

内需依存型で堅実な市場。



マンダウエ市の位置 マンダウエ市の土地利用状況

マンダウエ市の人口推移

マンダウエ市の概況

地目地目地目地目 面積：面積：面積：面積：hahahaha 構成比：％構成比：％構成比：％構成比：％

住宅地住宅地住宅地住宅地 872 25.0

商業用地商業用地商業用地商業用地 242 6.9

工業用地工業用地工業用地工業用地 1,695 48.6

公共用地公共用地公共用地公共用地 60 1.7

公園公園公園公園 24 0.7

道路道路道路道路 120 3.4

農用地農用地農用地農用地 283 8.1

その他その他その他その他 191 5.6

市域市域市域市域（（（（全体全体全体全体）））） 3,487 100.0

年次年次年次年次 人口人口人口人口 増減率増減率増減率増減率

1970197019701970 58,579 —

1980198019801980 110,043 6.30%

1990199019901990 180,288 4.94%

2000200020002000 259,728 3.65%

2010201020102010 331,320 2.43%

2011201120112011 ((((予測予測予測予測)))) 346,693 4.54%

面積 34.87 ㎢

人口 33万人（2010年）

リゾート地として有名なセブ地域の中で、工業都市として位置づけられている。

急速な増加を続ける人口にインフラ整備が追いつかず、

交通渋滞、ゴミ処理、排水といった問題が顕著化している。



調査日程および報告会の開催

サム田渕 特任教授

大学院生 7名

リサーチパートナー 2名

アジアPPP研究所スタッフ 1名

現地調査 9月17日～21日

調査報告・現地プレゼン実施 9月22日

マンダウエ市来日・視察 11月12日～17日

調査協力 （株）長大

2012年9月16日～23日

� 調査日程

2012年11月16日

� 報告会

� 調査メンバー

計11名

� マンダウエ市から依頼された３つの課題

� マンダウエ市のレモンとレモネード（チームからの提案）

PPPの導入可能性と提案

交通渋滞／ゴミ処理事業／排水問題の解決

シティプロモーションと観光／学校建設／徴税／港湾を活用した経済特区／

セブ地域でのエコ自動車産業／そのほかの可能性



1. ゴミ処理事業

マンダウエ市から依頼された3つの課題

生ごみを活用した処理

焼却処分を導入した処理

生ごみ有効活用のストラクチャ

メタンガスでの発電

残渣の堆肥化

廃棄物の減量

火力発電

焼却灰の建設材利用

2. 交通渋滞の解消

Mactan 3rd

Bridge

Costal Bypass

Toll Gates

交通ネットワークの改善

市街地迂回ルートとしてのバイパス道路整備

→有料道路としての整備は困難

第3マクタン橋の整備と3橋の有料化

→空港利用者への追加的課税による整備／維持補修



マンダウエ市から依頼された3つの課題

2. 交通渋滞の解消

3. 排水問題の解決

ICT技術を活用した

交通改善提案

情報技術を活用

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

初期投資が少なく、

短期間で導入可能

雨水のコントロール

雨水タンクの設置普及

都市計画における雨水利用政策の導入



1.PPPによる シティプロモーションと観光

マンダウエ市のレモンとレモネード

（プロジェクトチームからの提案）

節節節節 目的目的目的目的 提案提案提案提案

1-2 促進活動の財源をつくる 地方目的税の導入

1-3 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

1-4 プロモーションの拠点をつくる 「Mandaue Mabuhay Plaza」の新設

1-5 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

1-6 地域のシンボルをつくる ミュージアムの創設

1-7 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

2. PPPによる学校建設

フィリピンの入国者数

年間3917万人（2011年）

セブへの観光客数

年間120万人

セブ市 マンダウエ市 ラプラプ市

リゾート地

大都市

リゾート地

空港

工業都市

セブ島 マクタン島

リゾート地のハブとして存在

高いポテンシャル

潜在的マーケット

校舎＝民間企業が広告するキャンバス

コマーシャル効果があるPPP School建設

企業：学校の建設補修費用、食事の負担 市：工業用地提供、企業広告



3. PPPによる徴税

4. 港湾を活用した経済特区の可能性

マンダウエ市のレモンとレモネード

（プロジェクトチームからの提案）

コールセンターの設置 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

電話催告による早期の自主納付

職員は専門的な徴収業務に集中

徴収率の向上と未収金縮減

セブ島に位置する優良な港湾を持つ

技術的なノウハウを持ち、モノづくりに

長けた人的リソースを多く抱える

2次産業的な経済特区の設立

農機の修理拠点

LEDの生産拠点

5. セブ地域におけるエコ自動車産業の設立

メトロセブはフィリピン第2の経済都市圏を形成

10年－20年の長期計画として電気自動車産業の設立

Biz Growth 
in Mandaue

SEZ

Cost Cut for 

Electric Car 
production

Diffusion of 

Electric Car

Attractivene
ss of 

Electric Car Power Supply
(Using W to E)

6. その他の可能性

多くの製造業による技術を持つ

仕事の創出／CO2排出量の削減

電気によるモビリティに対する技術の蓄積



1.マンダウエ市による推進体制

2. 州による推進体制

PPPプロジェクト推進体制

3. 国による推進体制

プロジェクト推進主体の整理

それぞれの提案において推進主体は異なる。

推進主体ごとに推進体制のモデルを提案



マンダウエ市でのPPP導入可能性調査

自治体を対象

プロジェクトベース

地域支援プログラム

ブトゥアン市と同様にPPPによるざまざまな経済開発を期待

今後の活動

MOU有効期間 2012年9月～2013年8月

適宜フォローアップを行う。

マンダウエ市 サンホセ レコルトス大学とも連携

PPPのレクチャー／大学での講義

市の負担

大学院の研究として調査

参加メンバーは無報酬

渡航費

現地滞在費

東洋大学として

今後も新たな地域で

調査・支援を行う


