
　江﨑氏と同じセクションで、案
件の立ち上がりから一貫して監理
業務などに従事する長岡ハルナ氏
は「先方実施機関の農業省本省、
ミンダナオの管区担当者、島内各
コミュニティーの代表者らも案件
の実施に積極的に関与し、ミーテ
ィングなどでの発言も目立つ。社
会の安定に向けた“願い”のよう
なものを感じる」と話す。道路の
整備により、収穫した農産物の市
場への輸送効率が高まっていけば、
着実に農業収入は増え、また保健
所など公共施設へのアクセスも通
年で確保されることから、地域住
民の生活環境は飛躍的に改善され
ていこう。「住民のコミュニケー
ションが増え、コミュニティーの
結束も強化されていくような道路
整備案件にしたい」と江﨑、長岡
両氏は口をそろえる。
　プロジェクト完了による裨益人
口は、少なくとも３地区で8,000
人強に上る。現地での取り組みは
まだまだ続く。

と生計の向上を目指し、疲弊した
インフラの整備・改善を図ってい
くもので、特に農地から市場への
アクセス道路を整備し、農産物輸
送の効率性を高めていく点にある。
ミンダナオ島は農業適地に恵まれ、
バナナやサトウキビをはじめ、ト
マト、ニンジンなどの野菜類、さ
らに収益性の高いものではゴムや
パームオイルなども生産されてい
る。ただ、内戦状態が長期にわた
ったため、物流の基幹とも言える
道路の整備が大幅に遅れ、せっか
く収穫した農産品を効率的に市場
に届けることができず、農民の生
計向上の実現が困難になっていた。
　今回の調達コンポーネントは３
ロット。いずれも紛争影響地域の
農道改良・延長工事で、ロット１
は南ラナオ州アマイマナビランの
フランクフォートバランガイ～ス
モゴットバランガイ間総延長4.7
㎞、ロット２はコタバト州アラマ
ダのポラヤガンバランガイ～マプ
ロックバランガイ間総延長8.6㎞、
ロット３はマギンダナオ州ダト
ゥ・パグラスのマンガデックバラ
ンガイ～マカットバランガイ間総
延長8.7㎞。現場における施工監
理業務については、国際協力機構
（JICA）協力準備調査を推進し
たNTCインターナショナル
（株）（NTCI）とJICSがコンサ
ルタント契約を結び、同社のコン
サルタントが１人ずつ各サイトに
張り付いている。
　案件監理を担当するJICS業務
第一部施設第二課の江﨑信之氏に
よれば、主に天候と治安状況の影
響を受け、工期に遅れが出ている

という。「土工事の
タイミングが例年以
上に雨量の多い雨期
と重なったこと、ま
た国軍による過激派
組織掃討作戦などの
影響を受け、一部地
域にNTCIの邦人エ
ンジニアが入れない
状態が続いており、
遅れが生じている」と江﨑氏は説
明する。
　JICSとNTCIはウガンダの道
路・橋梁整備案件で協働しており、
江﨑氏らJICS関係者は高い信頼
を寄せている。また、JICSはウ
ガンダの経験を生かすべく、当時
の常駐者が現地でこの案件に従事
している。JICS本部、現地常駐
者、NTCIのエンジニアコンサル
タント３人が密接に連絡を取り合
い、天候や治安など波乱含みの局
面に動じることなく、効果的な案
件監理に努めている。
　案件の進捗状況は、ロット１で
54.94％、２が57.58％、橋梁部
分を多く包含するロット３は２年
計画で工事が進められており、進
捗状況は29 .09％という状況
（2016年12月現在）だ。
　コンサルタントが入れない一部
地域については、遠隔による案件
監理に努めるなど懸命の取り組み
が続いている。

生活環境の改善にも期待

　一方、このプロジェクトに寄せ
るフィリピン側のオーナーシップ
は高く、工期の遅れを取り戻す大
きなファクターにもなり得る。

平和と安定の確保

　調達代理業務は2000年代初期
から多様化のテンポを一段と早め
ていった。その大きな契機となっ
たのがイラクやアフガニスタン、
カンボジアなどを対象とした戦後
復興支援の開始にあったと言えよ
う。その流れの中で無償資金協力
のサブスキームとして「紛争予
防・平和構築無償」が03年に創
設され、以来、日本を代表する調
達代理機関JICSが、まさにフロ
ントランナーとしてその迅速、か
つ効果的な実施を担い、今日に至
っている。
　平和と安定の確保は開発課題の
大きなテーマの一つであるが、紛
争や内乱、戦争が終結した後、元
兵士の社会復帰や武器回収、安全
な場所を求めて移動を余儀なくさ
れた避難民の帰還・再定住など、
平和で安定した社会を取り戻すた

めには実に多様な支援と取り組み
が求められる。しかも、治安情勢
などになお不安要素が残る中、現
地に入り込み、必要な支援ニーズ
を探り、迅速に行動を起こしてい
かなければならない。手をこまね
いていては、再び不安定な社会に
戻りかねない危険があるからだ。
　こうした背景の下、JICSは先
方政府の調達代理機関として援助
資金の管理や調達業務、さらに迅
速な実施を目指した案件管理業務
を推進。その提供サービスも従来
の資機材調達にとどまらず、例え
ば道路や橋梁など疲弊したインフ
ラの再建工事、破壊された公共施
設などの修復・建設工事の役務調
達や案件監理業務に広がっていっ
た。そこで培われた経験やノウハ
ウがその後のラオス、ウガンダ、
南スーダンなどにおける紛争予
防・平和構築無償に効果的に生か
されてきたと言えるだろう。

　現在、精力的に進められ
ているフィリピン・ミンダ
ナオ島における取り組みも
その一つである。

不安定な治安情勢の中で

　2014年度の紛争予防・平
和構築無償の一つとして実

施されているのが「ミンダナオ紛
争影響地域におけるコミュニティ
開発計画」だ。交換公文（E/N）
が署名されたのは2015年３月26
日。供与額は11億1,700万円。同
年7月7日にはフィリピン政府と
J I C S の 間 で 調 達 代 理 契 約
（A/A）が結ばれた。
　フィリピン南部のミンダナオ島
では、イスラム武装勢力と政府間
の紛争が40年にわたり続き、長
らく“開発の手”が差し伸べられ
ることもなく、同国内でも貧困率
の高い地域になっていた。アキノ
前政権の下、最終和平に向けた枠
組み合意が成立し、「包括和平合
意文書」の調印が行われたのは
2014年。現在は、イスラム系住
民を主体とする自治政府「バンサ
モロ政府」を平和裏に樹立する政
治プロセスが進んでいる状況だ。
　日本は最終和平に向けたフィリ
ピン政府と「モロ・イスラム解放
戦線」（MILF）の取り組みにき
わめて深く関与し、和平協議の推
進、復興・開発協力の両面で積極
的に支援を展開している。その意
味で、今回の無償援助の位置付け
は高いものがあると言えるだろう。
　プロジェクトの狙いは、紛争影
響地域で暮らす農民たちの生産性

約40年の内戦に終止符を打ち、和平プロセスが進展するフィリピン・ミンダナ
オ島。平和と安定を確実にするために紛争影響地域で疲弊した農道の改良・延
長工事が進められている。調達代理機関※1である（一財）日本国際協力システ
ム（JICS）が推進する紛争予防・平和構築無償※2の取り組みと現状を追った。
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※１調達代理機関：被援助国政府との契約に基づ
き、被援助国政府の代理として入札手続き、売買
契約、進捗管理、支払いなど一連の調達手続きを
実施する機関。

※２紛争予防・平和構築無償：2015年4月に「紛争
予防・平和構築無償」などのサブスキームが廃止
となったため、この名称が用いられているのは15
年3月以前に実施が決定した案件。
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