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インドネシア 

 
住宅事情 
 インドネシアの住宅は、床面積 50ｍ2未満の割合が 1992年には 45.3％であったのに対し、
2000年には 41.38％と減少した。また、50ｍ2以上の割合を見ると、2000年は 1992年に比
べて約４％増加した（表１）。この表から分かるようにインドネシアの居住水準は、確実に

改善されてきているといえる。しかしながら、ジャカルタでは狭小な住宅の割合が増す一

方で、大規模な住宅の割合も増しており、住宅の二極化現象が進んでいる。つまり、高所

得者層向けの住宅が拡大し、中間層が減少し、貧困者向けの住宅が増大している。 
 
表１ 住宅（世帯当り）の床面積の分布         単位：％ 
床面積（ｍ２） ～19 20～49 50～99 100～149 150～ 

4.72 36.66 43.72 9.82 5.08 インドネシア（00年） 
      （92年） 5.30 40.00 40.97 8.74 4.99 

15.56 32.28 26.43 13.27 12.46 ジャカルタ（00年） 
      (92年） 11.31 30.40 36.85 12.64 8.80 
出典：住宅 2002年 12月号 pp70 
 
 全国の世帯の 8 割以上は持ち家に居住しており、都市部においても 7 割は持ち家居住で
ある。ジャカルタは、6割が持ち家居住であり、その他 25％が年契約の借家、5％が月契約
の借家になっており、低所得者層の方が月契約方式をとる割合が多い（佐藤,2002）。 
 インドネシアでは、フォーマルなディベロッパーが高所得層向けの住宅開発行っており、

その住宅供給は全体の約 15％程度である。正規の開発制度にそって行う場合、開発許可を
得るための時間や、実情にそぐわないインフラを整備するコストが上乗せされてしまう。

しかし、インドネシアでは慣習法上の土地所有権と近代法上の土地所有権が並存している

のが実情であり、この複雑な土地規制制度が土地開発にかかわる取り引きコストを引き上

げ、利益率の低い低所得者層向けの住宅開発をディベロッパーが行うことを阻害している 1
つの要因であるといえる。残りの約 85％の低･中所得者層向け住宅は、正規の手続きを取ら
ないインフォーマルなディベロッパーにより供給されている。彼らの多くは、まとまった

資金を借りて家を建てても、それを返済するための収入が無い。まず、自分達が所有して
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いる範囲の資金で材料を買い、資金が出来れば順次部屋をつき足すという段階的建設とい

う形態を取っている。また、彼らは、土地の権利関係が明確でない場合が多く、銀行から

担保を要求されても提供できない場合が多く、フォーマルな金融機関へのアクセスが困難

になっている。（城所,2000）。 
 
住宅政策 
 インドネシアの住宅・居住政策は、国家開発 5 ヵ年計画（レペリタ）に基づき行われて
きている。第 1 期（1969 年―1973 年）は、ローコスト住宅技術開発やパイロットプロジ
ェクトに取り組み、第 2期（1974年―1978年）は、住宅都市開発公団1や国家貯蓄銀行2な

どの組織の整備が行われた。第 3 期（1979 年―1983 年）は、ローコスト住宅の供給が本
格的に開始した。これは、インドネシア住宅政策の中核をなすものであり、具体的にロー

コスト住宅とは、住宅公団や民間から供給される小規模で低廉な戸建住宅のことを指し、

ローコスト住宅購入者は、国家貯蓄銀行による融資を受けることが出来る。第 4 期（1984
年―1988年）はローコスト住宅の供給が拡大し、第 5期（1989年―1993年）においては
内装仕上げを省いたより一層簡素な住宅が導入され、当期のローコスト住宅の供給戸数は、

45 万戸の計画に対し約 34 万 2 千戸の実績であった。またこの時期に国家貯蓄銀行だけで
なく、市中銀行でも低所得者向けの住宅金融が開放された。1992年には、法律第 4号によ
る住宅基本法が発布され、新しい枠組みであるカシバの制度が定められた。カシバとは、

住宅建設のために環境の整えられた地域であり、カシバ全体の運営及びインフラの整備は、

住宅公団によって行われている。同年、民間業者が一定規模以上の住宅開発を行う場合、

高級住宅：中級住宅：低コスト住宅の割合を、1：3：6にしなければならないという 1：3：
6規制（クロスサブシディ）が発令された。しかし、この規定はディベロッパーに守られて
おらず、かつ中には所得を低く偽っている人もいるため、本当に住宅を必要としている低

所得者へ供給されているとはいえない。一方、カシバは地区の計画から住宅建設の段階ま

で住宅公団によって行われており、低価格住宅を確実に供給する上で期待される。第 6 期
（1994年―1998年）は、クロスサブシディの改善を目標に掲げ、当期は所得の伸びや建設
戸数が大きく伸びたことにより、ローコスト住宅供給の戸数が 50万戸の計画に対し、約 64
万 7千戸の実績を上げている。1998年にスハルト政権が崩壊すると、長期計画についても
見直しが行われた。これまでの 6 期に渡るリペリタに代わり、新たに国家開発プログラム
（プロペナス）が 2001年 3月に策定された。レプリタがセクター別の計画であったのに対
し、プロペナスはイシュー別、問題解決型アプローチになっている。プロペナスを受けて、

居住地域インフラ省が「住宅居住開発に係る政策及び中期戦略」を策定し、次の 8 つの柱
が示されている。 

                                                  
1 1974年に設立され、日本の旧住宅公団（現都市基盤整備公団）に相当する。 
2 1968年に設立され、低所得者向けの低コスト住宅購入資金融資、賃貸住宅建設資金、従
業員向け住宅建設資金融資を行っている。 
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（１） 住宅開発及び住宅金融のシステムに係る規制の緩和及び規定化 
（２） 住宅 1次市場の質の向上 
（３） 住宅 2次市場・組織形成の促進 
（４） 低所得層に対する補助政策の見直し 
（５） 都市部における低廉な賃貸住宅の供給促進 
（６） コミュニティの自助努力による住宅建設を促進するシステムの構築促進 
（７） 民間セクターによる安価な賃貸住宅誘導策の促進 
（８） 都市部低所得者層に対して低コスト住宅及び賃貸住宅を供給する主体である国

家又は地方自治体設立に係る事業体の構造改革 
出典：住宅 2002年 12月号 pp74 

 
 インドネシア政府は、従来からコミュニティベースの居住環境改善に取り組んできてお

り、今後は住宅そのものの質の改善を図る必要がある。まずは、コミュニティの組織化を

図り、その組織を通じた資金提供をすることで、フォーマルな金融市場に低所得者層がア

クセス出来るようにし、コミュニティベースの住宅取得及び改善を図る必要がある。今後、

トップダウン型のアプローチとして、低コスト住宅の供給、カシバ、クロスサブシディと

いった政府の支援と、コミュニティの組織化やコミュニティベースの融資制度といったボ

トムアップ型のアプローチを有効に活用することが重要である。 
 
ヨハン・シラス氏 
 1991年、カンポン改善事業（以下KIP）に従事していたスラバヤ工科大学教授のヨハン・
シラス氏が国際居住年記念賞を受賞した。氏は、1976 年以来スラバヤ市においてKIPの計
画立案から実施に至るまで、住民や政府を指導、支援し成功に導いた。1996年の第２回国
連人間居住会議（ハビタットⅡ）3の際は、インドネシアのカントリーレポートの作成にあ

たった。京大大学院に在籍していたこともある。現在も、スラバヤ工科大学居住担当教授

として学生指導や研究に従事し、KIPに関する提言も行っている。本稿では、KIPを中心に
まとめる。 
 本来カンポンとは、インドネシア語で農村の伝統的生活様式の強い都市の集落を意味す

るものであるが、過剰な人口を抱える都市における「カンポンの改善」といった場合のカ

ンポンは、劣悪な環境の低所得者層の居住地という意味で使用され、3,000人～5,000人の
低所得者が 10ha程度の区画に密集して住む小さなコミュニティのことを指す（自治体国際
化協会ホームページ）。KIPは、スラム問題を解決する上で、1つの大きな柱となっている

                                                  
3本会議は、1996年 6月にトルコのイスタンブールで開催された。交通渋滞、農村の荒廃、
スラム化、貧困、ホームレス等、都市悪化に伴う諸問題の解決・防止を主なテーマとして

議論がなされた。人間居住に関する目標や行動計画を定めた「ハビタット・アジェンダ」

を採択した。 
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事業である。政府が上下水道、配水管、道路を整備し、保健所やごみ収集所などの生活に

必要な基礎インフラを設置し、住民が自ら区画整理をして町内を整備するためにセメント

などを提供するものである。また、KIP 事業では、道の両側に排水溝を掘っており、雨季
の少しの雨ならば床下浸水を防ぐことが出来る（木村,1997）。インドネシアの多くの都市
で、KIPが行われており、都市により性格の違いはあるものの、主に地方自治体や NGOが
財政面、技術面で支援をしている（城所,2000）。KIP は次に挙げる 5 つの目的を持ち行動
している（ヨハン,2000）。 
（１） インドネシアの都市人口の 6割を占めるカンポンの強化と認識を高める 
（２） カンポンと都市住宅サービスの統合化 
（３） カンポンにおけるコミュニティ参加とエンパワーメントの促進 
（４） 社会、経済的な機動性の促進 
（５） カンポンでの生活の質の向上 
 
 第 2次 5ヵ年計画では 7,000ha、第 3次５ヵ年計画では 12,000ha、第４次５ヵ年計画で
は 24,000ha がカバーされ、約 600 万人が恩恵を受けた（木村,1997）。また、KIP は、衛
生上の問題や火災といった防災上の問題の解決だけでなく、最近は都市機能を維持してい

く上で重要な機能を果たしている。つまり、カンポンに居住している人々は、店員、ガー

ドマン、バジャイの運転手といったサービス事業に従事しており、彼らが提供するサービ

スは都市生活になくてはならないものである。KIP は、コミュニティが事業に参加するこ
とを必要条件とし、事業費については約 3 分の 1 をコミュニティが負担することになって
いる（外務省ホームページ）。 
 KIP の問題点としては、道路整備と道路両側の排水溝に関しての評判は良かったが、予
算が不足しているにも関わらず計画の量的拡大が追求されたので、水道、ごみ処理、公衆

トイレは予定通りには整備されなかった。都市部の水道普及率は低く、町内会の相互扶助

でできるものではなく、ごみ処理に関しても、多少の改善はあったものの、ごみ処理場に

搬出するトラックや排水路建設、屎尿処理も町内会の範囲外であった（木村,1997）。今後、
KIP の策定に関する予算の割当について、プログラムを実施する各省庁と大蔵省が慎重に
調整する必要がある。 
 ヨハン・シラス氏がかかわっているスラバヤ市にもカンポンがある。スラバヤ市は、イ

ンドネシア第 2 の商業都市であり、人口は約 273 万人で、政府が進める産児制限政策のた
め、年間の人口増加率は 1.67％と低水準になっている。スラバヤ市での KIP実施前と後を
比較すると居住環境の改善は一目瞭然であり、住宅改善は、個人の責任であるが、KIP の
実施とともに家を改善する家庭が多い（木村,1997）。スラバヤ市で KIP が始めて導入され
たのは、1924 年のことであり、その後 1960 年代後半に再び実施され、スラバヤ市では参
加型手法を用いた多くのモデルが開発された。スラバヤ市の KIP は、他の都市部と比較し
て、①個人よりコミュニティを対象としたアプローチを取っている、②地域住民がプロジ
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ェクト決定に関与している、③KIPの評価とさらなる開発を地域の大学と共に行っている、
という 3つの主な違いがある（ヨハン,2001）。 スラバヤ市の KIPは、カンポンのコミュ
ニティと自治体が合意を達成するまでに時間をかけたことが成功の秘訣であるといえる。

結果、コミュニティの住民は土地所有権を確保する事ができ、かつ施行上の権限を拡大す

ることも出来た。さらに、コミュニティが事業に参加しているので、住民間に「自らの手

で街を綺麗にしよう」という意識が醸成し、KIP 実施後も住民による維持管理及び継続的
に改善努力がなされている。 
 スラバヤ市のように政府の支援のもとで、居住環境改善事業が行われた地域において、

活発な住宅改善が行われているのは事実である。ある事例では、KIP の実施された地区の
平均住宅投資額は、550 米ドル／世帯であったのに対し、KIP が実施されなかった地区に
おいては、247米ドル／世帯との報告があった。一般に住宅に対する投資は、個人にとって
最大の投資項目であり、居住環境の改善と住宅投資機会の提供は、貯蓄意欲と労働意欲を

向上させるという正の循環であるといえる（城所,2000）。他の開発途上国の低所得者層で
も、住宅投資機会が与えられれば積極的に住宅投資を行っているので、マイクロクレジッ

トスキームを今後組み込むことも必要であろう。 
 
アスペック（協同組合居住開発協会） 
 アスペックは、1992年住宅協同組合等のコミュニティを基盤とした組織と開発コンサル
タントをメンバーとして設立された NGOである。当協会は、居住地開発の手法・政策等の
研究分析、居住者・開発コンサルタントに対するトレーニング、開発情報の収集・提供な

どの活動を行っており、1998年に国際居住年記念賞を受賞した。 
  アスペックは、主に住宅購入機会が少ない低所得者層の支援をしている。具体的には、
低所得者が集まって「住宅協同組合」を結成し、銀行からの融資を利用し、自ら組合員と

して住宅団地開発に関わり住宅の所得を目指す“「住宅協同組合」による住宅団地開発”に

従事している。この活動は、1987年の国際居住年から始まったものである。当スキームに
おいては、住宅購入希望者を「客体」としてよりむしろ住宅団地開発の「主体」として位

置づけている。そのことにより、①住民の意見が住宅団地開発に反映できる、②住宅団地

に愛着をもち、居住環境の美化に努める、③新しくコミュニティを形成する場合、知らな

い者同士が住宅団地開発という共通の目的のために議論を重ねるので、入居する以前から

親交を深めることが出来るといった利点がある（海老塚良吉ホームページ）。さらに、住宅

取得のチャンスが増えることで、低所得者にも単なるシェルターとしての家でなく文化を

育む場所を提供することが出来たり、銀行とのフォーマルなアクセスが可能となったおか

げで、住民の計画的な貯蓄行為へとつながる可能性が広がっている。1990年代に入り、民
間ディベロッパーに対して低所得者住宅の供給を促がす政策が採用され、1994年には民間
ディベロッパーの低所得者住宅の供給を刺激するため、インドネシア国家貯蓄銀行（Bank 
Tabungan Negara以下BTN)がディベロッパー向けに補助付低利融資を行うことになった。

 5

http://www.btn.co.id/
http://www.btn.co.id/


別のBTNによる融資はKredit Trigunaとよばれ、地域住宅計画に準拠している。このKredit 
Trigunaは、「3 つの」（Tri）「働き」（Guna）を持つクレジットを指し、①土地取得、②居
住環境の改善、③低所得者の経常所得対策を意味する。この融資の借主は個人ではなく、

コミュニティのみを対象としており、コミュニティ側ではcounterpart fund Dana Mitra（出
資または貯蓄）を提出することにより返済能力を証明している。このスキームは、“「住宅

協同組合」による住宅団地開発”の金融面において重要であり、インドネシア住宅担当国

務大臣府（MENPERA）も、ASPEKと協力して“「住宅協同組合」による住宅団地開発”
の普及活動に努めているが、1997年からのアジア危機で、BTNは補助財源を喪失し、一方
でデベロッパー・コミュニティ側にも地価暴落で巨大な損失が生じたため、事実上停止し

ている。政府機関や銀行の支援は、依然として不十分であるが、低所得者に対しても住宅

取得の機会を与えたことは事実であり、今後の期待は大きいといえる。 
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タイ 

 
住宅事情 
 タイの住宅数は、約 1,690万戸、バンコク首都圏にはおよそ 20％の住宅が集中している。
アジア通貨危機以前は、投資目的の購買者をターゲットとし、需要を大きく上回る住宅が

建設されたが、通貨危機により大量の住宅ストックが売れ残り、また住宅建設中の未完成

の建築郡が残されている。政府住宅銀行の統計によると、新規の住宅登録数は、2001年に
おいては 3万４千戸であり、ピーク時の 5分の 1にも満たない。これを建設者別でみると、
1997 年まではディベロッパーが大半を占めていたが、2001 年は個人住宅が 58％を占めて
いる（青山,2003）。 
 タイ政府は産業化政策を採用し、特にバンコクの都市問題は 1980年代からの急速な経済
発展に関連している。都市に集まってきた労働者が、不法占拠で空いている土地にバラッ

ク小屋を建て、多数のスラムが形成された（秦,2003）。現在では、バンコクだけでなく、
地方都市を含め約 3,000～4,000のスラムが存在し、約 300万人が生活している。スラムの
住民の大半はスクウォッター（不法占拠者）であり、データに含まれていない数を含める

と、実際の都市貧困者層はこの数字より多いと思われる（Somsook,1999）。彼らは、様々
な行政サービスを受けることが出来ないため生活インフラも整備されておらず、常に強制

立ち退きの恐怖にさらされている。さらに、スラムは先住の都市住民が住んでいなかった

劣悪な場所、つまり沼地、川岸、線路沿いなどに形成されている。また、子どもたちも正

式に住民登録がされていなく、かつ貴重な労働力であるため就学の機会が少ない。このよ

うな問題は、伝統的農村社会においては存在しなかった、もしくは存在していても解決可

能であった問題である（西川,2001）。特に大都市に住む貧困層は、正式なマーケットを通
じて土地を買うことは出来ず、露天商、行商人、輪タク運転手といったインフォーマルセ

クターに従事している事が多いため、住宅ローンを組んだり、定期的に返済したりするこ

とも出来ない（Somsook,2001）。ただ、このようにスラムの生活環境は劣悪であり、住民
やコミュニティの生活に悪影響を及ぼす地域であるが、一方で都市の過剰な人口を吸収す

る事で社会を安定させている。安価で多量の労働力を提供、同時に貧困層にとっても安価

な生活を可能にする地域であるといった社会的役割を果たしていることにも留意しなくて

はならない（鄭,2001）。社会が抱える貧困問題とスラムの現状は関連しており、都市の住
宅改善を政策の 1 つとして捉えるのではなく、長期的な視野かつ包括的に居住者のエンパ
ワーメントを支援することに重点を置く必要がある。 
 
住宅政策 
 タイ政府はこれまで、スラムに対して様々な対策を行ってきた。1960年代は、スラムの
撤去と住民の移転を行っていた。しかし、この方式は政府の財政的負担は軽かったものの、
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撤去は他のスラムへの貧困層の流入を促しただけであり、また、職場から離れた郊外の移

転地に住民達は定着せず、彼らは再び元のスラムに戻ってきてしまった（遠藤,2003）。1960
年代の政策を反省し、1970年代から次第にスラム地区内改善へと政策を移転した。この方
式は、歩道の整備、上下水道や電気といった都市の基本的な生活インフラストラクチャー

の整備に重点をおいた。また、これと同じ時期に第 3次国家経済社会開発計画（1972年～
1976 年）が打ち出され、10 年間にバンコクからスラムをなくすことを計画した（佐々
木,2003）。この頃バンコク首都圏庁（BMA）が制定され、BMA内のコミュニティ改善事務
局、政府住宅銀行、内務省福祉住宅室を合併し、国家住宅公社（National Housing Authority: 
NHA）を設立した4。タイ政府は、1970 年代後半から、世界銀行の提言を受け、住民が宅
地に住宅を自力で建設するサイト・アンド・サービスや、土地分用事業5を行ってきた

（秦,2003）。前者は、依然として政府負担が大きく、貧困層の負担能力にも対応しておら
ず、後者の方法においても、スラム居住者の多くは、露天商や廃品分別といった仕事に従

事していたため、高層住宅での仕事は間々ならず、結果として、生産活動の場までも奪う

ことになった（下川,2000；遠藤,2003）。また、後者は、バンコク首都圏内 6箇所で事業を
実施したが、現在では実施されていない。1960年代、1970年代の政策はソフト面よりもハ
ード面を重視していたため、スラム内の物理的生活環境の改善には貢献したが、個人的な

生活向上には寄与することが出来ず、財政的な負担も大きく、十分な成果を上げることは

出来なかった（遠藤,2003；佐々木,2003）。このような中央集権型システムは官僚的になり
すぎ、いくつもの段階を踏まなくてはならず、時間と費用も莫大にかかるという問題点が

ある他、しばしば汚職にも繋がるケースがあった（Somsook,2001）。1980 年代に入ると、
地域の中に住民委員会が設置され、1990年代は、地方分権化の流れに乗り、また周辺国の
小規模融資事業3に倣い、住民の組織化やエンパワーメントを中心にした国家経済社会開発

計画が打ち出された。第 9 次国家経済社会開発 5 ヵ年計画（2002 年～2006 年）では、こ
れまでの政策の下、農村と都市の開発を分けて行い両者の格差が拡大したことを反省し、

農村開発と都市開発の構造を調整し、住みよい社会作りの実践を目指している（青山,2003）。 
 なお、政府はバンコクでの住宅問題に重点的に取り組んでいるが、地方都市、例えばタ

イの第 2 の都市チェンマイでも低所得者層の居住問題は存在しており、こういった中小都
市の住宅問題も重要である（海老塚,2000）。 
 
ソムスク・ブンナバンチャ氏 
 1989年にソムスク・ブンナバンチャ氏が国際居住年記念賞を受賞した。女史は、スラム

                                                  
4現在ではBMAは低所得者のスラム改善事業のノウハウを持っていないため、住宅政策は国
家住宅公社（National Housing Authority: NHA）によって行われている（海老塚,2000）。 
5現在不法に占拠している土地を合法的に賃貸で分け与えてくれるように地主と交渉し、地

主とスラム住民が土地を分有し、その一方にスラム住民の生活する新たなコミュニティを

建設するスキーム。 
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コミュニティの組織化や、NGO、CBO間といったネットワーク化に貢献しており、本稿で
は 1992 年に設立された UCDO（都市コミュニティ開発事務所、後の CODI）に焦点をあ
てて述べることとする。 
 過去にもバンコクのスラムコミュニティに貯蓄グループは存在していたが、構成員がス

ラム住民であったため、事業活動の発展にはつながらなかった。タイ政府はNHA（国家住
宅公社）の特別プロジェクトとして、1992年に 12億 5000万バーツ（およそ 3200万米ド
ル）を拠出し、居住環境の改善と都市貧困層の組織力を強化することを目的としてUCDO
を設立し、現在も住民信用貯蓄グループに対する融資を主な事業として活動している

（Somsook,1999）。UCDOはタイの政府機関であるが、意思決定は政府から独立している
理事会5で行われ、役人よりも貧困者自身にプログラムの責任を持たせている(Somsook, 
2001)。融資プログラムには、回転資金融資(Revolving Loan)、所得創出融資（Income 
Generation）、住宅資金融資（Housing Loan）などがあり、特徴としては、市中金利と同
程度の金利で都市貧困層に融資を行い、また単に融資だけでなく貯蓄活動と結び付けてい

る点が挙げられる（Somsook, 1995）。従来型とは異なり、これは参加型プロセスの確立を
重要視しており、貧困者が主体となって関わり、かつコミュニティリーダーが連帯保証人

となっているので、自己規律の向上にもつながっている（遠州,1998）。また、NGOや専門
家と連携していることにより、地域住民の効果的なプロジェクト参加を促進している。 
 設立から 2000年 6月までに融資グループの数は 852団体にもなり、メンバーの数は 1996
年に比べおよそ 2倍以上（47,959人から 99,015人）になった（Somsook, 2001）。これは、
UCDOがコミュニティの組織化に努め、NGOや政府機関など様々な団体と協力し、貯蓄活
動の重要性について積極的にキャンペーンを展開した結果といえる（遠州,1998）。貯蓄活
動の良い点は、第一に、コミュニティに関する活動について集団決定をすることを通じて

彼らの能力を引き出せること、第二に、財政的構造は日々の活動に密接的に関わっている

こと、第三に、貯蓄と融資活動は貧困者の基礎的なニーズにすぐに対応出来ること、そし

て最後に、貯蓄と融資活動の過程において彼らはコミュニティのお互いの生活について、

また財政面をいかに強くするかを学ぶことが出来る点である。その結果、貧困者は、単に

外部からの慈悲を待つ受益者としてだけでなく、貯蓄組合の組合員として主体的な参加が

求められる（Somsook, 2001）。つまり、融資をどのように使用するかを自分達で考え行動
していくことにより、人々がつながりコミュニティ内でネットワークが形成される。 
 UCDO の方針は、政府組織と異なり政党間の政治的抗争や官僚主義の影響を受けず、ま
たビジネスとも異なり利潤に縛られる必要もなく、融資や貯蓄活動を行わないコミュニテ

ィとも異なる。UCDO は、組合員から資金を集め、そのお金を基にして大きな資金をコミ
ュニティに投資し、その回収を行わなくてはならないため、組織としてもコミュニティ構

成員個人としても重要な位置づけを得ることができる。 
 1997 年のアジア通貨危機は、UCDO の活動にも大きな打撃を与えた。しかし、UCDO
                                                  
5政府、コミュニティ、NGO及び民間から選定された理事で構成される。 
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の職員やコミュニティリーダーは、主な問題はアジア通貨危機による影響ではなく、むし

ろ、汚職や経営といったグループ内のマネジメントにあると考えた。彼らは、危機により

組織が抱える問題は明らかになったとし、今までのプロセスを向上するよう努めた。そし

て、経済の崩壊をチャンスとして捉え、プロセスの変化のためにはまず問題を理解し適切

に分析する必要があり、新しい技術を学びマネジメント能力を形成するよう努力した。

UCDO は、グループ内の問題を解決し、ローン返済期日を守ってもらうために、ローン再
構築の計画を策定した。ローン再構築の目的の一つは返済の負担を減らすことであり、具

体的には、ローンの返済が難しい人に対しては低金利ローンを組み返済問題の増加を防い

だ。UCDO は、地域住民に対して日々の貯蓄と融資の返済をするよう促した。集まった貯
蓄と融資の返済は、そのままメンバーの融資金として使われ、融資を希望するメンバーは

その日の晩に集まりなぜお金が必要なのかを説明し、互いに話し合い、その日一番困って

いる人に対して融資が与えられるようにした（SELAVIP ホームページ）。伝統的な銀行で
は、不良債権に対する解決はお金を貸す事を止めることであったが、UCDO は、融資をし
なくなったら集団行動において住民の参加が弱くなり基礎的なニーズも得られない人が増

加すると考えたので、全てのグループメンバーに融資を行いグループの能力向上に寄与し

た。結果として、1998年 9月に 484グループの内 65グループ（全体の約 13％）が問題を
持っていたが、2000年 6月には 852グループ中 58グループ（全体の約 6％）まで減少し、
その割合は激減した。この時期は経済的には困難であったが、貯蓄額はこの期間で伸び、

貧困者自身は自分達で問題を解決できることを証明した（Somsook,2001）。 
 2000年 10月、UCDOは都市貧困層に加えて農村の貧困層に対しても支援するため、タ
イの農村部で活動していた Rural Development Fundと合併し、Community Organization 
Development Institute (CODI)と名前を変えた。CODIは、基本的に UCDOの活動方針を
継続していたが、次にあげる 3 つの特色が新たに加わった。第一に、特に農村部と都市部
におけるコミュニティ間のネットワークの強化に努め、貧困層の参加を促し、地方分権化

にも貢献することである（Somsook，2001）。地方分権化の例としては、タイの 5つの地方
でそれぞれ地方自治体の職員、NGO、専門家などによって形成されたチームを結成し、コ
ミュニティの活動予算を決めそれを CODI に提出している。第二に、今までは NHA の下
でプロジェクトを進めていたが、公的機関になったことにより活動がより自由に行うこと

が出来るようになった点である。第三に、現在、CODIはタイ国内全体におけるスラム改善
プログラムに従事しており、特に地域住民が、それぞれの自治体、NGO、研究者等と一緒
に働く上で重要な主体となり、地域とのパートナーシップの形成に焦点を当て活動してい

ることである。このプログラムは、所有権の確保、コミュニティの生活改善、コミュニテ

ィ独自の社会・経済的ユニットの形成を目的に活動している。住民達は、共同の組織やチ

ームを形成し、調査を一緒に行い計画段階からプロジェクトに参加した。つまり、主役は

貧困者自身であり、計画から実行までの過程を貧困者に任せ、CODIの役割は資金を提供す
ることである。CODIは、政府からの補助金を地域の団体もしくはコミュニティに直接渡す
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手助けをしている。1 つのチームとして、地域住民のパートナーシップの形成、能力向上、
コミュニティ改善を同時に行うことは初めての試みであり、かつ、開発に関わっている人々

とともに貧困者層による分野にとらわれない大規模な開発プロジェクトを着手することも

初の試みである。 
 貧困者を中心に活動するために、CODI は全国にあるコミュニティ、NGO、開発機関に
手紙を出し、コミュニティリーダーを推薦するよう依頼し、全国から 5 人のリーダーが選
ばれ彼らは全国貧困者リーダー委員会を設立した。この委員会は、CODIの理事会が開催さ
れる前に集まり、それぞれが抱える問題や対策等を話し合い、その結果を理事会に報告し

ている（Somsook,2001）。公的機関としての CODI は、明確なビジョンを持ち、プロセス
の改善を目指すことが重要であるといえる。外部者による分野別の開発と異なり、貧困者

層が主体となる場合は、プロセスの変化は住宅やインフラの質だけに影響するのではなく、

人々の生活の他の面にもインパクトを与える（ACHRホームページ）。CODIの活動は地方
都市にも目を向けたことによって、都市部、農村部両方の良い刺激になり、また特定の分

野で活動しているのではなく、視野を広げて活動していることもスラム地区の生活向上に

貢献している。 
 
人間居住財団(Human Settlement Foundation)  
 当財団は、首都バンコクで約 20年間に渡り低所得者層の住宅改善事業の活動をしており、
1999年に国際居住年記念賞を受賞した。現在ではバンコク及び東北のウボン・チャータニ
ー地区でも活動をしている。 
 1982年スウィット・ワッヌー氏が、バンコクのスラムで居住者のリーダーと共に、貧困
や環境、公衆衛生、教育等で問題を抱えているスラム居住者の支援活動を始めた。1988年
に「人間居住財団」（Human Settlement Foundation 以下 HSF）を設立し、スラムの諸問
題を自ら解決できるよう以下 4 つの分野で活動をしている（海老塚,1999）。まず始めに、
コミュニティの自治組織の設立、育成、支援をし、第二に強制立ち退き等居住問題解決の

ため居住者に対して情報を提供し、助言指導をしている。第三に各地スラム・コミュニテ

ィ組織のネットワークを確立するためにスラム間の経験情報の交流を行い、貧困問題を解

決するため、スラム法制定の支援や居住基金の設立、公的機関に対する働きかけをしてい

る。そして、第四に政府機関や非政府組織、マスメディアと連携してコミュニティに対し

情報を提供し、資金調達のための支援も行っている（海老塚,1999；日本住宅協会ホームペ
ージ）。 
 具体的な活動事例として、バンコクでの橋の下で居住している住民の立ち退き・移転プ

ロジェクトに対する支援がある。橋の下に居住する住民は、一般のスラム地区の居住者よ

りも更に貧困であるとされている（海老塚,1999）。政府は、橋の下に住む住民達を強制撤
去するために、NHA に対し 1 億 6000 万バーツの予算内で移転先の住宅地を準備させた
（HSF,1997）。しかしながら、予定された場所は彼らが働いている都市部から遠く離れて
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いたため、新しい仕事を容易に見つけることが出来なかった。そこで、HSF は彼らの実態
調査をし、政府と交渉が出来るようにコミュニティの組織化を支援した。同時に、必要な

資金を確保するために貯蓄活動も始めた。彼らは政府と交渉した結果、強制撤去の阻止に

成功し、土地面積は狭くなったものの都市部に近い 3 つの再定住地区に移住することが決
定した。再移住するまでの間は、住民登録を NHAに認めてもらい、橋の下の居住区で電気
と水道が供給された（海老塚,1999；SELAVIPホームページ）。居住者は、移転先の住宅地
の計画から参加し、NHAは敷地だけを提供したので、住宅は自ら建設しなくはならず、専
門家と協力して低コストの住宅設計モデルを考案した。 
 2001年の再移住に向け、HSFはコミュニティメンバーの貯蓄活動や経営を改善しようと
試み、貯蓄活動への参加を移住の資格とした（HSF,2001）。バンコクのゾーン 2及び 3は、
150人を１つのグループとし、32万バーツを保証金として貯蓄し、ゾーン 4では 180人を
1つのグループとして 35万バーツを貯蓄した。同じゾーンにあるコミュニティは一緒に移
住するのでミーティングはゾーンレベルごとで行われた。再移住の土地の所有者はNHAで
あり、居住者は土地の賃貸契約を結ばなくてはならず、賃借料、リース期間等は協議し決

定された。その他、HSFはスタディーツアー6の開催、リーダー研修、セミナーを実施し、

住民自らが問題を解決し、意思決定が出来るよう支援した。こういった活動は、タイの新

聞、ラジオ、テレビで取り上げられ、政治家も貧困層の問題を議論する時しばしば橋の下

のコミュニティでの活動を用いている。 
 他に、タイ最東に位置するウボン・ラーチャターニー県におけるコミュニティ組織化の

活動について述べる。ウボン・ラーチャターニー県は、ムーン川を境にムアン市とワーリ

ン市に分かれ、およそ 20,600 人が 26 のスラムに住んでいる。居住者は不法に住んでいる
こと、短期間の賃貸契約であること等が理由で、貧困に苦しみ居住権の問題を抱えている。

HSFは、1998年に全てのコミュニティを調査し、2000年に 16の貯蓄グループと４のイン
フォーマル労働者グループがある 14のコミュニティグループと共に活動した。スラム法支
援の署名を集め、コミュニティの権利及び経済に関する講義（11回）を提供し、SIF（Social 
Investment Fund）フェアでブースを出しコミュニティグループの製品を販売するなど、
組織のネットワーク化に寄与している（HSF,1999）。 
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フィリピン 

 
住宅事情 
他の東南アジア諸国と同様に、フィリピンにおいても首都圏への人口集中が進んでいる。

フィリピンの都市人口比率は、2030 年までに 70％以上に達し（表１）、メトロマニラにお
いては 1995年には約 930万人であった人口が、2015年には 1,300万人～1,400万人規模
になると予測されている（北野他,2000）。 
 
表１ フィリピンにおける都市人口推移と総人口に占める割合 （単位：1,000人） 
1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2030年 
36,662 43,985 51,258 58,145 64,286 69,862 82,082 
54.0％ 58.6％ 62.4％ 65.5％ 67.8％ 69.9％ 73.8％ 
出典：開発金融研究所報 2001年 11月第 8号 p89 
 
フィリピンでは総貧困人口の約 8割が農村部に住んでいる。下位 40％の低所得者世帯の
基礎インフラへのアクセスは低く、飲料水のアクセスへも不十分であり、トイレに関して

は 5 世帯に 1 世帯はトイレを設置していないという調査結果が出ている。農村部において
は、農地改革により自作地を得た農民も存在するが、生産性の低い土地や社会インフラが

整っていない地域で農業に従事しているケースも多い。そのため、農村部で十分な収入が

得られない場合、彼らは職を求め都市部へ流出する（JBIC,2001）。しかし、彼らの多くは
インフォーマルセクターに吸収されスラム居住者7となる。つまり、農村部における貧困は

                                                  
7 スラムとは、荒廃した住宅が密集した劣悪な環境の居住地域を指す。一方、スクオッター
とは、国有地や公有地に不法に住んでいる人々の事を指す。従って、全てのスクオッター

地区がスラム化しているわけでない。逆に、スラムがスクオッター地区にあるとも限らな
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都市の住宅問題と深く関連しているといえる。彼らは、所有者の承諾を得ないまま土地や

建物に住み、都市の多くの部分を占めている。住宅事情も悪く、彼らのような低所得者層

の約 4 割しか、屋根と外壁にコンクリートやトタンなどの頑丈な素材を利用出来ない状況
である。 
世帯構成としては、メトロマニラにおける貧困層のための都市サービスプロジェクト

（Metro Manila Urban Service for the Poor Project: MMUSP）の調査によると、不法占
拠区やスラムに住んでいる家族は、親戚や友人を呼び一緒に住むケースが多く、またその

呼ばれた家族が、他に家を探している人を招き一緒に暮らすことがよくあるという結果が

出ている。8住宅の広さについては、およそ 2割が 10sq.m.未満の住宅に居住し、4割が 10
～19sq.m.の住宅に居住している。一方、90～119sq.m.の住宅に居住している世帯も 3.2％
いる（居谷,2003）。 

1999 年の調査によると、首都圏においては約 3 割にあたる 58 万世帯がスクオッターと
呼ばれる不法占拠地区に住んでいる。不法占拠区が全体の 3 割を占めることを考えると、
有効な住宅ストックは不足しているといえるだろう（北野他,2001）。不法居住世帯の職業
適齢者（15 歳以上）の約半数は職に就いていなく、失業率も首都圏平均よりもきわめて高
い（居谷,2003）。一般世帯の住宅費関係の支出は、支出全体の 15％を占め、首都圏では、
住宅費の支出が最も高く、住宅価格、家賃の高さが顕著であるといえる。ただし、スラム

や不法占拠区に住んでいる人はただ単に収入が低い貧困層だけでなく、違ったカテゴリー

の家族も住んでいるという事に留意しなくてはならない。公共施設が整備されていない住

宅や災害と隣り合わせの住宅に住んでいるケースが多いが、一方で豪華な住宅もあり、多

様な姿を現している。また、貧困層を Income Poorと Housing Poorの 2つに分けて考え
ている研究者もいる（Herrle, 1999）。前者は、単純に所得が低いことを指し、後者は所得
はある一定レベルを達しているが住宅を購入もしくは住宅を借りる費用が高いため、所有

することが出来ない人のことを指している。故に、所得を基準にしてプロジェクトに着手

する場合、本当に住宅を必要としている人が手に入れられるかどうか気をつけなくてはな

らない。 
首都圏人口が増加していくに連れ住宅問題が顕著になることは明らかであり、大都市問

題への取り組みが重要課題である（北野他,2001）。特にマニラではこの問題は深刻であり、
多くの貧困層は劣悪な居住環境の中で生活している。また、世帯主の教育レベルと貧困に

関しては逆比例の相関を見ることができ、就学率においては地域間で格差が存在している

ため、所得階層間や地域間格差の不平等をなくすことも必要である。政府の住宅政策とし

ては、アキノ政権以降、住宅金融施策を中心に市場を通じて持ち家の促進を図ってきてお

り、主要事業や住宅関係組織も継承されてきている。しかし、フィリピン政府は、貧困層

                                                                                                                                                  
い（国際協力用語集第 2版,1998）。 
8 このフィリピン人の社会的特徴は、コミュニティを組織化することを容易にするので、プ
ロジェクトを計画する際考慮に入れるべきである（Rafragio, 2003）。 

 15



が住宅難に陥っている事を承認しているが、不安定な経済、治安の悪化、自然災害等の問

題とも重なり、適切な政策がなされているとはいえない。9

 
アニシタ・アビオン氏 
アニシタ・アビオン氏が率いる住宅環境開発センター（Center for Housing and Human 

Ecology Development; CHEED）は、1990年国際居住年記念賞（安田火災賞）を受賞した。
彼女は、長年マニラその他の都市の貧困層の居住改善のため大きな貢献をしており、当団

体は、コミュニティ組織化の研修を専門とし、人的資源、居住権、生活、コミュニティ・

リレーションといった事に焦点を当て活動をしている。コミュニティの組織化が上手くい

った例として、ブリスプロジェクトが挙げられる。エドサ革命中10にブリスプロジェクトに

従事していた何人かの家族が、未完成のブリスプロジェクトのサイトに不法に侵入し、居

住していた。1996年にブリス開発機構は、マカティ市自治体にその建物を売却したため、
家族達は住んでいた場所から立ち去らなくてはならなかった。そのため、影響を受けた家

族がCHEEDに支援を要請し、CHEEDはコミュニティ研修のワークショップを開催した。
この研修を通じて彼らは様々な活動をし、住民達の組織はよくまとまり、その結果立地条

件の良い土地を得る事が出来た（Abion,1997）。 
又、CHEEDは、共同体抵当債券（Community Mortgage Program:CMP）11と関連のあ

るプロジェクトも多く手掛けている。フィリピンには、貧困層の居住権を守る法律はある

ものの、実際に彼らが住宅ローンを組むことは難しいのが現実である。そこで、CHEEDは、
他のアプローチで貧困層の居住権を守る活動をしている。土地を購入するには、土地を共

有する方法、直接土地を購入する方法の 2 つが挙げられる。後者の方法の方があまり複雑
ではないが、貧困層だけで直接土地を購入することは難しいため、CHEEDはサンタアナ、
アンティポロ、リザール等の地域で法的、技術的な面をサポートし、貧困層が地主と交渉

し、直接土地を購入する手助けをしている。CMPを通じて、土地所有をフォーマル化し、
住宅建設までを支援する場合もある。 
政府は海外からの投資を経済政策の優先事項としているが、CHEED は、そうした政策
が決して貧困層に利益にはならないと考えている。海外投資は、社会、経済、文化的な面

を考えても貧困層が利益を得ることはないことがほとんどだからである。貧困層の住宅問

題を全て解決出来るプログラムは存在せず、政府のプログラムも一次しのぎでしかないと

いう考え方を示しており、今後も貧困層の居住権を保護する活動を続ける方針を明らかに

                                                  
9 マルコス政権下では、2万 2千世帯のスクオッターの強制撤去を行った（アンソレー
ナ,2000）。 
10 1986年 2月のマルコス政権からアキノ政権への政権交代劇のこと。 
11主に、スクオッター地区の貧困層を組織化して、個人ではなくコミュニティに対して土地

所得のために融資するプログラムである。返済はコミュニティが連帯責任で行う。低利融

資であり、土地所得、居住インフラ、住宅建設と段階的に進めていく（北野他,2001）。 
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している。 
CHEED は、貧困層の立場になって物事を見ており、また地主と貧困層、政府機関と貧
困層の橋渡し役にも努めている。このように、貧困層からの信頼とコミュニティ組織化の

研修といった専門分野を持っていることも活動に良い結果を出しているといえる。 
 
ウィリアム・Ｊ・キース氏 
ウィリアム・J・キース氏は、1975年に Freedom to Build社（F to B）を設立し、マニ
ラ郊外のスラム居住者やスクオッターに対して住宅の自助建設を支援し、低価格プロジェ

クトを実施してきている。このプロジェクトは、都市の貧困層が家を所有できるようにす

ることを目的とし、その結果生活水準を改善することを目指している。当団体は、1993年
国際居住年記念賞（安田火災賞）を受賞した。 
本稿では、F to Bが 1980年代始めに着手したデ・ラ・コスタ住宅建設事業の紹介をする。

このプロジェクトは、アテネオ・デ・マニラ大学のキャンパス内に不法に住んでいた低所

得者層に対して行ったものである。受益者の多くは、マニラ市の繊維工場で働いていてお

り、F to Bは、政府の融資を通じてコア住宅をおよそ 180,000ペソで供給した。この金額は、
貧困層の家庭でも購入することが出来る額である。約 20m２のコア住宅の１階に 40ｍ２もし
くは 2 階に 70ｍ２拡張できるといった形が基礎的なデザインであり、コア住宅は、水道、
電気、トイレ、台所、屋根、ドア、窓といった基礎的な設備は備えられていた。住民は、

自由に仕切りをおく事が出来、壁を塗る事も出来た。F to Bは、住宅の質を維持するため、
かつ費用効果のため基礎的な建築素材の加工等にも従事していた。F to Bは、貧困層の社会
開発と彼らの住宅を建築することは同じくらい重要であると考えており、貧困層に住宅を

供給し彼らの居住権を守るという活動だけでなく、彼らに希望も与えている。つまり、住

宅は家に住むという形だけのみならず、貧困層に自信を与えることが出来るとしている。

又、自分達で建てた住宅は、民間の開発業者によって大量生産された住宅に比べて安く、

貧困層でも彼ら自身の家を所有する能力を有することが証明出来た。 
F to Bの成功の秘訣は法的なアプローチを取り、最初の段階からコミュニティと一緒に
プロジェクトを進め、住民のレベルに合わせたことである。併せて、プロジェクト地域で

は、受益者の多くが都市部で職についていたこと、又低価格住宅を量的に確保し、プロの

住宅開発業者と自助努力による住宅建設の組み合わせ方も成功につながったといえる。さ

らに、政府融資を活用し、コア住宅を低価格で供給するよう努め、低価格住宅の基準を適

用したことも教訓として学ぶことが出来る。 
逆に、プロジェクトを進める上で困難だった原因として、民間業者との連携不足、住宅

ローンに対する限られた能力が進行に遅れを生じさせたことが挙げられる。又、政策の不

明慮さや複雑で時間のかかる政府との交渉も今後の課題である。このプロジェクト地域の

受益者は、マニラで職に就いていたため、F to Bが雇用創出プロジェクトを行う必要はな
いという利点はあったが、彼らの余暇が限られていたため、コミュニティ活動をする時間
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がなく住宅所有者会として機能するのが難しいといった難点もあった。 
F to Bはその名のとおり、コア住宅を自由に改築する「自由」を住民に与えたといえる。
この活動では、貧困層が自ら住宅の建設や経営に携わっており、貧困層にそれなりの環境

を与えたら住宅プロジェクトにおいて重要な役割を果たすことが出来るということが証明

されたのである。 
 
フランシスコ・フェルナンデス氏 
ランシスコ・フェルナンデス氏は、1982年にパグダンバヤヨン財団（地域方言で“相互
扶助の意”）をセブ島に設立し、スラム居住者のために低価格住宅宅地の供給を推進してき

た（Fernandez, 1999）。その手法は、居住者に協同組合を結成させ、地域住民が一体とな
って低廉な土地を購入し自力で公共施設を整備するとともに、低廉な住宅を建設するもの

である。氏はこの活動で、1995年に国際居住年記念賞（安田火災賞）を受賞した。 
パグダンバヤヨン財団は、近年セブ島における低所得者層のニーズや特徴を知るために

借主の研究をしている。セブ島に限ったことではないが、特に貧困層における賃貸に関す

るデータや情報が少ないのが実情であり、プロジェクトを着手する際には適切なデータを

入手する必要がある。パグダンバヤヨン財団が実施した調査によると、月収の平均は、借

主が 3,052.56ペソなのに対し、自宅所有者は 2,752.99ペソであり、自宅所有者の約半数は
副収入として部屋を賃貸していることが分かった。不法占拠区に住んでいる借主は、平均

して 3 年 8 ヶ月ぐらいしか同じ場所に住んでおらず、自宅所有者と比較すると別の場所に
移動するケースが多い。又、現在の住宅を選んだ理由は、「安さ」が一番の理由であり、続

いて「仕事場に近い」、「ちょうど空き部屋があったため」、「友人や家族の住居の側だから」

といった回答が続いている。90％以上の借主が月々の賃料をきちんと納めている。なお、
95％以上もの借主が、自分の家を所有したいという夢を持っているが、財政的なことが理
由でこの夢をかなえられずにいるという結果となっている。 
上記の調査によると、借主は 565 ペソを月々支払うことが出来ると回答しており、この
金額で実際に CMPや他の政府の住宅プログラムのローンを組む事が出来る。しかし、低所
得者層にとって手頃な価格の住宅の数は足りないというのが実情であり、さらに彼らの多

くも住宅プログラムの存在を知らず、自分の家を所有するという夢に対して何も行動を起

こせずにいる。そこで、パグタンバヤヨン財団は、平らにした土のブロックやコンクリー

トの屋根のタイルといった他の安い材料で、低価格の 3 階建ての住宅を建てることが出来
ることを示した。この 3 階建て住宅は、少なくとも 5 年間は必要としない土地を所有して
いる聖職者達にとっても魅力的であった。彼らは、住居をパグダンバヤヨン財団に貸し、

その住宅（一人部屋の場合）は月 600～750ペソの賃料で労働者によって使用された。 
又、パグダンバヤヨン財団は、CMPの下での賃貸住宅を奨励するために政府との交渉に
も携わっている。その計画は、政府が、賃貸住宅のために自分達の家を拡張したいという

個人、もしくは再開発をしたいコミュニティに対しローンを組むものである。建物はコミ
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ュニティが所有するものとし、建物の一部分はコミュニティが占有し、残りは貸し出す。

その賃料で、全ての償却費用をカバーすることが出来るというものである。 
他の NGOと比較して、パグダンバヤヨン財団は、資金面、より早い手続き、土地へのア

クセス、政策の提唱といった点が引きだっている。CMPが成功するには、地方及び中央政
府へ適度なプレッシャーが必要であり、その点においてもパグダンバヤヨン財団は上手に

活動している(Herrle, 1999)。2001年の報告によると、住宅政策はフィリピン政府の最優先
事項であるべきだが、政府がほとんど何にもやっていないこと、助成金よりもむしろ所得

創出プロジェクトに資金源を頼っていること、住宅業界が 3 年前に崩壊したこと、又崩壊
以前に住宅プロジェクトを計画していたことなどが重なり、パグダンバヤヨン財団の活動

は窮地に追いやられていた（Pagtambayayong, 2001）。そこで、パグダンバヤヨン財団は、
2000 年 10 月セブ市カルナサン地区でプロジェクトに着手した。これは、住宅地から約１
ｋｍ離れたところに新しい橋が建設され、それに影響を受けた 28世帯が再移住をするプロ
ジェクトである。プロジェクトサイトは、パグダンバヤヨン財団とセブ州が共同で所有し

ているところにあり、多くの人は電気、水といった基礎的な設備が整った約 32sq.m.の住居
に住み、約 150sq.m.のコミュニティスペースも与えられた。このプロジェクトの問題は、
財政的なことに集約される。土地開発で約 500,000 ペソ、住宅建設で約 600,000 ペソ、合
計で 1,100,000ペソかかる。当初は、政府からの開発援助はなく、他の NGOと連携しても
200,000ペソしか手に入れることが出来なかった。200,000ペソでプロジェクトをスタート
した何日か後、2人のメンバーが 20,000ペソずつ寄付し、他のメンバーもこれに続き、他
の NGOや市長からの寄付により合計 300,000ペソが集まり、プロジェクトは進行した。当
プロジェクトは、都市の貧困層間で人気が高く、何百人もの人が見学に訪れ、新しいモデ

ルになった。そして、住宅建設や土地の購入によって、パグダンバヤヨン財団の財政面で

の問題も改善された。パグダンバヤヨン財団は、タリサイ市の他の地域においてもこのプ

ロジェクトのレプリカを造ることを決め、寝室、トイレ、台所といった基礎的な設備がつ

いたコアハウスを建設した。 
国レベルでの CMP会議や Philippine Undertaking for Social Housingへの参加に加え

て、パグダンバヤヨン財団は地域の団体に所属し、地域に密着した活動をしている。アロ

ヨ大統領は、市の中心に 68,443sq.m.の土地を与え、2,000世帯以上が恩恵を受けた。2001
年時点ではパグダンバヤヨン財団 10のプロジェクトに関わっており、メンバーの内 2名は
セブ市の CMPプロジェクトに取り組んでいる。当プロジェクト成功の理由は、政府との上
手な交渉、地域に密着していること、コミュニティのメンバーのレベルに合せていること

等が挙げられるだろう。 
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