
中間評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：バングラデシュ人民共和国 
 

案件名： 
（和）バングラデシュ国 行政と住民のエンパワー

メントを通じた参加型農村開発プロジェク

ト （フェーズⅡ） 
（英）Participatory Rural Development Project (Phase 

II) 
分野：農村開発分野 援助形態：技術協力プロジェクト 
所管部署：バングラデシュ事務所 協力金額（評価時点）： 

先方関係機関： 
（実施機関）地方自治･農村開発･協同組合省 農村

開発協同組合局 農村開発公社（BRDB） 
（協力機関）バングラデシュ農村開発アカデミー、

バングラデシュ農業大学 

協力期間 R/D 締結： 
 2005 年 4 月 28 日 
協力実施機関： 
 2005年6月1日～2010年5月31日
 

日本側協力機関：京都大学東南アジア研究所、ア

ジア経済研究所、特定非営利活動法人シャプラニ

ール＝市民による海外協力の会 
他の関連協力：青年海外協力隊派遣（村落普及員）

１－１ 協力の背景と概要 

バ国では人口の 70％が暮らす農村部においては、縦割り行政の弊害と行政側リソースの不足から、

住民に必要な行政サービスが行き届いているとは言いがたく、また住民のニーズが行政側に十分に

吸い上げられてこなかった。 
こうした問題に対し、日本とバ国の共同研究の経験をもとに村落住民と地方行政を結ぶための戦

略として「リンクモデル」（注）が提案された。次いで JICA 技術協力プロジェクトとして農村開発

プロジェクト（2000～2004 年）が実施され、同モデルが 4 ユニオンで構築された。 
これらに基づき、リンクモデルが郡全体で機能し、その普及体制が整うことを目的として、JICA

及び BRDB は「行政と住民のエンパワーメントと通じた参加型農村開発プロジェクト（フェーズⅡ）」

（PRDP:2）を 2005 年に開始した。 
（注）リンクモデルは村落住民と村落開発にかかわる地方行政機関をつなぎ、開発過程に村落住民

のニーズを取り込むための仕組みである。その構成要素は、（1）各村落単位で構成される村

落委員会（VC）1、（2）ユニオン評議会の議長が長となり、そのメンバー・各GCの代表者・

各省庁の普及員（NBDs普及員）・NGO代表が集まるユニオン調整委員会（UCC）、（3）これら

を結びつける役割を果たすびユニオン開発担当官（UDO）であり、各行政サービス間の調整

を促進し、こうした行政サービスを村落住民につなげるものである。この横のリンクと縦の

リンクの構築においては村落住民のイニシアティブを最重要視している。 
 

運営指導調査団のバ国訪問時に改定された PDM（2006 年 4 月 6 日署名）（付属資料１）に基づく

プロジェクトの枠組みは次の通りである。 
 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 
バングラデシュ国において、地域の特性に応じた仕組みにより、村落住民の意向が反映され

た開発が行われる。 
(2) プロジェクト目標 

村落住民と末端の農村開発行政機関を結び、村落住民の意向が開発に反映される仕組み（リ

ンクモデル）が対象地域において機能し、その普及の体制が整う。 
(3) 期待される成果 

1)  ユニオン調整委員会（UCC）の連絡調整を担うユニオン開発官（UDO）及びオーガナイザ

                                                        
1 VC （village Committee）はプロジェクト実施中に GC（Gram Committee）に名称変更されている。本報告書では PDM のような

公式文書とみなされる書類に記載されている場合を除き、すべて GC として統一して記載した。 
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ー（O）が BRDB の行政官として育成される。 
2)  UCC が、郡、ユニオン（行政村）、村落間の連携を強化する土台として機能する。 
3)  村落開発委員会（VC）を中心として農村住民の開発プロセスへの参加を確保する仕組みが

機能し、この仕組みを通じて住民の生活の質が向上する。 
4)  リンクモデルの実施体制が BRDB において強化される。 
5)  リンクモデル普及のための人材育成の体制が確立される 

(4) 投入（評価時点） 
日本側：  

長期専門家派遣：5 名（73.0 人月） 
短期専門家派遣：6 名 9 回（47.7 人月） 
日本研修員受入：6 名 
交換技術研修参加者数：49 名 
ローカルコスト負担（2007 年 12 月末まで）：43,439,665 TK 

相手国側： 
カウンターパート配置：16 名（196.1 人月） 
土地・施設提供：プロジェクト管理事務所及びフィール度事務所のスペース、リンクモ

デル研修管理センター 
ローカルコスト負担（2007 年 12 月末まで）：19,110,000 TK 

２．評価調査団の概要 

担当業務 氏  名 所  属 
団長/総括 
 

伊藤 耕三 
 

独立行政法人 国際協力機構 
農村開発部第 1 グループ水田地帯第 3 チームチーム長

評価企画 
 

横田 健太郎 
 

独立行政法人 国際協力機構 
バングラデシュ事務所 

調査者 

評価分析 田中 雅子 株式会社 タック・インターナショナル 
３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) プロジェクト目標の実績 
指標からみたプロジェクト目標の達成状況はプロジェクト実施中間時点として概ね満足のい

くものであり、プロジェクト終了時の達成が見込まれる。 
UCCM はすべてのユニオンで平均 60～70％のメンバーの参加率をもってほぼ毎月開催され、

形成された GC 数及び実施された GC スキーム数も増加しており、リンクモデルが機能し始めて

いる。また、カリハティ郡では UNO 及び各省担当官のリンクモデルに対する評価は高く、郡レ

ベルでの認知度が高まっており、プロジェクト後半で NBDs の連携が強化することにより郡全

体でリンクモデルが機能することが期待される。研修センターでの研修はほぼ計画通り実施さ

れており、カリキュラム策定、研修管理も実施されている。GC 及び MD の活動について、GC
及び MD によって差があると推測されるが、既に自立的に活動をしているグループは少なくな

い。 
リンクモデルの普及については現時点では詳細計画は策定されていないが、BRDB 内に拡大

の検討と計画策定を行う委員会（PRAC）が設置され、同委員会はプロジェクト対象以外の 5 ユ

ニオンでの拡大実施を決定している。 

(2) 成果の実績 
成果１：プロジェクト対象地域の 15 のすべてのユニオンで、UDO 及びオーガナイザーが BRDB

のユニオンレベルの行政官として育成され、リンクモデルの構成要素として機能して

いると言える。 
成果 2：プロジェクト対象地域の 15 のすべてのユニオンで UCC が形成され、ほぼ毎月定期的に

UCCM が開催され、平均で関係者（ユニオン評議会議長・メンバー、GC 代表、NBD
ｓ普及員、NGO）の 60～70％が参加しており、郡、ユニオン、村落間の連携を強化す

る土台として機能しつつある。プロジェクト後半は郡レベルの連携強化が必要である。

成果 3： 「住民の生活の質が向上する」ことについて、形成された GC・MD 数、実施された

GC スキーム数、NBDs 普及員の GC 参加率などからみて、GC から UCCM を通して農

村住民の開発プロセスへの参加を確保する仕組みが機能しつつあると言える。 
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成果 4：LMC は BRDB のリンクモデル推進室としてより、現時点ではプロジェクト事務所とし

て機能しているが、BRDB におけるリンクモデルの評価は高く、その拡大を検討、計

画を策定する委員会（PRAC）が BRDB 内に設置されている。より上位レベルの政府機

関及び関係省庁のリンクモデルの認知度をさらに高めていく必要がある。 
成果 5：リンクモデル研修センターでは、研修計画及びカリキュラムが策定され、研修のモニタ

リング・システムも構築されつつあり、同センターがリンクモデル関係者の人材育成の

中心として機能しつつある。 
 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 
本プロジェクトの妥当性は以下の理由から高いと判断される。 

1)  プロジェクトの必要性が高い 
バ国の農村では縦割り行政の弊害と行政資源の不足から村落住民が必要なサービスを十分に

受けられないでおり、地域住民と各省行政機関をつなぐ仕組みを導入、構築することは適切

なものである。現在、リンクモデルは村落レベル及び郡レベルのすべての関係者から評価さ

れている。 
2)  日本のプロジェクトの優位性 

リンクモデルは村落住民の参加と UCCM を通じた村落住民のニーズと各省機関のサービスの

連携に焦点をおいており、これはユニオンレベルの地方行政機関の強化に重点を置いている

他類似プロジェクトにはないものである。 
3)  日本の対外援助戦略及びバ国のニーズと整合性がある 

事前評価調査の時点からバ国の家開発戦略・貧困削減戦略等及び日本の対外援助政策に大き

な変化はない。 
(2) 有効性 

成果の達成状況及びリンクモデルの機能の状況からみてプロジェクトの有効性は高く、プロ

ジェクト終了時にはプロジェクト目標が達成される見込みである。 
「3.1 実績の確認」で述べたとおり、UCCM がプロジェクト対象地域の 15 のすべてのユニ

オンでほぼ毎月開催されており、村落開発活動の連携のプラットフォームとして機能している

と言える。ユニオン評議会メンバー及び各省普及員の約 60％及び GC 代表者の約 80％が UCCM
に参加しており、リンクモデルに対する評価は高い。 
形成された GC 及び MD のすべてが自立的になるには至っていないが、それらの一部はすで

に自分たちの村落の改善のために自らのイニシアティブで活動を行っている。また、関係者の

間には、権利と義務、税の支払い、受益者負担、アカウンタビリティと透明性という意識が芽

生えていると言える。 
一方、上位目標の達成は、通常プロジェクト終了後 3～5 年後のプロジェクトのインパクトと

されており、この年限では難しいと考えられる。BRDB はリンクモデル推進の活動を継続する

計画を持ち、研修センターも関係者の研修に活用される見込みであるものの、農村開発のよう

な分野で新しい仕組みが 3～5 年の期間で全国的に波及するのは難しいと考えられるからである

(3) 効率性 
達成されている成果からみて、投入は効率的に行われたと判断される。 

しかし、UDO 及びオーガナイザーの離職があったことから、新しい人材の採用とその研修とい

う追加業務が発生した。 
(4) インパクト 

プロジェクトの中間評価時点ではインパクトについて判断することは困難であるが、以下の

ようないくつかのプラスの波及効果が見られている。マイナスの波及効果は観察されていない。

予想していなかった正のインパクト 
・2007 年の洪水災害時、カリハティ郡では災害援助物資の配布及び災害復興に UCC 及び GC が

効果的に活用された。 
プロジェクト対象地域の近隣ユニオンの村落住民が PRDP2 及びリンクモデルに関心を持つよ

うになり、URDO はこれらの近隣住民やユニオンから情報提供の依頼を受けている。 
(5) 自立発展性 

中間評価時点においては、以下の点から活動の自立発展性はある程度高いと判断される。 
1)  BRDB はリンクモデル実施拡大の準備を開始している 
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2007 年 1１月、BRDB 内に設置されたリンクモデル拡大のための委員会（PRAC）は、リン

クモデルの 5ユニオンでの拡大実施とこれらの地域のUDOの任命をBRDB自らの資金で行う

ことを決定している。さらに BRDB はリンクモデルのさらなる拡大のためのプロジェクト提

案書の策定を表明している。 

2)  プロジェクトの自立発展性確保に関しては、以下の点に言及する必要がある。 
・LMTC において、専門家の技術移転の対象となる実質的カウンターパートを明確にする

ことが必要である。 
・プロジェクト対象地域では UDO はリンクモデル継続のための重要な要素である。しか

し、現段階ではプロジェクト終了後にそのポストがどのような形で確保されるかどうか

明らかになっていない。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 
特になし。 

(2) 実施プロセスに関すること 
(3) 派遣された専門家のほとんどはベンガル語ができ、ベンガル語でそのカウンターパートやプロ

ジェクト･スタッフ、さらに現場で裨益者と意思疎通ができたこと。 
(4) インドにおける技術交換研修がユニオン評議会議長・書記及び UDO のボトムアップの概念に対

する理解をいっそう進めたこと。 
(5) リンクモデルはその仕組みの中に、ユニオン評議会及び村落住民に対するインセンティブ（GC

スキーム及び UCC スキーム）があり、これらがリンクモデルのエントリーポイントとなってい

ること。 
(6) 現場レベルで JOCV がプロジェクトの触媒として活動していること。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 
特になし。 

(2) 実施プロセスに関すること 
プロジェクトの初期において、BRDB 側の人員雇用（UDO、O）及び研修実施、地域事務所立

ち上げ（事務所改装を含む）、研修運営管理体制の構築、現場モニタリング体制の構築等、フェ

ーズ 1 からのスケールアップに対応するための現場での業務実施体制の整備に多くの時間を要

した。 

 

３－５ 結論 

フェーズⅠに引き続いて実施された本プロジェクトは郡レベルでのリンクモデルの構築とその仕

組みを機能させることを、さらにリンクモデルの拡大の準備を目的としている。プロジェクトの中

間評価の時点では、プロジェクト活動はほぼ計画通りに実施され、リンクモデルが機能し始めてい

る。これは UCCM がユニオンレベルの関係者の参加を得てほぼ毎月定期的に開催され、多くの関係

者が UCCM 及びリンクモデルを開発に有用と認めていることからも明らかである。特にカリハティ

郡では、郡レベルの各省（NBDs）担当官もリンクモデルを評価しており、リンクモデルの認知度も

高いと見受けられる。 
プロジェクト後半は、将来の拡大にむけてのリンクモデルの運用システム及び人材育成システム

の強化が課題である。 
 

３－６ 提言 

(1) PRDP2 により得られた知見･情報のとりまとめ 
活動の持続性を確保するために、プロジェクト活動で得られた知見と経験をとりまとめ、計

画･実施･実施過程のモニタリングを標準化することを提言する。マニュアル、ガイドライン及

び事例研究などの資料作成及び改定にあたっては以下の点に留意する必要がある。 

iv 



1)  ガイドライン及びマニュアル 
メヘルプール郡及びティタシュ郡における活動は主に BRDB スタッフにより管理されてお

り、BRDB 側による将来の実施に参考となる有益な知見と経験をとりまとめることができる

と考えられる。ガイドライン及びマニュアルの策定にあたって、プロジェクトはこれらの地

域についての詳細な検討を行い、教訓を導きだすことを考慮する。 
2)  事例研究 

成功事例を含む事例研究を、将来の他の地域での実施の参考のために取りまとめる。 
3)  インパクト調査 

プロジェクトの主要な目的はリンクモデルの構築とバングラデシュの地方行政システムの

改善にあるが、プロジェクトの裨益者へのインパクトを測ることは重要である。したがって、

ベースライン調査結果に基づくインパクト調査を実施することを提言する。 
(2) リンクモデルの適切な改良 

プロジェクトにより多くの努力がなされてきているが、将来の BRDB による実施にむけてリ

ンクモデルの適切な改良を検討することを提言する。すなわち、リンクモデルのすべてのプロ

セスの最小限度化、単純化、標準化がマニュアル及びガイドラインに反映されるようにするこ

とである。 
(3) リンクモデルの段階的拡大 

BRDB によるリンクモデルの拡大は、対象地域の地域特性を考慮し、段階的に拡大すること

が望ましい。 
(4) UDO 及びオーガナイザーの継続 

UDO 及びオーガナイザーはリンクモデルの重要な要素であり、将来の BRDB によるリンクモ

デル実施には専任の UDO 及びオーガナイザーの継続的な任命が必要である。 
(5) 詳細技術移転計画の必要性 

将来のリンクモデル実施にむけての BRDB の能力開発のために、日本人専門家による技術移

転の詳細計画を策定し、日本側とバングラデシュ側でその明確な道筋を共有することを提言す

る。したがって、LMTC で専門家が技術移転を行うための実質的なカウンターパートを明確に

する必要がある。また、BRDB は将来のリンクモデルの実施に先立ち LMTC の研修のための適

格な人材を任命する必要がある。 
(6) 各省庁（NBDs）の取り込み 

NBDs はプロジェクトのカウンターパートと同じ役割を担っており、郡レベルでの連携にお

いてさらに留意が必要であり、村落住民がさらに裨益するように NBDs の参加を強化する必要

がある。 
(7) 地方統治支援プログラム（LGSP）との整合性 

地方統治支援プログラム（LGSP）は PRDP2 と同一のユニオンを対象としており、LGSP の活

動との一定の整合性を維持すること及びフィールドレベル及び中央レベルの両方において連携

と協力を強化することを提言する。 
(8) 合同調整委員会（JCC） 

政府開発関連部局のかかわる総合農村開発プロジェクトであるので、JCC の定期的開催によ

り中央レベルにおける調整を推進するべきである。プロジェクト及びバ国側関係者は計画通り

JCC を開催する必要がある。 
(9) PDM 及び PO 

プログラム関係者と PDM について協議した結果、調査団は PDM を付属資料 6 のように改定

することを提言する。PO は同 PDM に沿って改定されるものとする。 
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