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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）バングラデシュ人民共和国 行政と住民のエンパワメ

ントを通じた参加型農村開発プロジェクト （フェーズ 2）
（英）Participatory Rural Development Project (Phase 2) 

分野：農村開発・ガバナンス 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：バングラデシュ事務所 協力金額：5 億 5,000 万円 

 
 
協力期間 

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

先方関係機関：バングラデシュ農村開発公社（BRDB） 

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＝海外協力市民の

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 

バングラデシュ人民共和国（以下、「バングラデシュ」と記す）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いいがたく、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。各村落を束ねるユニオンは末端行政機関として予算、人員を欠き、適切な調整も行われず、

村落住民のニーズを郡レベルまで十分に汲み上げられる体制でない。村落単位では、在来のリ

ーダーのもと日常的な問題解決が行われているが、行政サービスとの結びつきは希薄である。

こうした問題に対し、JICA は地方行政及び村落住民の能力強化の重要性に着目し、村落住民

のニーズと行政サービスを結びつける方策について、1986～1990 年、1992～1995 年の 2 度にわ

たり研究協力を実施した。この過程で、「村落単位で住民の要望を取りまとめる行政の形成」「郡

の普及員、NGO スタッフ、村落住民代表者が集まり意見交換をする場の設定」「村落、ユニオン

レベルでの活動を支えるファシリテーターの育成」を組み合わせた村落と行政機関を結ぶ仕組

みづくりの効果を確認し、「リンクモデル」として提案された。次いで JICA 技術協力プロジェ

クトとして住民参加型農村開発行政支援プロジェクト（2000～2004 年）が実施され、同モデル

が 4 ユニオンで構築された。なお、行政は州・県・郡・ユニオンに区分され、ユニオンは日本

の町村（行政区分）に相当する。約 3 万人を包括するバングラデシュの末端行政区分である。

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 及びバングラデシュ農村開発公社（Bangladesh Rural Development Board：BRDB）は「行政

と住民のエンパワメントを通じた参加型農村開発プロジェクト（フェーズ 2）」（PRDP 2）（以下、

「本プロジェクト」と記す）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
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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（Union Parishad：UP）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（Nation-building Department：NBD
普及員）・NGO 代表が集まるユニオン調整委員会（Union Coordination Committee：UCC）、
③これらを結びつける役割を果たすユニオン開発担当官（Union Development Officer：
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 重要視している。 
対象地域は過去の協力隊派遣の経験などがある地域のなかから地理的なバランスを考慮して

選択された。モデル地域としてタンガイル県カリハティ郡全 12 ユニオン、またパイロット地区

としてコミラ県ティタス郡から 2 ユニオン、メヘルプール県メヘルプールショドール郡から 2
ユニオンを選定した。タンガイル県においては、4 ユニオンにて PRDP でリンクモデルの導入を

行っており、PRDP2 では郡レベルで機能させるスケールアップを目的とした。パイロット地区

の選定基準としては、①UP チェアマンが協力的②ユニオン庁舎（Union Parishad Complexes：UPC）
が建設予定であることの 2 点が置かれ、実地視察より決定した。カウンターパート（C/P）機関

は、地方自治農村開発協同組合省バングラデシュ農村開発公社（BRDB）である。 
 

１-２ 協力内容 

本プロジェクトでは、行政とコミュニティが協働することによって、村落住民の意向が開発

に反映される仕組みを構築し、その普及体制が整備されることにより、普及サービスの効果・

効率の向上、UP の行政能力の向上、公正なインフラ整備の実現などが期待されている。 

（1）上位目標 

バングラデシュにおいて、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）UCC の連絡調整を担う UDO 及びオーガナイザー（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）村落委員会（GC）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。 

                                                        
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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5）リンクモデル関係者のための人材育成システムが確立、強化される。 
 

（4）投入（評価時点） 
1）日本国側：総投入額 5 億 4,000 万円 

長期専門家派遣：5 名 
短期専門家派遣：11 名 
本邦研修員受入れ：13 名 
交換技術研修参加数：99 名 
ローカルコスト負担（2009 年 11 月末まで）：75,852,053TK （約 4 億 420 万円）

機材供与：事務機器、備品類 
2）相手国側： 

カウンターパート（C/P）配置：26 名 
土地・施設提供：プロジェクト管理事務所及びフィールド事務所スペース、リン

クモデル研修センター（LMTC）、光熱水費等 
ローカルコスト負担（2009 年 11 月末まで）：38,814,000TK （約 5,185 万円） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括 長 英一郎 JICAバングラデシュ事務所次長 

農村開発 清家 政信 JICA国際協力専門員 

住民参加 
 

筒井 哲郎 
 

特別非営利活動法人 
シャプラニール事務局長 

調査計画・ガバナンス 加山 美鶴 JICA バングラデシュ事務所企画調査員 

評価分析 奈良原 志磨子 有限会社 アイエムジー 

調査期間 2010 年 1 月 13 日～2 月 6 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 主な実績 

（1）成果の達成状況 
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

ーガナイザー（O）が BRDB の行政官として育成される。 
 

成果 1 は達成された。 
UDO、O の育成の達成については中間評価時に確認されている。リンクモデルの現場レ

ベルの担い手である UDO 及びその補佐である O の育成は 2005 年 9 月の採用試験実施、10、
11 月の初任者研修、12 月から 2006 年 1 月にかけての各ユニオンへの赴任という手順で進

められた。 
BRDB における UDO と O への指示体制並びに報告システムが確立された。UDO と O は
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自らの経験に基づいてリンクモデルについて説明できる（指標 1-2）ようになっている。た

だし、UDO/O はプロジェクト雇用スタッフであり、今後の正規雇用の方針は示されておら

ず、長期的雇用の不安定さへの不安から離職するケースがあり、持続性に影響する可能性

がある。 
 

成果 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。

 
成果 2 は達成された。UCC は UCCM（Union Coordination Committee Meeting）という月例

会議を通じて郡、ユニオン、村落間の連携を強化する土台として機能している。 
2006 年 1 月に 15 ユニオンで 初の UCCM が開催され、2009 年 11 月までに合計 867 回の

UCCM が開催された。2009 年 11 月は 15 ユニオン及び拡大 5 ユニオンすべてで月例の UCCM
が開催されている。 

指標 2-1 について、関係者（UCCM への UP 関係者、NBD、GC 代表者、NGO）の出席率

はおおむね目標数値の 60％を達成している。全 15 ユニオンを平均した 1UCCM 当たりの出

席率は、UP60%、NBD55%、GC71％、NGO61%である。中間評価時点で全 15UCCM の 1 回

当たりの平均出席率は 60％で達成済み。掲示板もほぼ計画どおり設置され（中間評価時

415 個、終了時評価時 505 個）、これまで掲示された情報も 40 種類以上に上っている（指標

2-2、2-3）。ただし掲示板の情報変更は UDO/O に大きな負担となっており、掲示板の維持管

理を GC に任せる等の改善案が試されたが「標準化・簡易化」に向けた大きな成果を上げて

いない。この経験より、2008 年度 7 月からは掲示板の設置を 1GC 当たり 1 掲示板とした。

指標 2-3 について、UCC 参加者への研修の実施についてもほぼ達成され、NBD に対して

は中間評価時に 40％だったものが 61％となった。 
中間評価時は PRDP の経験が郡会合の議事録に記載されているかどうかが指標となって

いたが、変更された。指標 2-4 について、郡担当官他にプロジェクトの経験が共有されてい

るかどうかについては、県レベルでのセミナーの取り組みや、郡会合が開催されたことが

挙げられる。2-5 については、NBD の村人との関係が深まったことが特筆されている。 
 

成果 3：村落委員会（GC）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。 
 
成果 3 はほぼ達成された。 
対象ユニオン村落の 65％（中間評価時 52.5％）で GC が結成され、現在の GC 数は 268

（中間評価時 213）に上る。およそ 60～70％の GC がほぼ毎月会合（GCM）を開催してい

る（中間評価時 68～100%程度）（指標 3-1）。GC による GC スキームの計画・実施数、GCM
への NBD オフィサーの参加数（1GCM 当たり平均 0.9 名）、現場提案型研修の参加者（総計

5,844 名）からみて、GC から UCCM を通じ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いえる（指標 3-2）。また、プロジェクトによって実施されたイ

ンパクト調査では、①NBD による行政サービスへの村人のアクセス、②NBD オフィサーの

村落訪問頻度、のいずれもが改善されたという結果が報告され（指標 3-3）、評価調査団に
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よるヒアリングでも、この結果を裏づける情報が得られた。成果 3 は達成されたと考えら

れる。 
 

成果 4：リンクモデルの実施体制が BRDB において強化される。 
 

成果 4 は既に達成されているといえる。 
BRDB においてプロジェクト経験を体系的に共有するための努力が本格的に始まったの

は 2008 年の末、BRDB による後継案件の計画策定が合同調整委員会（Joint Coordinating 
Committee：JCC）にて正式に提言されてからである。これ以降、BRDB 内各セクションの

職員を対象に、プロジェクトではセミナー、ワークショップ、プロジェクトサイト訪問な

どを積極的に開催・実施してきた。こうしたセミナーやワークショップの計画においては、

BRDB 研修部からの協力が徐々に得られるようになってきている（指標 4-1、4-2、4-4）。こ

うした努力の結果、BRDB 職員のリンクモデルの認知度は向上した（指標 4-5）。また、中

間評価の提言に基づき、オペレーションマニュアルを作成した（指標 4-6）。LMC（リンク

モデル室：BRDB 側のプロジェクト本部）は BRDB 計画部の協力を得て、タンガイル県 5
ユニオンをプロジェクト地域とした、ほぼ独力（JICA の支援はほとんどなし）でのリンク

モデル実施に係る計画を策定し、2009 年半ばに活動が開始された。さらに、LMC と計画部

では 2009 年に後継案件の計画を策定した（指標 4-7、4-8。後継案件については「3-4 プロ

ジェクト目標の達成度」を参照）。ただし、2010 年 5 月の JICA による支援の終了後、後継

案件を実施管理していくためには、LMC と LMTC のマネジメント能力が一層強化される必

要がある。 
 
成果 5：リンクモデル関係者のための人材育成システムが確立、強化される。 

 
LMTC では、プロジェクトの支援を得て、各種の研修カリキュラムを作成し、リンクモ

デル関係者（UP 議長・議員、GC 代表者、NBD オフィサーなど）やプロジェクト・スタッ

フを対象とした研修の年間計画を策定している。また LMTC は現在、後継案件のため、5
カ年研修計画の策定作業を進めるとともに、全国の県・郡レベルの BRDB 職員に対するリ

ンクモデル・オリエンテーションを実施中である（指標 5-1、5-2、5-3）。PDM の指標はお

おむね達成され、この意味で成果 5 は達成されているといえる。ただし、LMTC への BRDB
の職員配置は非常に限られたものであることに留意する必要がある。後継案件の実施にあ

たっては、関係者に対し効果的かつ効率的な研修を実施できるかという点、また現行のプ

ロジェクト・スタッフをいかにリソースパーソンとして活用できるかという点が重要にな

ってくると考えられる。 
 

（2）プロジェクト目標の達成状況 
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。 
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プロジェクト目標の前半部分、「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」は、「3-3 成

果の実績」において検証したように、既に達成されている。後半の「その普及の体制が整

う」については、BRDB による後継案件（全国 200 のユニオンでリンクモデルを実施予定）

のプロポーザルが 1～2 カ月内に政府による正式承認を受け、活動が開始されるとみられる

ため、プロジェクト終了までに達成できる見込みが非常に高い。 
 

３－２ 5 項目評価 

（1）妥当性：非常に高い 
1）バングラデシュの政策との整合性  

国家農村開発政策（National Rural Development Policy：NRDP）2001 年、貧困削減戦略文

書改訂版（PRSP 2）（ドラフト）に整合している。 
2）わが国の援助政策との整合性 
・国別援助計画（2006 年）、JICA の対バングラデシュ国別援助実施方針（2009 年）に整合

している。 
・地域住民は NBD の行政サービスを必要としており、ターゲットグループのニーズに

適している。 
・UDO や GC といったプロジェクトでつくり出した設定は、プロジェクトの反復性、持続

性の観点から課題がある。 
 

（2）有効性：高い 
・プロジェクト目標の前半に関しては、成果 2（UCCM）は、地域の人々の地方行政サー

ビスへのアクセスを向上させ、地方行政プロセス（地域開発計画・モニタリングなど）

に人々の参加を促す機能を果たし、プロジェクト目標への貢献が大きかった。成果 1
（UDO/O）、成果 3（GC）も貢献した。成果は目標の前半部分の達成に十分であった。

・評価調査時点で、プロジェクト目標の後半、「その普及の体制が整う」に関しては、ま

だ完全に達成されてはいないが、プロジェクト終了時までには達成される見込みであ

る。BRDB が、2009 年に後継案件の計画を策定し、1～2 カ月以内をめどにその計画に

対する政府の正式承認が下りると考えられる。後継案件では全国 200 ユニオンが対象地

域となる予定だが、この計画が適切に実施に移される体制が整えば、プロジェクト目標

は完全に達成できることになる。プロジェクトでは、プロジェクト終了時まで、BRDB
の更なるキャパシティ強化に取り組む予定。 

・他のドナーや NGO によるプロジェクトでリンクモデルの一部、特に UCCM システムを

グッド・プラクティスとして取り入れるところが出てきている。世銀の Water and 
Sanitation Program によるホリゾンタル・ラーニングプログラム（HL）では UCCM シス

テムを非常に高く評価し、全国のユニオンに対し普及させていきたい考えである。既に

このプログラムを通じて 40 前後のユニオンが UCCM を取り入れており、HL のオフィ

サーは「個人的な予測である」と断りつつ、「UCCM はユニオンレベルで本当に必要と

されているコーディネーション機能を、ほとんどコストをかけずに向上させられる仕組
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みなので、今後 4～5 年の間に全国 4,500 ユニオンのうち 2,000 ユニオン程度にまで普及

するのではないか」と評価調査団に語っている。また、スイス開発公社の資金援助によ

る地方行政強化プロジェクトでも、対象地域 130 ユニオンに対して UCCM の基本的な

コンセプトを導入している。 
 

（3）効率性：おおむね高い 
・日本側の投入（特に日本人専門家とバングラデシュ人プロジェクト雇用スタッフの投入）

は、類似の他プロジェクトと比較して手厚かったが、効果的に活用された。バングラデシ

ュ側の投入は十分であったが、投入時期（予算支出時期）の遅延により、プロジェクト活

動の一部の実施に支障が出た。 
 

（4）インパクト：高い 
・上位目標の達成見込みは、相当程度高いと考えられる。なお、評価調査団では、上位目

標における「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」を、

広い意味でリンクモデルのコンセプトを取り入れた仕組み、特に住民とユニオンを結ぶ

UCCM のシステムの全国的な普及、と解釈することで合意した。リンクモデルとその中

心的コンセプト（特に UCCM）は他の政府・ドナープロジェクトに高く評価されており、

今後、国内の多くのユニオンで導入される可能性が高い。UCCM の制度化も、成功の可

能性が相当程度見込まれる。 
・政府によるプロジェクトでも、リンクモデルの一部を取り入れる動きが出ている。農村開

発協同組合局（Rural Development & Cooperatives Division：RDCD）/BRDB による農村開

発プロジェクトである One House One Farm（OHOF）プロジェクト（2014 年までに全国 2,000
ユニオンで展開予定）では UCCM や GC といったリンクモデルのコンポーネントを取り込

んだ計画が策定されている。また、地方行政局（Local Government Division：LGD）でも、

新規地方行政強化プロジェクトの計画にあたり、リンクモデルに対する関心を表明している。

・PRDP2 では他のプロジェクトを協力し、バングラデシュ政府に対して、UCCM の基本的

コンセプトをユニオン評議会法（UP 法）下の細則（Rules）といった法的システムに取

り入れ、制度化するよう働きかけてきた。政府がこれを承認する見込みは、時期は明確

ではないものの、一定程度高いと考えられる。制度化がなされ、UCCM コンセプトが法

的根拠をもつものになれば、更に多くのユニオン、また他のプロジェクトにおいて、UCC
Ｍ導入の動きが加速するとみられ、PRDP2 により開発されてきた「住民の意向が反映さ

れた開発」の仕組みが全国的に普及していくこととなる。 
・現場レベルでのインパクト  

GC スキームの実施などを通じ、ユニオンレベルの行政の透明性、アカウンタビリティ

の必要性が人々に意識されるようになった事例も出てきており、リンクモデルが果たし

ているユニオンのガバナンス強化への寄与は評価すべきものである。 
 

（5）持続性：高いことが期待される 
1）政策・制度面 
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・UCCM の法的制度化については、実現されれば、リンクモデルの導入を検討するユニオ

ンに対して大きな後押しになるであろう。バングラデシュ政府には、プロジェクトによ

る UCCM 制度化の提案を真摯に、かつ速やかに検討する姿勢を求めたい。 
2）組織・財政面 
・BRDB による後継案件の実施期間中（2014 年 6 月まで）は、リンクモデルの完全な

形（UDO、GC、UCCM など各種コンポーネントを含む）での普及実施が、全国 200
ユニオンで行われる予定である。 

・本プロジェクトを通じて、C/P はもとよりプロジェクト雇用のスタッフの能力も大いに

強化されてきた。これには 25 名の UDO/O、10 名のリサーチオフィサー/研修インスト

ラクターが含まれる。BRDB による後継案件が、これらのスタッフを継続雇用し、その

経験と現場の知見に基づいた知識を活用できれば、後継案件の質の安定と向上が期待で

きる。 
3）技術面 
・BRDB による後継案件の外でも、リンクモデル（UCCM）は、世銀による HL プログラ

ムや RDCD/BRDB による OHOF プロジェクトなどを通じて拡大普及すると期待される。

こうした経路を通じて UCCM を導入するユニオンでは、UDO の果たしてきた役割を、

UP の書記が担う場合が多いと考えられる。こうした UP 書記、またその他の関係者が、

UDO から経験に基づいたアドバイスを受けることができれば、導入された UCCM の持

続性もより高くなると期待される。BRDB は、後継案件外であっても UCCM を導入しよ

うとするユニオンと積極的に対話し、UDO が経験を共有できるよう調整を行うことが望

ましい。 
4）社会・環境 
・GC の持続性は、村落外の人々（例えば UDO や NBD オフィサー）と活発・積極的な関

係を維持しているかどうかによるところが大きい。BRDB による後継案件では、ユニオ

ン当たりの UDO の数は現行プロジェクトの 1 名から 0.5 名（1UDO が 2 ユニオンを担当）

となる予定であり、このため UDO が各 GC を訪問する頻度・回数も減少することが考

えられる。後継案件としては、GC（本プロジェクト期間中に形成された GC、今後形成

される GC いずれをも含む）が UCCM に継続的に出席し、村落外の社会との関係性を維

持しつづけるよう、働きかけるべきであろう。 
5）総合的持続性 
・プロジェクト活動の持続性は高いことが期待されるが、プロジェクト終了までの 4 カ月

ほどの間にプロジェクトをとりまく状況が大きく動く可能性があるため、持続性に関す

る正確な予測は評価調査時点では困難。 
 

３－３ プロジェクトの促進要因と阻害要因 

（1）促進要因 
・プロジェクト期間の後半で、リンクモデルの認知度向上と普及準備に軸足を移した。 
・バングラデシュ政府高官の効果的な巻き込みにより、BRDB 後継案件の計画と実施が現

実化した。 
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・専門家のほとんどがベンガル語でのコミュニケーションが可能で、C/P との深い協働に貢

献した。 
・現場の「触媒」としての JOCV は、UDO の実質的な C/P として活動し、積極的にプロジ

ェクトにかかわるよう働きかけた。 
 
（2）阻害要因 

・バングラデシュ政府内の煩雑な手続きにより承認に時間を要し、今後の見通しが立たな

いことで後継案件の準備が進められない、現場スタッフが将来の見通しに不安をもち始

めるといった影響が生じている。 
 

３－４ 評価の結論 

プロジェクトの目標は達成されているものと判断される。後継案件を含む将来の普及に向け

たリンクモデルの実施体制及び人材育成システムは機能しつつある。本プロジェクトは村落住

民に対する行政サービスデリバリーの改善を行うとともに、行政の透明性及び説明責任の基盤

強化に貢献している。リンクモデルは BRDB により 200 ユニオンに拡大する予定である。また、

リンクモデルの 1 つの要素である UCCM は他ドナー及び政府のプロジェクトにおいて普及して

いる。更に、UCCM の法制化が実現すれば、更に多くのユニオンが UCCM を採用することが見

込まれ、リンクモデルの概念が全国に普及することが期待できる。したがって本プロジェクト

を終了させることが妥当である。 
 

３－５ 提言 

（1）全般 
・村落、ユニオン、及びウポジラ間の関係の強化により、ウポジラがもつリソースの予算

配分を促進し、ユニオン、ウポジラ行政の透明化、説明責任の強化が期待できる。 
・農村開発と地方ガバナンス分野で実施されている事業は村落住民の生活改善という共通

の目的を有し、また相互補完的なものであるため調整を行うための共通のプラットフォ

ームの創設を検討すること。 
・BRDB がリンクモデル基本概念の法制化に係る継続的働きかけを推進していくこと。 
・UDO は、村落住民、ユニオン関係者、ウポジラの NBD の調整を行うのに不可欠であり、

UDO 不在のユニオンではその機能の代替方策を検討すること。 
・BRDB は活動の質に焦点を当てたモニタリングを実施し、現場からのモニタリング報告

に関し適切なフィードバックを行い、現場関係者にインセンティブを与えていくこと。

 
（2）プロジェクト終了までに実施すべき事項 

・バングラデシュ政府は後継案件の早期承認及び予算配分をすること。 
・BRDB は後継案件の実施体制を LMC の人材体制強化、後継案件活動の着手、他のイニシ

アティブとの連携の維持により強化すること。 
・プロジェクトはベンガル語及び英文のリンクモデル用語集の作成、マニュアル・ガイド

ラインを速やかに完成させ、後継案件のスタッフにより活用させること。 
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・ユニオン関係者への研修における BRDB の貢献 
 
（3）プロジェクト終了後に実施されるべき事項 

・BRDB は現行プロジェクト・スタッフの職員任用を検討すること。 
・経験のある UDO は UDO 間でノウハウを共有すること。 
・BRDB 本部は後継案件及びリンクモデル研修センター（LMTC）間の調整を行うこと。 
・多様な関係者（ユニオン議長、議員、及び GC 代表者）は他のユニオン関係者と経験を共

有すること。 
・BRDB は PRDP2 の経験を OHOF 等の他事業に活用すること。 
・プロジェクト本部はプロジェクト対象外のユニオン・ウポジラへの支援体制を構築する

こと。 
 

３－６ 教訓 

・UCCM をユニオン評議会法下の細則といった法的システムに取り入れ、制度化を進めるこ

とが、プロジェクトのモデルの全国展開のために効果的である。 
・これまでに JICA が培ってきた水資源管理や地下水ヒ素汚染対策、母子保健などの分野におい

て、UCCM の制度を活用しながら、地方行政サービスのデリバリーの強化を図っていくシナジ

ー効果を生み出すことが期待される。 

 




