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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：バングラデシュ国 案件名：公務員研修能力強化プロジェクト 

分野：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：2.4 億円 

先方関係機関：バングラデシュ行政研修所

（BPATC） 

2007 年 1 月～2010 年 1 月 

日本側協力機関： 

 

協力期間 

 他の関連協力： 

１-１ 協力の背景と概要 

1990 年代後半以降、バングラデシュでは公務員制度改革は貧困削減戦略文書（PRSP）を始めと

する政策文書において急務の課題として認識されるようになり、同国政府は行政研修政策の策

定、人事省キャリア計画部の設置、給与委員会の設置とその提言に基づく俸給制度の改定、業

績評価制度の改善などに取り組んでいる。しかし、これらの効果はいまだ小さく、最も必要と

される官僚の意識改革や業務改善に繋がっていない。このような背景の下、研修強化を公務員

制度改革促進の一手段と位置づけているバングラデシュ政府より、公共セクターの管理運営の

改善を目的として、公務員に対する総合的品質管理（TQM）の研修を強化するための技術協力

が要請された。2006 年 9 月の事前評価調査の結果、公務員研修の最高機関であるバングラデシ

ュ行政研修所（BPATC）を実施機関とし、公務員に対する TQM 研修実施にかかる BPATC の組

織的能力の強化を目的として、2007 年 1 月より 2010 年 1 月までの 3 カ年を協力期間として本

プロジェクトが開始された。本終了時評価調査は、プロジェクト終了を控え、プロジェクトの

実績、成果を確認し、評価五項目に沿ってプロジェクトを評価するとともに、今後のプロジェ

クト活動に対する提言を行うことを目的として実施された。 

 

１-２ 協力内容 

(1) 上位目標 

TQM の実践を通じて公共セクター組織によるサービスの質が改善する。 

 

(2) プロジェクト目標 

公務員に対する TQM 研修実施に係る BPATC の組織的能力が強化される。 

 

(3) 成果 
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1) TQM の短期集中コース(TQM-SC)が開発・実施される。 

2) BPATC 職員講師および BPATC のカリキュラムに従い研修を実施する他の４つのパート

ナー研修機関（NAEM, BARD, APD, RDA）職員講師の TQM 研修実施能力が強化される。

3) BPATC の階層別研修（新人基礎研修、行政開発上級研修、シニア公務員研修）プログラ

ムにおいて TQM モジュールが実施される。 

4) TQM アプローチの認知が高まる。 

5) TQM モデルプロジェクトから実践的教訓が引き出され、講師と研修参加者双方の学習強

化に役立てられる。 

 

(4) 投入（予定） 

日本国側；投入額 2.4 億円 

  専門家派遣 計 52 人月 

  ローカルコスト（研修、ワークショップ、印刷費など）0.2 億円 

 研修員受入 19 名（2009 年 8 月現在） 

  機材供与  事務機器、備品類 

 

相手国側： 

  人員配置 カウンターパート 6 名、リソース・パーソン 33 人 

  土地・施設提供 事務室、セミナー室、光熱水費、LAN 設備等 

 

２. 評価調査団の概要 

調査者 (1) 総括：JICA 公共政策部法司法課長 鳥居 香代 

(2) 公務員制度改革：JICA バングラデシュ事務所企画調査員 加山 美鶴 

(3) 調査計画 1：JICA バングラデシュ事務所所員 江原 啓二 

(4) 調査計画 2：JICA バングラデシュ事務所所員 Zulfiker Ali 

(5) 評価分析：水産エンジニアリング（株）主査 寺尾 豊光 

  2009 年 7 月 19 日〜2009 年 8 月 12 日 評価種類：終了時評価 

３. 評価結果の概要 
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３－１ 主な実績 

 

(1) 成果の達成状況 

 

成果 1：毎年 40 人を超える行政官が TQM-SC を受講し、業務改善を目指してコースの課題であ

るアクションプランを作成している。2009 年 8 月現在、TQM-SC に参加した行政官は合計 143

人に達している。第 7 回目の TQM-SC が 2009 年中に開催されるので、合計受講者数はプロジ

ェクト終了時までにさらに増えることとなる。以上の状況から成果 1 は達成されていると判断

できる。 

 

成果 2：これまでに 3 回実施された TOT コースを通して、BPATC では 44 人、パートナー機関

では 19 人の講師が TQM リソース・パーソンとして訓練されている。成果 2 は達成されている

と判断される。 

 

成果 3：プロジェクトによって改訂された TQM 教材により 6 回の FTC（延べ約 1200 人受講）、

9 回の ACAD（約 225 人）、5 回の SSC（約 125 人）を実施、合計 1500 人以上が受講している。

既存の階層別研修の中に TQM セッションが組み込まれたため、今後とも多くの公務員が TQM

について学ぶ機会を得ることが想定される。 

 

成果 4：これまでに毎年 1 回政策セミナーが実施され、合計 340 人の行政官が出席した。また、

TQM の考え方の要約文書及びプロモーション用ポスター等が既に多数配布されている。成果 4

は達成されていると考えられる。 

 

成果 5：適切な件数の事例研究がモデルプロジェクトとアクションプラン両方に対して実施さ

れ、TQM-SC に反映されている。ただし、これまでのところ、現場に近い部署のカイゼン活動

で成功事例が見られるに至っているものの、組織全体で取り組む TQM の例はなく、TQM 実践

のモデル組織として挙げ得る事例は見られない。したがって成果 5 の達成は中程度と評価する。

 

(2) プロジェクト目標の達成状況 

 

TQM-SC 用のコース・マニュアルがプロジェクト終了時点までに作成されれば、プロジェクト

目標は達成されると評価できる。BPATC とパートナー機関においては、TQM-SC 及び階層別研

修プログラムにおける TQM セッションを実施する上で必要な知見と能力を備えるに至った講

師は十分な員数に達している。またプロジェクト活動を通して TQM モジュールと教材が既に

開発されている。なお、プロジェクトの自立発展性を強化するために、TQM-SC のメンタリン

グシステムを含む TQM 研修体制の一層の制度化とカリキュラム委員会による階層別研修プロ
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グラムの TQM セッションに対する認可が必要である旨調査団から伝えた。 

 

３－２ 5 項目評価 

 

(1) 妥当性：高い 

貧困削減のための主要政策を実施する手段として、バングラデシュ政府の PRSP-II（2008 年）

は、行政サービスの向上と改善に優先を与え、政策実施に当たっては成果重視型のアプローチ

と質の改善に重点を置くことを目指している。さらに、行政改革の一環として公務員研修の強

化が謳われており、ここでは行政サービス実施の改善ひいては国民のニーズに応えることに焦

点が当てられている。これらのゴール実現のためには、公務員は公僕であるとするように考え

方の変化が求められている。TQM の基本コンセプト、例えば行動率先や顧客の満足追究は、こ

のような考え方の変更を迫る上で適切なものであった。また TQM に言う「カイゼン」が導く

実践的なアプローチは、受講者自らがその業務を改善する方法を見出し実際に改善を図る上で

役立つものであった。 

 

(2) 有効性：高い（研修コース・マニュアルの作成が条件） 

プロジェクト終了を半年後に迎えた段階にあって、BPATC 及びパートナー機関で TQM 研修コ

ースを実施するために必要な有資格のリソース・パーソンは既に育成されており、また関連の

教材も利用可能となっている。また TQM の研修は TQM-SC 及び階層別研修プログラムにおい

て 2007 年以降繰り返し実施されるところとなっている。必要な作業がいくつか残っているもの

の、プロジェクト目標は概ね達成されていると判断できる。残された作業の一つに、TQM-SC

のトピック（科目）の調整がある。トピックの内容の重複を避け研修テーマの首尾一貫性を保

つ上で、各トピックの内容の調整が必要となっている。この課題を解決するために、第 7 回

TQM-SC 開催あるいは遅くともプロジェクト終了時点を目途として、コース・マニュアルの作

成を促進する必要がある。 

 

(3) 効率性：高い 

本プロジェクトには多様な活動が含まれている。実施された活動には、多数のアクションプラ

ンとその実施を支援するメンタリング活動、バングラデシュにおける TQM の事例を反映する

教材の開発、政策セミナー等が含まれる。本プロジェクトがこれら様々な活動の実施を推し進

めることができた主な理由として、活動の多くが BPATC 及びパートナー機関の既存の研修シス

テムの中に順次組み入れられて行ったことが挙げられる。BPATC 及びパートナー機関における

そのようなプロジェクト活動の制度化を通して、本プロジェクトは高レベルの効率性により運

営することができたと言える。 

 

(4) インパクト：中程度 
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既にいくつか正のインパクトが観察されている。TQM-SC の受講者によって策定されたアクシ

ョンプランの内には、上位目標の実現に向かって直接的な効果を示すものも出てきており、以

上の活動が果たしている公共サービス改善への寄与は積極的に評価すべきものである。他方、

BPATC の TQM-SC に見られるアクションプランの多くは、受講者の職場やその業務に焦点を当

てており、組織全体に及ぶ大幅な改善をもたらすようなレベルのものではないことには留意す

るべきである。公共サービス改善のために、より一般的な TQM の適用（すなわち意識改革や

カイゼンだけに限定されない総合的品質経営の適用）が必要とされるものであるかどうか見る

ためには、なおしばらく時間を要するものと考えられる。 

 

(5) 自立発展性：比較的高い 

TQM-SC 及び階層別研修プログラムの TQM セッションは既に制度化されているので、バング

ラデシュ政府によるこれらの研修コースのための人的資源と予算の配分は 2010年 1月に本プロ

ジェクトが終了した後も継続されると見込まれる。なおメンタリング活動の維持には、追加予

算を得るかあるいは交通費節減のため受講者との間に有効な通信手段を確保する必要がある。

BPATC とパートナー機関で育成された有資格のリソース・パーソンは十分な員数が存在し、少

なくとも数年以上は同じ組織に在籍するものと考えられる。委嘱職員講師はいずれ転任する立

場にあるが、彼らは異動後も講師として TQM-SC または TQM セッションに招聘することが期

待できる。 

 

３－３ 評価の結論 

 

プロジェクト終了時までにプロジェクト目標は達成されるものと判断される。バングラデシュ

の公共セクターにおいては、TQM は新しい概念であったが、TQM アプローチによる公共サー

ビスの改善に向け、実際の現場における関連業務の改善を促す研修を実施するための基礎が

BPATC 及びパートナー機関において確立された。過去 2 年半において、アクションプランの実

施により実際に目に見えるサービスの改善に結びつく事例が見られており、今後セミナー等を

通じて政府幹部行政官の理解を高めることでさらなるインパクトが期待できる。 

 

３－４ 提言 

 

(1) プロジェクト終了までに実施すべき事項 

 

・ 現状の TQM-SC は研修目的に沿って科目の全体構成が適切に形成されておらず、重複部分

が生じている。次回 TQM-SC（2009 年 11 月）までに以下の項目を実施し、全体の一貫性を

保ちつつ講義の質を標準化するためのコースマニュアルを作成する。 
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① 研修カリキュラムにおける各個別科目の妥当性および相互関係の明確化 

② 受講者が学習事項を事前に知るための全科目のシラバス作成 

③ 参照文献リストの増補・改訂 

 

・ アクションプランによるグッドプラクティスをウェブサイトあるいはニュースレター等を

通じて広報・普及する。 

・ 他ドナーが実施中のプロジェクトあるいは JDCF プロジェクトとの連携を高める。 

 

(2) プロジェクト終了後に BPATC により実施されるべき事項 

 

・ プロジェクト終了後における持続性確保のために、メンター制度継続の方策（予算、組織

的意思決定、メンタリングの質の観点から）を検討する。 

・ 継続的に講師の質を高めるための方策を検討する。 

・ 階層別研修の TQM モジュールをカリキュラム委員会において可及的速やかに承認する。 

・ 政府高官に対して今後も実践志向アプローチを普及する。 

・ プロジェクト終了後も、上位目標達成に向けて、公共サービスデリバリーの改善にさらな

るインパクトを与えるべく現場での活動に重点を置いた研修を継続する。 

・ 現在、MOE が中心となって行っている公務員研修政策見直しに対し、TQM 研修のような

Action Oriented な研修の成果と有効性（現場の業務改善に資する研修としてのグッドプラク

ティス）をフィードバックする。 

 

 


