
評価調査結果要約表（和文） 
１．案件の概要 

国名：バングラデシュ人民共和国 案件名：農村開発技術センター機能強化フェーズ 2 中間

レビュー調査 

分野：農村インフラ開発 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（評価時点）：3.1 億円 

先方関係機関：地方行政・農村開発・協同組合省 地方

行政技術局（Local Government Engineering Department, 
Ministry of Local Government, Rural Development and 

Cooperatives） 

日本側協力機関：農林水産省 

協力期間： 
2007 年 9 月～2011 年 9 月 

他の関連協力：特に無し 

1-1 協力の背景と概要 
バングラデシュ（以下「バ国」）では、全人口の約 3 分の 1 が農村部に居住しており、農村開

発は同国の貧困削減を実現するための最重要分野の一つとされている。農村開発に纏わる様々

な課題の中でも安定したインフラは農村に暮らす人々の社会的・経済的な発展のために極めて

重要な要素とされる。他方、バ国における農村インフラ整備状況は不十分であり、更なる整備

の必要性が指摘されている。そのような中、地方行政・農村開発・共同組合省（MLGRD&C）
傘下の地方行政技術局（LGED）は農村インフラ整備事業の実施機関として、農村道路、小規模

灌漑施設、村落市場等の整備に取り組んでいる。 
LGED は柔軟性を持った機能的な組織である反面、管理機能が脆弱でその組織的経験値を蓄

積させられない一過的な組織運営が課題として指摘されている。この改善にむけ、農村開発技

術センター（Rural Development Engineering Center: RDEC）が LGED に設立された。この RDEC
が LGED の技術的中枢として機能するための準備を整えることを目的に、技術協力プロジェク

ト「農村開発技術センター機能強化計画」(フェーズ１)が 2003 年 1 月から 2006 年 1 月まで実施

された。左記フェーズ 1 協力では、技術情報の整備・蓄積、技術基準の収集・蓄積、研修部門

の強化、ステップアッププランの策定がなされ RDEC の活動が軌道に乗り出した。 
一方、フェーズ１の成果を踏まえた技術者の能力向上は喫緊の課題であり、RDEC 各技術部

門の強化が必要とされた。これらの課題に取り組むべく、2007 年 9 月から 2011 年 9 月までの 4
年間、フェーズ 2 として本案件を実施することとなった。 
 

1-2.  協力内容 
(1)上位目標 
標準化された技術基準を適用し、農村インフラが整備される。 
 
 



(2)プロジェクト目標 
RDEC の事業実施体制が強化される。 
 

(3)成果 
 1.RDEC 技術者の計画策定/設計能力が向上する。 
  2.RDEC 技術者の品質・維持管理能力が向上する。 
  3.RDEC の技術普及体制が強化される 
 

(4)評価時点までの投入 
日本側 
・ 日本人長期専門家：３名（チーフアドバイザー/計画/設計、品質管理/維持管理、 
              研修/業務調整） 
・ 日本人短期専門家：のべ７名（品質管理試験アセスメント、GIS データ管理、 

農村道路設計、農村道路調査/設計、農村インフラ計画（GIS）
－2 回、農村道路維持管理(維持管理戦略) 

・ 研修員受け入れ： ３名（2008 年度カウンターパート研修） 
・ 機材供与：    19,184,388 BDT（GIS ソフトウェア、設計ソフトウェア、自動ラフネス

計測器、データベースソフウェア等） 
・ 現地活動費   ：・10,368,000 BDT（LGED 内ローカルスタッフ雇用費） 
           ・電話代、車両借り上げ費、燃料費、バ国内研修費 
 

バングラデシュ側 
・ カウンターパートの配置：LGED 局長（プロジェクトディレクター）、 

１１名の LGED 課長級レベル技術者（カウンターパート） 
・ オフィススペース：   日本人長期専門家用執務室、短期専門家用（数名）執務室、 

会議室、作業部会用大会議室の提供 
・ ローカルコスト負担：  電気、水道料金 

２．評価調査団の概要 

 

調査者 
 

団長/総括：        伊藤 耕三（JICA 農村開発部水田地帯第三課長） 
農村インフラ整備：中澤 克彦（農林水産省農村振興局整備部設計課） 
協力企画 1：      池田 一行（JICA バングラデシュ事務所）    
協力企画 2：    菅原 貴之（JICA バングラデシュ事務所） 
評価分析：      白井 和子（（財）国際開発高等教育機構） 
 
 

調査期間 2009 年 7 月 11 日～2009 年 7 月 28 日 調査区分 中間レビュー調査 



３．評価結果の概要 

3-1. 実績の確認 
 策定当初の活動工程からの変更が生じていた。一方で、PDM において計画した活動とその実

績を照らし合わせた結果、中間段階として、殆どの活動が当初計画に沿って、以下のとおり実

施されている。 
成果 1：RDEC 技術者の計画策定/設計能力が向上する。 
1-1 モデル地域の選定 
 活動 1-1 のモデル地域は選定されたが、1-4 については未設定である。 
1-2 農村インフラ被災状況データベース作成の実習 
  農村インフラ被災状況データベースを開発中である。 
1-3 郡内市街地（ポウルショバ）および郡（ウパジラ）地図作成の実習 
 GIS データ更新用マニュアルを作成し、河川データ用衛星画像分析研修を実施した。 
1-4 GIS・リモートセンシング（RS）を活用した総合農村開発計画作成の実習 
  総合農村開発計画の策定は LGED のマンデートを超えることから本活動が再検討されてお

り、衛星画像分析を活用した土地利用地図作成の導入を検討中。 
1-5 現地に適した工法・技術の紹介 
 導入されるべき工法・技法が選定された。 
1-6 現地適用化技術の紹介 
 基礎杭設計手法の研修を実施した。 
1-7 試験施工モデル地域の選定 
 モデル地域の選定は終了し、各関係活動に反映されている。 
1-8 盛土道路における法面保護工の試験施工の実施 
 2 種類の法面保護工に関する試験施工を実施した。 
1-9 既存設計基準・マニュアル類の改定 
 道路構造物マニュアル(2 車線橋)を作成し、全地域、県、郡事務所へ配布した。 
成果 2：RDEC 技術者の品質・維持管理能力が向上する。 
2-1 新品質管理試験法の導入 
導入すべき各種品質試験法が選定された。 

2-2 地域特産資材実用化のための検証試験実施サイトの選定 
サイトの選定は終了し、各関係活動が選定サイトで実施しされている。 

2-3 建設材料や地域特産材料の実証試験の実施 
Fine Sand の実証試験を実施し、活用が可能と判断された。 

2-4 品質・施工管理マニュアル、試験機器マニュアル及び階層別研修マニュアルの改訂 
既存の品質管理マニュアル改訂に必要な要素に関する調査を実施した。 

2-5 各種道路状況指標を使った道路状況調査法の実施 
 道路ラフネス指標を用いた自動計測システムを導入した。 



2-6 維持管理マニュアルの改訂 
 日常補修のための常温アスファルトを導入した。 
成果 3：RDEC の技術普及体制が強化される 
 3-1 RDEC 活動の重要性をより理解してもらうための広報活動 
 プロジェクト紹介用リーフレットを作成し、LGED 広報誌を通じた広報活動の周知をしてい

る。ホームページやニュースレターの作成は未了。 
 3-2 GIS/計画、設計、品質管理、維持管理に関連する研修の実施 
 10 種類の GIS/計画、設計、品質管理、PM&E ユニット向けに研修を実施し,346 名の受講者を

輩出した。 
 3-3 研修受講履歴データベースの作成 
 研修受講履歴データベースのシステム要求分析を行い、主要機能を決定した。 
 3-4 PM&E、図書館及び建設機器整備室への支援 
 事業進捗管理システム開発に着手した。建設機器整備室には短期専門家が派遣された。 
 3-5 部門間連携促進のための作業部会の定期的開催 
 LGED 局長のイニシアチブの下、定例会をほぼ毎月、定期的に実施している。 
 

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により「非常に高い」と判断される。 

 バ国の PRSP における 3 大視点（経済成長、人間開発、ガバナンスの向上）の中でも貧困層

の経済成長における重要な要素として農村インフラ整備に焦点が当てられている。 
 日本の対バ国国別援助計画では、経済成長を優先課題の一つと捉え、農村インフラ整備を

総合的な農村開発のために必要不可欠と位置づけている。 
 プロジェクトが導入している新技術は災害に強いインフラ整備に役立つものであり、広く

バ国社会に必要とされている。 
(2)有効性・・・本プロジェクトの有効性は以下の理由から「高い」と判断される。 
プロジェクトは以下の理由から技術基準の開発と現地に適した新技術を習得した技術者を

LGED 内に確保することが見込まれる。 
 成果 1 および 2 に関する活動が達成されつつあり、成果が出始めていること 
 作業部会（Working Group Meeting）のほか、個別事業に関する事業進捗委員会を発足し、各

ユニットの共通理解を深めていること 
 他方、成果 3 達成のための諸活動は開始したばかりで現時点でのプロジェクト目標達成へ

の貢献度が若干懸念される。 
 

(3)効率性・・・以下の観点から効率性は「高い」と判断される 
 バ国側からの投入（C/P の配置および給与、プロジェクト用執務室、ローカルコスト等）、

および、日本側からの投入（日本人長・短期専門家、機材、C/P 研修）は量、質、タイミン



グかとも適切に供与されている。また、フェーズ 1 において投入された資機材も現在活用

されている。 
 

(4)インパクト・・・インパクトは「高い」と判断される 
 プロジェクトが導入した道路維持管理のための新自動調査システムにより調査時間が著し

く短縮されたこと、地域特産物質の現場使用にかかる有効性が明らかとなり、標準化が見

込まれることから上位目標達成が見込まれる。 
 ユニット間の連携によりなされる事業が幾つか既に発現している。 
 他方、更なるインパクト発現に向け各ユニットの技術の向上、連携が望まれている。 

 

(5)自立発展性・・・自立発展性「ある程度良い」と期待される 
 制度政策面において LGED は RDEC を技術的中核センターと捉えており、今後もその方針

は維持される見込みであること。 
 現時点で既に出口戦略である「Sustainability Plan」構想が発案されており、計画策定への準

備が整いつつあること。 
 技術面で、導入された新技術がプロジェクト終了後も農村インフラ整備に使用される見込

み、かつ様々な機材のスペアパーツ等もバ国内で調達可能であること。 
 以上の観点から、中間段階において自立発展性が明確に確認された訳ではないが、残りの

期間において上記事項が対応されることにより、自立発展性が確保されるものと期待され

る。 
 

3-3.  結論 
プロジェクトの進捗および成果の発現状況から以下 3 点がプロジェクト目標達成に貢献してい

ると考えられる。 
1. LGED 局長主導の作業部会が各ユニット間連携および協力体制構築を促進している。また、

同会を通じた事業強化および質の改善に寄与する議論も始まっている。 
2. LGED は、これまでプロジェクトで導入した技術内容の維持及び発展を視野に、既にプロジ

ェクト終了後を見据えた Sustainability Plan の作成準備を始めている。 
3. 個別技術の導入により実際の建設現場においても活用事例が見られ、一連の作業における

スピード、効率性および正確性が改善された。 
これら事例及び評価結果から、本プロジェクトの中間時点において、本プロジェクトの一定の

成果が出ているといえる。他方、組織能力の強化という観点から、引き続き LGED 内における

各種取り組みがプロジェクト関係者と共に行われるのが望ましい。 
 

3-4. 提言 
本調査の評価結果、結論から、以下 8 項目について提言を行う。 



(1) 技術導入ステージから普及・定着ステージへの移行 

 本プロジェクトで導入された技術は順次定着しつつあり、現場のインフラ整備事業に大きな推進

力となっている。他方、今後の組織的能力強化を鑑み、LGED 全体に普及・定着させるための戦略

的議論および活動の推進が重要となる。 

 
(2) LGED におけるマネジメント能力の強化 

本プロジェクトは LGED 技官の能力向上と、そのプロセスを通じた組織全体の能力向上を狙って

いる。そのためには、LGED も自らの明確な長期戦略・展望を持ちつつ、RDEC がその核となる位置

付けになることが望まれる。また、RDEC の位置付けを明確にするには制度、予算的整理が必要で、

JCC、Steering Committee の開催等を通じた関係者全体の巻き込みが重要である。 

 
(3) 積極的かつ戦略的な広報 

現在のアワミ政権では農村開発は最優先事項であり、農村住民、地方有力者、政府関係者は農村

開発に高い関心を寄せている。他方、RDEC で取り組んできた専門的技術は、その知識を持たない

人間には事業効果が判り難い側面がある。よって、LGED の広報ツール、ネットワーク、経験を活

用し、本プロジェクトでの成果の発信を強化していくことが望ましい。 

 

(4) 自立発展性の確保 

技術は常に進歩するものであり、本プロジェクトが導入した技術は半永久的に活用されるとは限 

らない。他方、技術革新に応じた体制整備、能力強化は LGED の必須の課題である。かかる状況下

において本プロジェクトも Sustainability Plan 作成への側面的支援が重要である。 

 

(5) 各ユニット間のさらなる連携 

作業部会、また同会以外による各ユニット間の連携は技術的なものが中心である。「組織の能力強

化」の観点から、今後は事業全体に関連する研修ユニットや進捗管理・評価ユニットとの情報交換、

共有がなされるべき。特に技術部門のユニットの事例や経験が研修ユニット、進捗管理ユニットを

通じた組織全体への還元が望ましい。 

 

(6) Training Needs Assessment（TNA）報告書への技プロ成果反映 

5 年おきに実施される TNA の報告書は年間研修カレンダーや年間予算作成の資料となる。次回 

は 2010-2011 年度に実施される予定であり、同報告書に本プロジェクトでの成果が盛り込まれれば

2011 年度以降の技術普及体制および内容が担保される可能性が高まる。また、本プロジェクトにお

いても TNA 実施への側面支援が重要である。 

 

(7) 研修受講者履歴データベースと人事データベースとのリンク 

プロジェクトで開発している研修受講者履歴データベースは研修対象者の選定への貢献が想定 



されている。研修対象者選定と人材育成の全体計画、人事ローテーションと密接なリンクによる研

修機会の提供が組織全体の能力強化にも繋がる。よって、可能な限り双方のデータベースのリンク

の確保が望ましい。 

 

(8) PDM の改訂 

 主にプロジェクトの自立発展性向上のために、現行 PDM を以下のとおり改訂することを提案

する。 
 プロジェクト目標と成果の指標を明確化する（具体的数値、内容を盛り込む） 
 活動に Sustainability Plan 作成への支援を追加する 
 有用性、現実性の高い活動へ変更する。 
1)「郡内市街地(ポウルショバ)及び郡(ウパジラ)地図作成の実習（活動 1-3）」→ 
「郡内市街地(ポウルショバ)及び郡(ウパジラ)地図更新のための研修を実施する」 

2)「GIS・RS を活用した農村総合計画の実習（活動 1-3）」→ 
「GIS・RS を活用した農村道路マスタープラン策定ガイドラインを開発する」 

 
3-5. 教訓 

(1)指標：能力強化を目的とするプロジェクトにおいては、JCC を通じた早期の指標の設定が

なされることが望ましい。 
 

(2)自立発展性：自立発展性についてプロジェクト期間の早い時点で相互に再検討することに

より、自立発展性の実現性がより高まる。 




