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バングラデシュ 
 

北部農村インフラ整備事業 
 

外部評価者：アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー㈱ 西川圭輔 

１．案件の概要 

  

事業地域の位置図 整備された農村道路（マイメンシン県） 

 

1.1 事業の背景 

農村人口が全人口の 8割を占めるバングラデシュにおいては、農村開発を実施し、

農業部門の成長だけでなく、農業以外の産業の育成を図っていくことが不可欠である。

しかしながら、道路、村落市場等の農村インフラの整備の遅れが、農産物の円滑な流

通・販売、肥料・種子・農業機械等の調達、商業・交通サービス等の発展の妨げとな

っている。 

本事業の対象地域には、総人口の 2 割に相当する 2,500 万人が居住している。主産

業は農業であり、物流の活発化による農業セクター発展のポテンシャルは高い。しか

し、バングラデシュの平均よりも貧困率は高く、識字率は低い状況である。加えて、

0.5 エーカー以下の土地しか所有していない、もしくは土地のない農民が約 4 割を占

めており、そのほとんどが不定期に雇用される農業労働者である。また、事業対象地

域の一部では、これまでに大規模な農村インフラ整備事業が実施された実績がなく、

農村インフラの整備の遅れが円滑な物流のネックとなっており、発展の可能性の阻害

要因となっている。 

したがって、農村部の経済発展を促進するためにも、道路を中心とした農村インフ

ラの整備事業を継続的に実施していくことが重要であると位置づけられ、本事業は実

施されたものである。なお、本事業は、アジア開発銀行（ADB）、国際農業開発基金

（IFAD）、スウェーデン国際開発協力庁（SIDA）との協調融資事業である。 
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1.2 事業概要 

バングラデシュ北部地域 5県（ジャマルプール県、シェルプール県、マイメンシン

県、ネトロコナ県、キショレガンジ県）を対象に、フィーダーB 道路の整備、農村開

発技術センターの設立及び 1998 年夏に洪水被害に遭った道路の修復等を行うことに

より、物流の促進を図り、もって地域経済の発展に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 6,593百万円 ／ 6,304百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1999年 6月 ／ 1999年 7月  

借款契約条件 金利 1.0％、返済 30 年（うち据置 10年） 

（農村技術開発センター部分は金利 0.75％、返済

40年（うち据え置き 10年）） 

一般アンタイド 

借入人／実施機関 バングラデシュ人民共和国大統領／地方行政技術局 

貸付完了 2007年 3月 

本体契約 － 

コンサルタント契約 － 

関連事業 JICA「農村開発技術センター機能強化計画」 

 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 西川圭輔 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー㈱ 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2009年 12月～2010年 11月 

 現地調査：2010年 4月 22日～ 5月 9日、2010年 7月 13日～ 7月 23日 

 

 

3．評価結果（レーティング：A） 
3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 第 5次 5ヶ年計画（1997年～2002年）では、第 4次 5ヶ年計画に引き続き「貧困
緩和」が国家計画の大きな柱となっていた。そのために、農村経済の活性化、農村

部における社会サービス（初等教育、保健衛生等）の普及を図ることが掲げられ、

特に農村開発には高いプライオリティが置かれた。第 4次 5ヶ年計画では農村開発
に対する予算の資金配分率は 4.76％であったが、第 5 次 5 ヶ年計画では 10.13％に
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上昇するなど、予算面でも重要度が高まっていた。中でも農村インフラの整備には

農村開発への配分額の 64％が割り当てられるなど、特に重点的に位置づけられてい
た。 
第 5 次 5 ヶ年計画に続く貧困削減戦略文書（Poverty Reduction Strategic Paper: 

PRSP）において、農村道路の整備は農村地域の貧困削減や社会経済成長にとって一
貫して重要であるとされており、現在の国家貧困削減戦略 II（2009年～2011年）に
おいても、農村道路を含む道路交通の連結性は、農村地域の社会経済成長及び貧困

削減に大きく寄与するものであると位置づけられている。 
つまり、計画時以降から事後評価時にわたり一貫して農村地域の貧困削減と社会

経済開発の重要性が政府により打ち出されており、その重要性を反映して地方行政

技術局（Local Government Engineering Department: LGED）には多くの予算が割り当
てられている。 
施策面でも、I-PRSP（2003 年策定）に基づいて 2004 年に策定された国家陸上交

通政策（National Land Transport Policy: NLTP）において、国家の道路ネットワーク
の改善のために道路の連結や橋梁の建設の重要性が掲げられたほか、2005年には農
村地域の道路整備の方向性を定めた農村道路マスタープラン（Rural Road Master 
Plan）が策定され明確な整備・維持管理計画が示された。本事業はバングラデシュ
北部 5県において本マスタープランの内容を具現化しているものであり、高い整合
性が認められる。 
 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

農村部では道路、村落市場等の農村インフラの不足により、経済社会開発が十分

ではなかった。農村経済にとっては、流通と売買が円滑に行われることが、社会サ

ービスへのアクセス確保と共に重要であったが、多くの市場や農村道路の不備によ

り交通・交易ネットワークが妨げられていた。また、雨期には人力の交通手段です

ら通行が困難な状況であった。 
このような状況の下、1997年に ADBが北部および北西部の 13県を対象として本
事業を計画し、JICAがその一部を協調融資事業として実施したことは、バングラデ
シュの農村地域が抱える上記の問題の緩和という点で大きな意義が認められるもの

である。 
農村道路は「フィーダーB道路1」という分類の道路が LGEDの整備する中心的な
道路であり、近年の道路改善事業の実施の結果フィーダーB 道路の舗装率は大きく
向上した。1990年代に 2割に満たなかったフィーダーB道路の舗装率は徐々に高ま
っており、整備は着実に進んでいるといえるが、2005年時点で依然として 51%、事
後評価時点では 35%の道路が未舗装であり、改善を必要としている。農村地域の経
済・社会の発展にとって道路整備に対する必要性は引き続き高く、本事業の実施は

農村地域の開発ニーズに整合するものであるといえる。また、今後は道路整備とと

もに、維持管理の重要性が飛躍的に高まることが予測されている。 

                                                   
1 現在は「フィーダーB道路」ではなく、「郡道路（Upazila Road）」と呼ばれている 
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 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

農村人口が全人口の 8 割を占めるバングラデシュの農村部においては、農業部門
の成長及び農業以外の産業の育成を図っていくことが発展に不可欠であるという認

識の下、農村開発は JICAの重点支援対象分野のひとつとして位置づけられていた。
とりわけ、農村インフラ整備のひとつである道路整備は、地域経済を活性化すると

ともに国民経済へと統合することを通じた高い経済効果が期待されるため、新規支

援分野として今後重点的に取り組む必要があるとされていた。そのため、本事業は、

農村インフラ整備を通じた農村開発を支援するという当時の日本の援助方針に合致

しているといえる。 
 
以上より、本事業の実施はバングラデシュの開発政策、開発ニーズ、日本の援助

政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 
 

3.2 効率性（レーティング：a） 
3.2.1 アウトプット 
本事業は、バングラデシュ北部 13 県を対象地域とした農村インフラ整備事業で

あり、ADB、IFAD および SIDA との協調融資の下に実施された。JICA の担当項目
は表 1 の通りフィーダーB 道路改良、農村開発技術センター（Rural Development 
Engineering Centre: RDEC）、および緊急洪水対策（道路リハビリ）であった。また、
JICA担当項目の最終的なアウトプットと審査時の当初計画とを比較すると表 2の通
りであった。 

 
表 1 本事業の審査時の全体計画と支援機関 

コンポーネント サブ・コンポーネント 具体的内容 支援機関 
道路ネットワーク

整備 
ﾌｨｰﾀﾞｰ B道路改良 
・道路 1,250km 
・橋・ｶﾙﾊﾞｰﾄ 3,300m 

未舗装道路の舗装化

や、橋・ｶﾙﾊﾞｰﾄの新設

等を行う 

北部 5県 
JICA652km 
JICA2,340m 

北西部 8県 
ADB598km 
ADB960m 

農村道路（橋・ｶﾙﾊﾞｰﾄ） 
4,800m 

ﾌｨｰﾀﾞｰ B の端末部分の
農村道路の整備を行う 

ADB 

農村開発技術セン

ター 
ｾﾝﾀｰ建設及び機器調達 本事業で建設されるイ

ンフラ施設のｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃ

ｨを高める 

JICA 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ ｾ ﾝ ﾀ ｰの設計・施工監

理・研修計画策定等を

行う 

JICA 

技術支援 職員の技術向上のため

技術協力事業を要請 
JICA（別事業として検討） 

村落市場整備 村落市場整備 173箇所 ﾌｨｰﾀﾞｰ B 道路に接続す
る市場や核となる市場

の整備を行う 

ADB 

船着き場整備 船着き場整備 41箇所 船着き場の整備を行う ADB 
洪水対策 避難所建設 64箇所 

潜水道路 15km 
道路脇に避難所を建設 
洪水期を想定し、耐水

性の潜水道路を試験的

に建設する 

IFAD 
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コミュニティ支援 女性の所得向上（植樹、

村落市場での売店設置） 
道路維持管理のために

道路脇の植樹・草刈り

に女性を雇用 

IFAD 

組織強化 LGED職員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
地方自治体等ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ他 

財務・情報担当部局等

の強化を行う 
IFAD 

事業実施支援 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ ｾﾝﾀｰ建設以外のインフ

ラ施設の設計、入札補

助、施工監理を行う 

ADB、SIDA 

機材調達 建設機器・土木試験機

器購入 

緊急洪水対策（道路

リハビリ） 
道路リハビリ 北部地域の洪水被害を

受けた道路のリハビリ 
JICA 

出所：JICA審査調書 

 
 

表 2 アウトプットの計画・実績比較 
項 目 計 画 実 績 

道路ネットワーク整

備 
フィーダーB道路 652km 
橋・カルバート 2,340m 

フィーダーB道路 617km 
橋・カルバート 3,664m 

農村開発技術センタ

ー設立 
センター（6 階建）建設 
機器調達 
コンサルティング・サービス 

センター（15 階建）建設 
機器調達 
コンサルティング・サービス 

緊急洪水対策（道路

等リハビリ） 
1998年洪水 
 道路 160km 
橋・カルバート 650m 

1998年洪水 
 道路 117km 
橋・カルバート 648m 

 
2004年洪水 
 道路 142km 
橋・カルバート 174m 

 
本事業の計画段階で明らかにされた事業範囲に基づいて借款契約が結ばれたが、

その後に実施された詳細調査において、実際の農村の需要が細かく反映された結果、

整備する道路距離の短縮と橋・カルバートの延長整備が行われた。他の援助機関を

含め、計画内容の変更に関する協議もその過程で行われており、変更の内容は妥当

であったと思われる。 
RDEC は、LGED の業務増大を反映して着工前に 9 階分の増築を行うこととなっ

た。追加分の建設費はバングラデシュ政府の予算で賄われたが、JICAとの協議の結

果同意が得られた変更であり、特段の問題は見受けられなかった。 
緊急洪水対策に関しては、政府や他の援助機関からの資金が利用されたこともあ

り、1998年に発生した洪水被害対策の道路修繕距離は予定を下回った。この分の余

剰予算は、後にプロジェクトに組み入れられた 2004年の洪水対策への支出に充てら

れており、当時の緊急性が高かったことを考えるとタイムリーかつ適切なコンポー

ネントの追加であったといえる。 
 



 4-6

 
出所：LGED 提供 

図 1 本事業対象地域 
 
3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 
 本事業は、他の援助機関との協調融資案件であり、借款契約調印前にすでに関

連作業が始まっていたが、JICA の担当項目は借款契約調印後に開始されたため、

事業期間は調印時の 1999 年 7 月からとした。3.2.1 に示す通り、調印後の詳細調

査でスコープが変わったことから初期段階で時間を要したものの、LGED の非常

に効率的な事業監理により工期は短縮され、2005年 6月までには工事を完了した。 
本事業の期間は、1999年 7月～2005年 12月（78カ月間）の計画に対し、実際

には 1999年 7月～2006年 3月（81カ月間）となり、計画を若干上回った（計画

比 104％）。しかし、これは 2004 年洪水被害への対策工事が本事業項目として加
えられたことによるものであり、事業期間は実質的には計画に対してほとんど延

長していないと判断される。また、他の協調融資機関も概ね遅延なく担当コンポ

ーネントを実施した。 
 
3.2.2.2 事業費 
 事業費は、協調融資の合計額 22,566百万円のうち、JICA支援対象分として 6,593

ｼﾞｬﾏﾙﾌﾟｰﾙ県 

ｼｪﾙﾌﾟｰﾙ県 

ﾏｲﾒﾝｼﾝ県 

ﾈﾄﾛｺﾅ県 

ｷｼｮﾚｶﾞﾝｼﾞ県 

円借款事業対象地域 
（北部 5県） 

ADB対象地域 
（北西部 8県） 

全体の事業対象地域 
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百万円が計画されていた。実績額は 6,304 百万円であり、以下の主な要因により
増減が生じた結果、計画を下回った（計画比 96%）。 
- 詳細調査の結果、道路・橋・カルバートの整備距離が変化 
- 材料費の増加 
- 道路仕様の向上による費用の増加 
- 競争入札による価格抑制 
- 為替相場の変動 
- 2004年洪水被害対策工事の追加 
 2004年洪水のリハビリ事業が本事業実施中に追加されたものの、それまでの効

率的な工事実施の結果、費用節減分を活用することが可能であった。この点は高

く評価できる。また、コンサルタント費用は、5～6 社による競争入札が奏功し、

予定額の 4分の 1 程度で委託することが可能となったことも事業費の抑制に結び

付いたといえる。 
 
以上より、本事業は事業期間が計画を上回っているものの、新たな項目の追加と

いう理由から計画の変更は妥当であると考えられ、効率性は高い。 
 

3.3有効性（レーティング：a） 
3.3.1 定量的効果 
 3.3.1.1 運用・効果指標 
（1）年平均日交通量2 
本事業では多数の道路区間が整備されたが、ランダム抽出した一部の道路の年

平均日交通量は表 3 の通り推移しており、全ての県で事業完成後に概ね増加して

いる。一部には、改良後の交通量が減少した区間も見られるが、これは近隣で新

たな道路が別に整備され、一部の車両がそれらの道路を利用するようになったた

めであり、全体的な交通の流れの観点からは問題ない結果であると思われる。 
なお、本格的な交通量調査は 2003年に始められており、事業の計画時には交通

量に関して本格的な調査は行われていないため、計画時と事後評価時の交通量の

比較は困難であった。 

                                                   
2 マーケットの開かれる日と開かれない日の 2日間（それぞれ午前 8時～午後 8時の 12時間）の交
通量より算出。 
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表 3 年平均日交通量の推移 
（単位：台数） 

県名 道路区間 2003 2005 
2006 

(完成) 
2007 2008 2009 

ｼﾞｬﾏﾙﾌﾟｰﾙ ﾊﾞｸｼｶﾞﾝｼﾞ～ｼﾞｬﾍﾞﾙｺﾞﾝｼﾞ間 216     814 
ｼｪﾙﾌﾟｰﾙ ﾅｸﾗ～ﾀﾗｶﾝﾀﾞ間    318  384 
ﾏｲﾒﾝｼﾝ ﾅﾝﾀﾞｲﾙ～ﾊﾞｸﾁｬﾝﾀﾞ間   267  586 780 

ｼｬﾝﾌﾞｺﾞﾝｼﾞ～ｱﾝﾋﾞｶｺﾞﾝｼﾞ間 722  626  411 240 
ﾈﾄﾛｺﾅ ｶﾙﾏｶﾝﾀﾞ～ﾅｼﾞﾙﾌﾟｰﾙ間 2,329    3,402  
ｷｼｮﾚｶﾞﾝｼﾞ ｶﾘﾑｶﾞﾝｼﾞ～ｸﾞﾝﾀﾞｰ間  410  1,231  1,272 
注：毎年同一区間で交通量を調査しているわけではないため、データは必ずしも網羅的ではない。 

出所：LGED 提供資料 

 
（2）平均走行速度の向上・移動費用の節減 
本事業実施前は、道路は未舗装で凹凸が非常に多く、橋も整備されていなかっ

たこともあり、雨期には人力車（リキシャ）も通行できない区間が多く、徒歩が

主な移動手段であった。そのため、表 4に示すとおり、移動速度は 1km当たり 18
分（時速約 3km）を要していたが、事業実施後は車両の通行が可能となり同 3分
（時速約 20km）へと大幅に短縮した。移動費用についても、全体で 3分の 1 程度

に減少していることが受益者調査3により明らかとなった。これらの結果から、道

路の整備により平均走行速度は大幅な伸びを示すとともに、移動費用も大きく節

減されたと結論付けられる。 
 

表 4 平均走行速度の向上・移動費用の節減 

県名 

走行速度 (km/時) 1km当たり移動費用
（タカ） 

事業前 事業後 事業前 事業後 
ｼﾞｬﾏﾙﾌﾟｰﾙ 3 10 7.46 1.83 

ｼｪﾙﾌﾟｰﾙ 3 20 7.55 2.27 

ﾏｲﾒﾝｼﾝ 3 20 7.25 2.45 

ﾈﾄﾛｺﾅ 3 20 5.55 2.92 

ｷｼｮﾚｶﾞﾝｼﾞ 4 20 5.44 2.05 
5県平均 3 20 6.67 2.44 
注：移動費用の節減は、住民が交通機関に対して支払っていた運賃が事業実施前後で

どのように変化したかを調査した結果である。 
出所：受益者調査 

 

                                                   
3 受益者調査は、本事業対象 5県のフィーダーB道路の整備距離に応じて、最大のマイメンシン県

で 40人、ネトロコナ県で 24人、キショレガンジ県で 21人、ジャマルプール県で 10人、シェルプ
ール県で 5人の計 100人に対してインタビュー形式で実施した。 
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写真 1：本事業にて整備された橋（ｼﾞｬﾏﾙﾌﾟｰﾙ県） 写真 2：受益者調査の様子（ｼｪﾙﾌﾟｰﾙ県） 

 
 3.3.1.2 内部収益率の分析結果 
 経済的内部収益率（EIRR） 
 EIRR は緊急洪水対策部分を除く道
路分を対象に、事業範囲全体となる北

部地域 13 県をまとめて算出されてお
り、表 5 に示す通り審査時の想定値
29.0%から事後評価時には 20.1%に下
落した。主な理由は、事業全体の調整

役であった ADB へのインタビューによると、対象地域で最大のマイメンシン県
では低地が多く、洪水対策のため大部分が盛土構造となっている農村道路では道

路面を高くするための費用がかさむため、この地域を中心に事業費が予想よりも

高くなったとのことであった。 
   

3.3.2 定性的効果 
（1）受益者数・雇用創出 

    本事業の受益者としては、道路、橋・カルバート、村落市場、潜水道路4沿線の

住民、市場の女性専用売り場利用者、維持管理女性グループが想定されており、受

益者数は合計で 2,358万人と算出された。 
 

                                                   
4 潜水道路（Submersible Road）とは、乾期には地上に出てきて利用可能であるものの、雨期には
水面下に沈んで利用が不可能になる道路を指す。雨期にはそれらの地域には船でのみアクセス可能

となる。 

表 5 本事業の EIRR 
（単位：%） 

 計画値 実績値 

EIRR（道路分） 29.0 20.1 
注：費用は事業費、維持管理費を想定 
便益は車両運行費用の節約、交通時間の短
縮、農業生産付加価値の増加を想定 

出所：事前審査資料、ADB事業完成報告書 
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雇用については、道路建設に伴い本事業の実施中に 1,917万[単位：人日]の直接
雇用がもたらされたほか、事業の

完成により 183 の女性専用店舗
（IFAD担当項目）が事業全体で提

供された。さらに、整備した道路

の日常的な維持管理を担当するた

めに女性グループが組織され、道

路 1km当たり 2名の女性が LGED
に雇用されている。その結果、本

事業対象地域内で約 1,200 人の女
性に対して雇用機会が提供される

ようになった。 
 
（2）その他の定性的効果 
本事業の実施による路面状況の改善は著しく、教育機関、病院、その他公共サ

ービスへのアクセスや公共サービスの各村落への提供は大幅に向上した。受益者

調査でも、回答者全員が社会サービスへのアクセスが向上したと回答した。また、

道路状態の大幅な改善により物流も以前に比べて活発になった。受益者調査にお

いても、回答者の 99%が物流は活発になったとしている。 
さらに、審査時には洪水被害の防止が効果として想定されていたが、アスファ

ルト舗装や橋やカルバートといった耐久性の高いコンクリート構造物の建設によ

り、実際に雨期の洪水被害防止に大きな効果を発揮しているといえる。 
 
以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 
3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 
 道路整備のインパクトとしては、道路沿いや村落市場の小売店の増加、村落市

場の活性化が大きな効果として挙げられる。ADBの行った調査では、沿線の小規
模店舗の数が事業実施前後で平均 2.3 倍、個々の店舗の売上げも 2 倍以上に増加

したという結果も出ており、地域経済に大きなインパクトがあったことがうかが

われる。 
農業利益についても、LGED が事業実施中に民間委託により行った調査による

と、沿線農家は投入財をより安価に早く入手できるようになったほか、農業生産

高がそれぞれ前年比で 2001年に 15％、2002年に 19％、2003年に 18％増加した。

また、受益者調査では回答者全員が、道路整備により所得が増加したと回答した。

主な貢献要因は以下の表 6 の通り、交通システムが改善したことにより、財・サ

ービスの購入費用が安価になったことや、生産物が消費地により迅速に運搬され

るようになったことで出荷量が増加したことが最も多く挙げられた。このような

効果を通じて、沿線住民は農村地域の生活は変化したと感じている。 

 
写真 3：日常的な道路維持管理作業を行う女性グル
ープ（ｼﾞｬﾏﾙﾌﾟｰﾙ県） 
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表 6 所得増加の貢献要因 

（単位：%） 
所得増加の貢献要因 割合 

交通システムの改善 72 
移動時間の短縮 13 
輸送コストの縮減 11 
村落市場の創設・拡充 4 
合計 100 

出所：受益者調査 

 
3.4.2 その他正負のインパクト 
（1）自然環境へのインパクト 
事業計画時、道路整備により路面や法面における浸食が抑制され、排水の水質

汚濁が防止されることが期待されていた。事業実施の結果耐久性の高い構造物の

建設、貧困女性グループによる路面（未舗装部分）・法面保護、植林、清掃により、

排水の流れが以前よりスムーズになり、水質汚濁が改善しているとのことであり、

実地調査でも排水が滞り水質汚濁が生じている箇所は見受けられなかった。 
 
（2）住民移転・用地取得 
他の援助機関担当分を含む事業対象地域全体で 250ha の用地が取得されること

が見込まれていたが、LGEDによると土地は現地関連法及び世界銀行及び ADBの
定めた行動計画に基づいて取得されるとともに、影響を受けた人々には行動計画

の規定に従って補償が行われたとのことであった。旧土地所有者への聞き取り調

査においても、補償水準は十分であったため概ね満足していることがうかがわれ

た。なお、用地取得に伴う住民移転は発生しなかった。 
 
（3）その他正負のインパクト 
本事業では、道路際の植樹作業、路肩の維持管理等において女性が雇用される

ことが想定されていたが、3.3.2 に示す通り、実際に女性グループが組織化され、
雇用機会が創出された。雇用される女性は 2年ごとに交代することとなっている。
1日当たりの収入は 90タカであり、そのうち 54タカが毎月末に本人に支給され、
36タカは別の口座に 2年間積み立てられる。2年の雇用期間終了時に、その合計
額約 26,000タカが本人に一括支給される仕組みとなっており、その資金を基に家

畜の購入や小規模店舗の設立などを始める者もいる。これは女性雇用の観点から

非常に有効な仕組みであり、効果的に機能している。その要因としては、各郡に

拠点を有する LGED 自身がその近接性を生かして直接組織化を主導していること

が挙げられた。 
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3.5 持続性（レーティング：b） 
3.5.1 運営・維持管理の体制  
事業完成後のフィーダーB 道路の維持管理は、農村インフラ維持管理ユニット

（Rural Infrastructure Maintenance Management Unit: RIMMU)が担当している。RIMMU
の下、地方部に 3段階の維持管理（Operation & Maintenance: O&M）担当組織が設置
されており、本事業対象 5県（マイメンシン地域）の O&M担当者数は 211人であっ
た。また全ての郡で、維持管理も担当する調査者及び業務補助員が配置されており、

これらを含めると 5 県の維持管理従事者数は 446 人である。LGED では維持管理の
重要性が高まっていることを反映して、維持管理担当幹部をそれまでの監督技術者

（Superintending Engineer、部長級）から副局長（Additional Chief Engineer: ACE）に
格上げし、全体の調整をより効果的なものにするよう体制を変更した。なお、RDEC
の維持管理は、本部の管理部門 (Administration)の建物維持ユニット（Building 
Maintenance Unit: BMU）により行われている。 
維持管理体制としては、現場により近い郡レベルまで職員を配置し、日常的な維

持管理作業を行う女性グループを適切に管理しているといえる。本事業地域を受け

持つマイメンシン地域では、最近まで維持管理に携わる担当者数は 164 人であった
が、現場にて実際の監督者として機能する技術者が各郡に 1人ずつ（計 47名）追加

されたことにより、今後の維持管理作業がより効果的になることが期待されている。 
 

 

出所：LGED 提供資料 

図 2 LGED組織図（本事業向け簡略版） 
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 3.5.2 運営・維持管理の技術 
LGED は、本部および地方部の技術者に対して道路維持管理に関する訓練コース

を RDECにて定期的に開催しており、2008／09年度には 110名に対して 5日間の研
修コース「道路維持管理研修（Training on Road Maintenance Management (RMM)）」を
実施した。また、中間管理層の技術者を外国研修に参加させているほか、様々な援

助機関による事業の一環として維持管理を含む各種研修・訓練プログラムを展開し

ており、LGED職員のみならず、住民を含む各事業の関係者が受講している。なお、

2008／09年度には、LGED全体で 330の研修コースを実施し、全国で 44万人以上の
関係者が受講した。 

LGEDでは道路資産管理システム（Road Asset Management System: RAMS）の下、
路面状況の調査や交通量調査等を通じた維持管理ニーズの把握を行う仕組みを確立

しており、それに基づいて毎年改修工事の優先順位を決めている。また、そのため

のデータベース（道路・構造データベース管理システム（Road & Structure Database 
Management System: RSDMS））が構築されている。 

LGEDによると、日常的な維持管理に関する技術には問題はないとのことであり、

実査においても技術的な問題は見受けられなかった。研修も下記コラムの通り、技

術者の能力向上に力を入れていることがうかがわれた。
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【農村開発技術センター機能強化計画（JICA技術協力プロジェクト）】 
 
（概要・目的） 
 RDECは、LGEDの技術力強化を目的として本事業にて建設された LGEDの研修施設で
あり、竣工後には関連事業として JICA 技術協力プロジェクト「農村開発技術センター
（RDEC）機能強化計画」が実施されている。RDEC 機能強化計画は 2 つのフェーズに分
かれており、2003～2006 年の第 1 フェーズで以下の成果が達成された（PDM より抜粋、
一部追記）。 
・LGED がこれまでに実施してきた各プロジェクトから得られた技術知識と経験が RDEC に蓄

積され、LGED内に普及される準備が整う。 
・農村インフラ整備に関する技術基準や適用技術の管理が改善される。 
・RDECの機能発揮に向けて、現況研修システムが基礎的不足技術の補強も含めて改善される。 
・上記の成果を基に RDECの今後の運営方針（ステップアッププラン）が策定される。 
現在は、フェーズ 1 にて策定されたステップアップ

プランの具体的な実施を支援すべく、フェーズ 2 が
2007 年より 2011 年までの予定で実施されており、農
村インフラ整備の事業サイクルに関連する地理情報シ

ステム（GIS）/計画、設計、品質管理、維持管理を重

点分野とした技術支援を通じた技術者の能力向上を図

っている。 
 
（調査結果） 
事後評価では、本事業で建設された RDECにて実施

された技術協力プロジェクトを通じて、主な受益者で

ある LGED技術者が実際に知識や技術を身につけ、日
常業務に活用しているかどうかを中心にアンケート調

査5を行った。 
道路維持管理に関する研修受講者のうち、内容が「非

常に役に立った」もしくは「役に立った」と感じた回

答者は 97%に上ったほか、回答者全員が研修の結果専門知識が向上したと回答した。それ
らの知識が実際の日常業務で生かされているかどうかについても、十分活用しているとい

う回答者が 60%、一部活用しているという回答者が 39%に達しており、研修受講者の満足

度および応用度は概ね高いということができる。また、RDEC については、89%がコース
の充実度に満足していると同時に、回答者全員が LGEDの技術力向上のための中核拠点と
して機能していると考えていることが明らかとなった。 
一方で、回答した技術者たちは、全般的な維持管理予算不足を現場で感じており、研修

で得られた知識や技術をいかに現場の業務にて頻繁に活用できるかが課題のひとつとし

て挙げられる。 
 

（本事業との関係） 
本事業において RDECを建設し、そこで関連事業として技術協力プロジェクトを実施した
ことにより、研修体制が確立し多数のプログラムが実施されるようになった結果、農村イ

ンフラの整備や維持管理に関する能力が向上したといえる。センターの建設のみならず、

組織の中に研修の体制を確立させ、それを内製化する取り組みを行ったことは、長期的な

維持管理能力の向上に非常に有効であるといえる。オーナーシップが高く、かつ組織管理

体制の整った LGEDのような機関であれば、他国でもこのような円借款事業と技術協力事
業の有効な連携は実現可能といえよう。 
                                                   
5 アンケート調査は、2005年から 2010年の間に RDECで維持管理に関する研修を受けた LGED
の技術者に対して行い、108名から回答を得た。回答者は、各郡のエンジニア（Upazila Engineer）
38名と、その部下に相当する上級補助技術者（Senior Assistant Engineer）37名及び補助技術者

（Assistant Engineer）33名であった。 

写真 4：本事業で建設した農村
開発技術センター（RDEC） 
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3.5.3 運営・維持管理の財務 

LGED の維持管理予算は 2000 年代に漸増しており、特に 2004／05 年度には大幅に

増加した。これは日本による債務削減相当資金（Japan Debt Cancellation Fund: JDCF）

から 12億タカを実際の道路の維持管理に充てるようになったことによるものである。

ただし、LGEDの維持管理予算は増加傾向にあるものの、表 7に示す通り必要額6に対

して不十分であり、増大する維持管理の需要を満たしていない。また、維持管理費の

不足額は徐々に増加している。 

 

表 7 維持管理予算の推移（LGED総額） 

（単位：百万タカ） 

年度 
（7月～6月） 

維持管理予算 
必要維持管理費用 

改修 維持 合計 
2001/02 1,250 

記録 
なし 

3,268 - 
2002/03 1,650 3,701 - 
2003/04 2,000 3,736 - 
2004/05 3,800 5,124 - 
2005/06 4,000 4,802 5,546 10,348 
2006/07 4,315 5,914 6,961 12,875 
2007/08 4,900 7,045 8,273 15,318 
2008/09 4,900 8,343 9,778 18,121 
2009/10 5,085 9,830 11,501 21,331 
出所：LGED 提供資料 

 

 
出所：LGED 提供資料 

図 3 本事業対象 5県の維持管理予算・必要額の推移 

                                                   
6 農村道路マスタープランの見通しによる。毎年 10%のインフレを想定して算出されている。 

（単位：百万タカ） 
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本事業対象 5県においては、LGED全体の維持管理予算のほぼ 10分の 1に相当す

る約 4億タカの予算が割り当てられている（図 3）が、道路状況が本事業を通じて比

較的改善されたことを背景に、LGED 全体予算に占める割合は低下している。全国

の傾向と同様に、対象 5 県に割り当てられる予算の伸びは増大する維持管理需要を

満たすものとはなっていない。 

なお、日本の債務削減相当資金（JDCF）の充当は 10年間の期限付きの措置である

ため、十分な維持管理を実施するための予算の確保が大きな課題である 。バングラ

デシュ政府内では、道路維持基金の設立の可否や成果ベースの維持管理プログラム

の導入可能性など様々なオプションが検討されたが、実効性が疑問視され、いずれ

も実行に移されていない。JDCFの充当が打ち切られた後の見通しも立っていないが、

維持管理への意識が政府内で高まっているとのことであった。しかし、増大する維

持管理需要にどの程度対応できるかは、具体策が現時点では打ち出されていないこ

ともあり、未知数であると思われた。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

維持管理は LGED 本部、県事務所、郡事務所すべての職員に関わる活動であり、

道路状況の調査や費用予測等に基づいて維持管理活動実施の計画・スケジュールが

作成されている。 

道路及び橋・カルバートの状態は、比較的最近完成した道路ということもあり、

一部に維持管理活動（道路補修等）の不足が感じられる部分もあったものの、概ね

問題なく整備されている。また路肩は前述の通り組織化された貧困女性グループに

より常に管理されており、法面の保護ひいては洪水被害の防止にも役立っている。 

LGEDでは、道路の路面平坦性を評価する指標として、2006年以降世界共通の指

標である「国際ラフネス指数（International Roughness Index: IRI）」を用いて路面状

況を把握しており、本事業の対象道路は事業完成時に概ね良好な状態であった。そ

の後路面状況が悪化した一部の道路区間については、LGEDが 2009／10年度に補修

したとのことであった。 
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表 8 国際ラフネス指数（IRI）の推移 

県名 道路区間 
2006 

(完成) 
2007 2009 

完成後の補修

（2009/10年度） 
ｼﾞｬﾏﾙﾌﾟｰﾙ ﾊﾞｸｼｶﾞﾝｼﾞ～ｼﾞｬﾍﾞﾙｺﾞﾝｼﾞ間 7.30 6.80 10.30 あり 
ｼｪﾙﾌﾟｰﾙ ﾅｸﾗ～ﾀﾗｶﾝﾀﾞ間 5.00 6.00 9.00 あり 
ﾏｲﾒﾝｼﾝ ﾅﾝﾀﾞｲﾙ～ﾊﾞｸﾁｬﾝﾀﾞ間 5.30 5.20 5.28 あり 

ｼｬﾝﾌﾞｺﾞﾝｼﾞ～ｱﾝﾋﾞｶｺﾞﾝｼﾞ間 6.90 5.00 6.60 なし 
ﾈﾄﾛｺﾅ ｶﾙﾏｶﾝﾀﾞ～ﾅｼﾞﾙﾌﾟｰﾙ間 6.00 - 5.90 あり 
ｷｼｮﾚｶﾞﾝｼﾞ ｶﾘﾑｶﾞﾝｼﾞ～ｸﾞﾝﾀﾞｰ間 4.70 5.10 7.60 あり 
注：LGEDによると、IRIは 6以下が「良好」、6～8が「ほぼ良好」、8～10が「やや難あり」、10
以上が「難あり」と分類されている。 
出所：LGED資料 

 

保守点検資機材は、現時点では大きな不足状態は生じておらず、通常の作業で大

きな不都合を感じることはないとのことであった。LGED の技術者による巡回指導

は、不定期であるものの頻繁に行われており、沿線住民にも十分に認識されていた。 

 

以上より、本事業の維持管理は財務状況の一部に問題があり、本事業によって発現

した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び教訓・提言 
4.1 結論 

農村人口割合の高いバングラデシュでは、国家政策において常に農村開発に重点が

置かれてきており、道路インフラ整備を支援した本事業の妥当性は非常に高い。LGED

の事業実施能力の高さを反映し、実質的な事業期間は計画内に収まったほか、事業費

も予算内であった。有効性についても、交通量の増加や平均速度の向上、さらには移

動費用の節減も実現したほか、沿線地域の商業活動や社会サービスへのアクセス等も

向上しており、目的を十分に達成した事業であったといえる。また、LGED の体制や

技術力にも懸念はない。しかし、維持管理予算と必要維持管理費用との差が拡大して

おり、今後十分な維持管理予算が確保されるかどうかが懸念される。以上より、本事

業の評価は(A)非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

維持管理予算の確保及びコストの低減 

道路の維持管理はこれまで以上に重要になることが予想されており、そのための

予算確保を図るとともに、維持管理コストの節減の観点から、対象道路の規模等に

応じて民間への舗装面の改修工事を委託する可能性を探ることも検討課題である。

これは国内産業の育成にもつながることが期待される。 
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 4.2.2 JICAへの提言 

 増大する維持管理需要に対して、我が国は近年 JDCFを基に対処してきたが、根本

的な解決を目指し、ADB 等の他ドナーと連携して、道路改修や維持管理に一層焦点

を当てていくようバングラデシュ政府関係者に促していくことが重要であると考え

られる。 
 

4.3 教訓 

（1）女性グループの組織化 
現金収入機会の乏しい沿道の貧困女性グループの組織化 による道路維持管理の

仕組みは、バングラデシュの農村インフラ整備において有効なものとして評価され、

同国他地域でも同様の組織化が進んでいる。組織化は、LGED が郡レベルまで技術

者を配置し、農民の維持管理作業を直接指導できる体制を敷いていることが成功の

大きな要因として挙げられる。この維持管理方式は、農村道路管理のひとつのモデ

ルとして他国の類似案件にも応用できる可能性が十分にあると思われる。 

 

（2）円借款事業と技術協力事業の連携 
本事業の特徴でもあった円借款事業とそれに続く技術協力事業との連携について

は、本事業をきっかけとした相乗効果が認められた。RDEC の建設を行ったことに

より恒久的かつ十分な場所と設備が確保できる研修施設が整い、そこで数年にわた

る技術協力事業を実施することを通じて LGED職員の技術力向上と研修制度の内製

化が可能となった。研修プログラムの継続性を確保しながら LGED技術者全体の能

力向上に向けた取り組みを行うことは、道路整備や維持管理の技術を他の様々な事

業に適用することにもつながる。また、円借款事業のプロジェクトリーダー及び技

術協力事業のカウンターパートとして積極的に LGED全体の能力向上に努めた局長

をはじめ、LGED が組織を挙げて職員の能力向上に取り組もうとする姿勢が見られ

たことも成功の要因であるといえる。 

本事業は、円借款事業として研修施設を建設したものであるが、技術協力事業も

併せて実施し、研修施設を利用して職員の能力向上の確立を図っている。両援助事

業を円滑に実現する過程では、実施機関のオーナーシップが高かったことや、事業

全体の効果向上を目的として施設建設と技術支援の 2 つの事業を有機的に連携させ

たことが、今後の類似事業の実施を考える際にも特徴的な要素であったということ

ができよう。 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  道路ネットワーク整備 
フィーダーB道路 652km 
橋・カルバート 2,340m 
 

道路ネットワーク整備 
フィーダーB道路 617km 
橋・カルバート 3,664m 
 

農村開発技術センター設立 
センター建設（6 階建て） 
機器調達 
コンサルティング・サービス 
 

農村開発技術センター設立 
センター建設（15 階建て） 
機器調達 
コンサルティング・サービス 
 

緊急洪水対策（道路等リハビリ） 
【1998年洪水】 
 道路 160km 
 橋・カルバート 650m 
 

緊急洪水対策（道路等リハビリ） 
【1998年洪水】 
 道路 117km 
 橋・カルバート 648m 
【2004年洪水】 
 道路 142km 
 橋・カルバート 174m 
 

②期間  
 

1999年7月～2005年12月  
（78ヶ月）  

1999年7月～2006年3月  
（81ヶ月）  

③事業費 外貨  
内貨  

 
合計  

（協調融資全体の

うち円借款分）  

換算レート  

141百万円  
6,452百万円  

（2,491百万タカ）  
6,593百万円  

 
 

1タカ  ＝  2.59 円  
 （1998年11月現在）  

0百万円  
6,304百万円  

（3,150百万タカ）  
6,304百万円  

 
 

1タカ  ＝  2.00 円  
（1999年7月～2006年3月平均）  

 


