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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：農村開発技術センター機能強化計画（フェーズ 2 ）
終了時評価調査 

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 億 3,100 万円 

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 
(LGED), 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：特になし 

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）では、全人口の約 3 分の 2 が農村部に

居住し農村開発は同国の貧困削減実現のための最重要分野のひとつとされている。農村開発の

課題の中でも安定したインフラは農村住民の社会的・経済的な発展のために極めて重要な要素

とされる。他方、バングラデシュの農村インフラ整備状況は不十分で、更なる整備の必要性が

指摘されており、地方行政・農村開発・協同組合省（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 は柔軟性をも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される。この改善に向け、農村開発技術センター（Rural 

Development Engineering Center：RDEC）が LGED に設立された。RDEC が LGED の技術的中枢とし

て機能するための整備を目的に、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。同フェーズ 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 のアウトプットを踏まえた技術者の能力向上は喫緊の課題で 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）アウトプット： 

1. RDEC 技術者の計画策定/設計能力が向上する。 
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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：延べ 6 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：延べ 12 名〔品質管理試験アセスメント、地理情報システム（GIS）デ

ータ管理、農村道路設計/施工、農村道路調査/設計（杭基礎）、

農村インフラ計画（GIS）、農村道路維持管理（維持管理戦

略）〕 
・研修員受入れ： 9 名〔2008 年度、2009 年度、2010 年度 カウンターパート（C/P）研修〕

5 名（技術交換研修） 
・機材供与： 4,015 万 873BDT〔GIS ソフトウェア、設計ソフトウェア、国際ラフネス

指数（IRI）自動測定機、データベースソフトウェア等〕 
・現地活動費： ・1,832 万 5,837BDT（LGED 内ローカルスタッフ雇用費含む） 

・電話代、車両借り上げ費、燃料費、バングラデシュ国内研修費（会場 
 費、日当） 

バングラデシュ側 

・C/P の配置： LGED 局長（プロジェクトディレクター）以下、計 31 名の LGED 役

職レベル技術者（C/P） 
・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：交通費（車両と燃料）、研修費（会場費、本部受講者の日当） 

２．評価調査団の概要 

調 査 者 団長/総括： 古田 成樹（JICA バングラデシュ事務所 次長） 
農村インフラ計画： 田中 宏（農林水産省農村振興局整備部設計課 課長補佐） 
協力企画： 池田 一行（JICA バングラデシュ事務所 所員） 
評価分析： 白井 和子（㈱ VSOC） 

調査期間 2011 年 5 月 22 日～2011 年 6 月 8 日 調査区分 終了時評価調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（1）プロジェクト目標：RDEC の事業実施体制が強化される。 

1 種類の設計※、品質管理、維持管理のガイドラインがプロジェクト終了までに作成され

る予定で（指標 1）、本プロジェクトで得た技術に関する研修の講師として地方事務所で教

えている LGED 本部技術者が主要 4 ユニットでそれぞれ 1～3 名育成された（指標 2）こと

から、プロジェクト目標は達成されるといえる。 
 

                                                        
※ 設計ユニットは当初、1 車線と 2 車線それぞれにマニュアルを作成すると整理していたが、のちに、2 種類の車線は設計基

準により共通であると定義されていることから、1 種類の共通マニュアルを作成することとなった。 
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（2）アウトプット 
各アウトプット達成のための活動の実績に伴い、以下のアウトプットがおおむね達成さ

れている。 
アウトプット 1：RDEC 技術者の計画策定/設計能力が向上する。 

ほとんどの活動が当初計画に沿って実施された結果、GIS ユニットの技術者は GIS 地

図の更新技術を習得、農村道路マスタープランのためのガイドラインを作成した（指標

1-1～1-3）。設計ユニット技術者は橋梁分析・設計・建設研修を受講し、1 車線橋梁図面

集も完成予定（指標 1-4～1-7）。 
アウトプット 2：RDEC 技術者の品質・維持管理能力が向上する。 

品質管理ユニットは三軸圧縮試験等新技術に関する技術を習得し、現場カリフォルニ

ア支持力比（CBR）試験研修もほぼ全県で実施された（指標 2-1～2-2）。維持管理ガイ

ドラインは改訂され、簡易型マニュアルで普及研修も開始されることで地方事務所技術

者の能力向上もプロジェクト終了までに図られる（指標 2-3～2-4）。 
アウトプット 3：RDEC の技術普及体制が強化される。 

研修運営管理システムのソフトウェアはインストールされたものの、運用すべき人員

の配置が遅れている。研修履歴データの収集はプロジェクト終了時までに完了する予定

（指標 3-1）。作業部会は 28 回実施され進捗報告や意見交換を行ってきた（指標 3-2）。

また、サステナビリティプランはプロジェクト終了までに完成予定である（指標 3-3）。

 
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。 

農村インフラ整備を主管する LGED の技術者の能力向上や導入された新技術は、自然災

害に対し脆弱なバングラデシュ社会にとって依然として極めて重要でニーズが高い。バン

グラデシュ国家政策の貧困削減戦略書（PRSP）Ⅱ、更なる貧困削減のための国家戦略

（NSAPR）Ⅱでは「道路マスタープランの策定、維持管理優先の計画、高い技術による道

路建設」をめざし、第 6 次 5 カ年計画では「全地域の等しい開発の保証と包括的成長」に

焦点が当てられ、基礎的インフラ整備をめざす、とされる。日本の対バングラデシュ国別

援助計画では、経済成長を優先課題のひとつととらえ、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。 

 
（2）有効性・・・本プロジェクトの有効性は以下の理由から「非常に高い」と判断される。 

上述３－１（1）のとおり、設計、品質管理、維持管理のガイドラインが作成され、本プ

ロジェクトで得た技術を講師として地方事務所で教えられる本部技術者が主要 4 ユニット

において育成された。また、アウトプット 1 と 2 の達成がプロジェクト目標達成へ貢献し

た。また、作業部会がユニット間の情報交換、連携の場として機能し、新しい技術開発へ

とつながった（アウトプット 3）点もプロジェクト目標達成への大きな貢献要因といえる。

 
（3）効率性・・・以下の観点から効率性は「比較的高い」と判断される。 

バングラデシュ、日本双方からの投入は量、質、タイミングの観点からおおむね適切に

供与されている。特に、短期専門家による適切な指導、最先端/地域に使いやすい機材の導
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入、研修が各ユニット技術者の能力向上へつながった。他方、人員配置の遅れから研修管

理システム（TMS）の研修履歴データ入力は遅れ、事業進捗モニタリングシステム（PMS）
もプロジェクトモニタリング・評価（PM&E）ユニットの専任職員の配置が遅れている。

また、幾つかの試験施工は自然災害や養生の不足等の理由から不成功に終わり、また、提

言はしたものの実際の活用に至るとは考えにくい技術も含まれていた。 

 
（4）インパクト・・・プラスのインパクトが既にみられる。 

郡地図の更新管理技術（GIS）、道路構造物マニュアル（設計）、品質管理マニュアル（QC）、
維持管理ガイドライン等新規の技術開発とマニュアル合わせ 9 種類となった（指標 1）。被

災位置図のモデル郡は 100 に拡大予定であり、IRI による全国調査や常温アスファルトに

よる維持管理業務の改善等、地域住民へ直接的に裨益する活動も始まっている（指標 2）。
さらに、GIS 地図がウェブへ掲載されたことは予期せぬインパクトとして特筆され、また、

本プロジェクトの成果を広く農村インフラ事業へ活用した場合の多大な経済効果も期待さ

れている。 

 
（5）持続性・・・持続性は「高い」と判断される。 

主要 4 ユニットはサステナビリティプランをプロジェクト終了前に完成予定である。LGED
は同計画の実施を担保する組織力を保有し、技術力や地方事務所技術者への普及システム

は本プロジェクトで確保され、予算面でも年々増加傾向にあり今後もその見通しがある。

 
３－３ 結 論 

高い組織力を誇る LGED に対し、本プロジェクトにより IRI、常温アスファルト等新技術が

導入され、LGED 職員の技術は更に向上した。これらの技術はプロジェクト終了後も LGED 局

長のリーダーシップと職員の高いモチベーション、作業部会的機能の継続等により地方事務所

の技術者へ普及され、LGED による農村インフラ整備事業の改善が図られると期待される。よっ

て、本プロジェクトは計画どおり 2011 年 9 月で終了するものとする。 

 
３－４ 提 言 

本調査の評価結果、結論から、以下 4 項目について提言を行う。 
（1）サステナビリティプラン策定や研修履歴データベース等プロジェクト活動を完了させるこ

と。 
（2）内部ユニット委員会（作業部会の後継会）の継続的実施とサステナビリティプランのモニタ

リング等をプロジェクト終了後に確実に行うこと。 
（3）GIS、法面保護工法等本プロジェクトの成果を LGED の他の農村道路整備事業に広く活用す

ること。 
（4）GIS の本プロジェクトの成果を LGED が行う水資源開発等更に広く活用すること。 

 
３－５ 教 訓 

本プロジェクトのように、早い段階からプロジェクト終了を見越した議論を開始し具体的な

活動計画を策定することは、持続性を更に高めるために有効である。 


