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国名
公務員研修能力強化プロジェクト

バングラデシュ

I 案件概要

事業の背景

バングラデシュ国では公務員制度改革は急務の課題であり、同国政府は「総合的品質管理（TQM）」
と「人間関係」に着目し、これら 2 つのアプローチを通じて、公共セクター組織の経営体質の改善を目
指していた。TQM は全ての組織内人材を巻き込んであらゆる活動において顧客が満足する品質を提供
することを目指す活動である。また TQM は人間関係の要素を内包するものであり、公務員ひとりひと
りの姿勢を顧客重視へと変えることにも繋がると考えられている。TQM に関する知識および技能は、
公共セクター組織の経営効率を高め、組織全体および公務員個人の変革を通じて、公共サービスの質の
改善に役立つことが期待されていた。

事業の目的

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 研修実施に係るバングラデシュ行政研修所（BPATC）（注１）

の組織的能力が強化される。
3. 想定された課題解決への道筋 1：

本プロジェクトは、①TQM 研修プログラム（注２）の開発および BPATC と 4 つのパートナー研修機関
（国家教育運営アカデミー、バングラデシュ農村開発アカデミー、ボグラ農村開発アカデミー、計画・
開発アカデミー）の研修講師に対する研修実施、および②モデル事業（注３）の実証を行う。これらの活
動を通じて、BPATC の研修講師は、「TQM 短期集中コース」および「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）プログラムにおける TQM モジュール」などの TQM 研修を企画・
実施できるようになり、また BPATC は TQM 研修受講者が各々の職場で TQM を導入する際に彼らを支
援する役割を担うようになる。そして、BPATC と 4 つのパートナー研修機関により実施された TQM 研
修を受講した公務員は、各々の職場で TQM アプローチを導入し、彼らが提供する公共サービスの質が
向上する。

（注 1）バングラデシュ行政研修所（BPATC）は人事省に所属し、バングラデシュ政府の行政官（公務員）に対して

主要な研修を行う中央研修機関である。

（注 2）「TQM 短期集中コース」および「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

グラムにおける TQM モジュール」を指す。

（注 3）モデル事業とは、公共サービスへの TQM アプローチの導入を実証するケース・スタディである。モデル事

業は、TQM 短期集中コースの受講者および BPATC から提案されたアクション・プランの中から選ばれる。

モデル事業の実証結果は、TQM 研修マニュアルおよび教材の改善・修正に活用される。

実施内容

1. プロジェクトサイト：ダッカ市
2. 主な活動：階層別研修の TQM モジュール（TQM のコンセプトを簡易にまとめた研修科目）および

TQM 短期集中コースの開発、TQM 研修講師の育成（トレーナーズ・トレーニング）、TQM の宣伝
活動、モデル事業の実施など。

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
1) 専門家派遣：12 人
2) 研修員受入：19 人
3) 機材供与：事務機器、備品類

相手国側
1) カウンターパート配置：6 人およびリソースパーソ

ン 33 人
2) 土地・施設提供：プロジェクト事務所、電気、水

道、LAN システム
3) その他：カウンターパート給与

協力期間 2007 年 1 月～2010 年 1 月 協力金額 229 百万円

相手国実施機関 人事省・バングラデシュ行政研修所（BPATC）
日本側協力機関 株式会社パデコ

関連案件

我が国の協力
 本プロジェクトのフォローアップのための JICA 短期専門家派遣（技術協力、2010～2011 年）
 TQM を通じた公共サービス改善プロジェクト（技術協力、2012～2017 年）

他ドナーの協力：
 MATT2 プロジェクト（英国国際開発省、2005～2012 年）
 21 世紀に向けた公共サービス能力開発プロジェクト（国連開発計画、2005～2007 年）

II 評価結果 2

1 妥当性
本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに第一次貧困削減戦略文書（2005 年）および第二次貧困削減戦略文書（2009

年）で掲げられた「公務員改革を通じた公共サービスの改善」というバングラデシュ国の開発政策、「バングラデシュの公
共セクター組織への TQM アプローチの導入を行うための BPATC の組織能力の強化」という開発ニーズ、および日本の対
バングラデシュ援助方針および JICA 対バングラデシュ重点分野（2005）における重点課題である「公共サービスの質の改
善」と十分に合致しており、妥当性は高い。

                                                  
1
事後評価時に整理。

2
評価の制約：本事後評価では、計画時に設定されたプロジェクト目標および上位目標の指標の見直しを行い、本プロジェクト目標および

上位目標の達成度が適切に検証できるよう、代替指標や追加指標を策定した。



2 有効性・インパクト

本プロジェクトは、バングラデシュ国の公共セクター組織への TQM の導入を促進するための BPATC の組織能力の強化
に焦点を当てたものである。本プロジェクトでは、「TQM 短期集中コース」の研修マニュアルおよび「階層別研修プログラ
ム」における TQM モジュールとその教材の開発を行った。これらの TMQ 研修プログラムは BPATC の学術評議会にて正式
に認定され、バングラデシュ国の公務員の公式研修プログラムの一部として組み込まれた。またトレーナーズ・トレーニン
グにより、BPATC およびパートナー研修機関の 67 人の講師が、「適格な能力を有する TQM 研修トレーナー」と認められた。
プロジェクト完了までに、250 人の行政官を対象に「TQM 短期集中コース」が 8 回、137 人の郡（ウパジラ）行政官を対象
に TQM コースが 6 回開催された。これにより、プロジェクト目標である「公務員に対する TQM 研修実施に係る BPATC の
組織的能力の強化」は達成された。

上位目標については、2013 年 7 月までに累計 269 回の TQM 研修コース（「TQM 短期集中コース」が 28 回、「階層別研修
プログラムにおける TQM モジュール」が 235 回、「郡（ウパジラ）を対象としたパイロット TQM 研修」が 6 回）が実施さ
れ、累計受講者数は 9,967 人となった。これらの研修の結果、TQM アプローチの導入による郡（ウパジラ）レベルの公共
サービスの質の改善を目指したアクション・プラン約 230 件が策定され、そのうち 150 件のアクション・プランが実行に移
され成果をあげた。さらに上記 150 件のアクション・プランから 40 件を選んで、セミナー、ワークショップ、ニュースレ
ターやパンフレットなどの宣伝媒体を通じて、その成果の発表が行われた。実施機関によると、これらのアクション・プラ
ンの実施により、(a) 土地名義の変更手続きに要する時間が 3 ヵ月から 25 日に短縮された、(b) 小学校の出席率が 70%から
80%に増加した、(c) 衛生的なトイレ施設の使用率が 30%から 50%に増加した、(d) 家畜家禽類の感染症に係る情報収集率
が 40%から 70%に増加した、(e) 漁業法順守率が 70%から 95%に増加した、(f) 水質のヒ素検査を行った井戸の割合が 22%
から 30%に増加した、(g) 高齢者への年金支給率が 100%まで増加した、など郡（ウパジラ）レベルにおける TQM の適用に
よって正のインパクトが得られた。一方、上記の行政サービスの質の向上に関する受益者（土地所有者、学校教師と生徒、
地域住民、年金受給者等）の満足度については、満足度調査を行っていないため、不明である。上述のとおり、TQM の実
践により行政サービスの質の向上を実現したアクション・プランの成功例は、いくつかの郡（ウパジラ）において認められ
た。また中央レベルの多くの行政官も、TQM のコンセプトに基づき個々の業務・サービスの質を改善すべく、各々の仕事
の見直しを始めている。以上のことから、上位目標として掲げた「TQM の実践を通じた公共セクター組織によるサービス
の質の改善」については、部分的に達成したとみられる。しかしながら、そのような成功事例は郡（ウパジラ）レベルに限
定されており、本プロジェクトのアウトカムが全国レベルに展開するまでには至っていない。本プロジェクトの成功を基に、
そのアウトカムをさらに全国に展開すべく、本プロジェクトの継続プロジェクト（フェーズ 2）として、JICA 技術協力プ
ロジェクト「TQM を通じた公共サービス改善プロジェクト（協力期間：2012～2017 年）」が現在実施中である。

以上より、本プロジェクトのプロジェクト目標は十分に達成し、上位目標は部分的に達成したと認められることから、有
効性・インパクトは高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

（プロジェクト目標）

公務員に対するTQM研修実

施に係るバングラデシュ行

政研修所（BPATC）の組織的

能力が強化される。

各種 TQM 研修を実施するための人

材が BPATC に育成される。

（プロジェクト完了時）合計 67 人の講師（BPATC：48 人、パート

ナー研修機関：19 人）が「適格な能力を有する TQM 研修トレーナ

ー」としてプロジェクトにより認められた。

（事後評価時）合計 77 人の講師（BPATC：48 人、パートナー研修

機関：29 人）が「TQM 認定研修トレーナー」の公式資格を各研修

機関から与えられた。

TQM 研修モジュールが開発され

る。

（プロジェクト完了時）TQM 短期集中コースおよび階層別研修の

TQM モジュール、ならびに研修マニュアルおよび教材が、BPATC
およびパートナー研修機関により開発された。

（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。

TQM 研修を受講した公務員のうち

200 人以上が TQM を仕事に適用す

る。

（事後評価時）2007 年 1 月から 2013 年 7 月までの期間に、合計 9,967
人の行政官が TQM 研修を受講した。これまで 150 のアクション・

プランが郡（ウパジラ）レベルで実行されていることを考慮すると、

少なくとも 150 人の行政官が業務に TQM を取り入れたと推測され

る。

研修受講者が TQM を適用した組織

において顧客満足度が上昇する。

（事後評価時）これまで顧客満足度調査を行っていないことから、

当該情報については不明。

出所：プロジェクト完了報告書および BPATC。
注：上記のプロジェクト目標および上位目標の指標は、本プロジェクト事前評価時のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

に記載されたもの。

3 効率性

本プロジェクトの協力期間は計画内に収まったものの（計画比 100%）、協力金額は計画を大幅に上回った（計画比 159%）。
また成果の産出に対し、投入要素は適切であった。よって、効率性は中程度である。
4 持続性

本プロジェクトは、政策・制度面については、第二次貧困削減戦略文書（2009～2011 年）にて引き続き重要な位置づけ
にある。実施機関の体制は、BPATC およびパートナー研修機関は、TQM 研修を継続して実施できる十分な人材を確保して
いる。本プロジェクト完了後、77 人の講師（BPATC：48 人、パートナー研修機関：29 人）が「TQM 認定研修トレーナー」
の公式資格を各研修機関から与えられ、そのうち 75 人の講師が現在でも TQM 研修講師として活躍している。BPATC では
いくつかの「TQM 短期集中コース」において、引き続きメンター制度（注１）を設けており、また、政策立案者や政府高官に
対する普及セミナーの開催や、広報資料の作成・更新などの広報活動も行っている。技術面については、BPATC およびパ
ートナー研修機関の講師は、彼らの組織に蓄積された知識・経験を保持するために、各々が習得した TQM に関する知識や
技能や作成した研修マニュアルを互いに学びあい、伝える努力をしている。また研修カリキュラムの継続的な見直しの一環
として、モデル事業でのアクション・プランの実践によって抽出された新しいケース・スタディは、研修カリキュラムに取
り入れられた。財務面については、BPATC については、TQM 研修を継続するための予算配分は適切に行われている。一方、



パートナー研修機関の研修予算は、経常予算ではなくプロジェクト・ベースで予算組みがなされるため、研修予算は不足し
ている。この点については、本プロジェクトの継続プロジェクト（フェーズ 2）でも、政府高官に対して郡（ウパジラ）レ
ベルで確認された成功事例を説明し、TQM 研修の重要性への理解を求めるなどの働きかけを行っている。

よって、本プロジェクトは財務面に一部問題が認められることから、持続性は中程度である。

（注 1）メンター制度の目的は、アクション・プランを各々の職場で実行に移す研修受講者を支援することにある。

5 総合評価

本プロジェクトのプロジェクト目標は十分に達成され、上位目標は部分的に達成された。本プロジェクトにより「公務員
に対する TQM 研修実施に係る BPATC の組織的能力の強化」は達成された。例えば、本プロジェクトにより「TQM 短期集
中コース」の研修マニュアルおよび「階層別研修プログラム」における TQM モジュールが開発され、これらはバングラデ
シュ国の公務員の公式研修プログラムとして認められた。また 67 人の講師が、「適格な能力を有する TQM 研修トレーナー」
と認められ、プロジェクト完了までに、250 人の行政官を対象に「TQM 短期集中コース」が 8 回、137 人の郡（ウパジラ）
行政官を対象に TQM コースが 6 回開催された。本プロジェクト完了後も、TQM 研修は各研修機関により継続して行われ、
郡（ウパジラ）レベルの公共サービスの質の改善を目指したアクション・プラン 150 件が実行に移され、一部の郡（ウパジ
ラ）では成功を収めた。持続性については、パートナー研修機関では予算不足のため TQM 研修を継続して行うことが困難
な状態にあるため、財務面で一部問題が認められる。効率性については、協力金額が計画を大幅に上回った。

以上より総合的に判断すると、本プロジェクトは高いと評価される。

III 教訓提言

実施機関への提言：

 実施機関は、現在実施中の JICA 技術協力プロジェクトと連携して、上記に述べた問題に対応すべく努力することが期

待される。とりわけ、講師の指導の質やモチベーションの向上およびメンター制度の強化などを通じて、公務員への TQM
アプローチの普及のためのフォールポイントとしての役割を担う BPATC の組織能力の維持および一層の強化を図るこ

とが重要である。

 TQM 研修受講者が自ら作成したアクション・プランを実行に移し、その実践活動をさらに向上させるため、彼らに対す

る動機づけの仕組み（メカニズム）を開発することを提案する。情報共有や相互学習のためのプラットフォームやネー

トワーク作りは、アクション・プランを実行に移す意志のある受講者にとっては、役に立つと思われる。

プロジェクト実施前後のオフィスでの

ファイル管理の変化（一例）

魚市場におけるホルマリンを使用しない魚の保存

方法について、魚販売人への研修やチラシの配布

などを通じて普及を行う「カイゼン活動」の様子

実施前

実施後


