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国名
行政と住民のエンパワメントを通じた参加型農村開発プロジェクト（フェーズ 2）

バングラデシュ人民共和国
I. 案件概要

プロジェクトの背
景

バングラデシュでは、貧困層の 80％が暮らす農村部においては、郡レベルの関係行政機関の横断的調整が
行われておらず、また行政側リソースの不足もあり、縦割り行政の弊害から住民のニーズに十分に対応さ
れてこなかった。こうした問題に対して、ユニオンレベルにおいて住民のニーズと農村開発に関する行政
サービスを結ぶための活動が技術協力「住民参加型開発行政支援」（PRDP フェーズ 1）によって導入され
た

1
。これらの活動はパイロットユニオンにおいて期待されたとおりに機能し、リンクモデルと名付けられ

た。その後、より多くのユニオンにおいてリンクモデルを試行し、全国に同モデルを展開するために、プ
ロジェクトのフェーズ 2 が実施されることとなった。

プロジェクトの目
的

1.  上位目標：バングラデシュ国において、地域の特性に応じた仕組みにより、村落住民の意向が反映さ
れた開発が行われる
2.  プロジェクト目標：村落住民と末端の農村開発行政機関を結び、村落住民の意向が開発に反映される
仕組み（リンクモデル）が対象地域に置いて機能し、その普及の体制が整う

実施内容

1. プロジェクトサイト：
タンガイル県カリハティ郡内 11 ユニオン、
コミラ県ティタシュ郡内 2 ユニオン、メヘル
プール県メヘルプール・サダール郡内 2 ユニ
オン

2. 主な活動：
（i）ユニオン開発官（UDO）・オーガナイザ
ーの研修、（ii）ユニオン調整委員会の設立と
関係者の研修、（iii）小規模インフラ事業の計
画・実施を通じた村落委員会の組織化と研
修、（iv）リンクモデル室関係者の研修

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）：

日本側
1) 専門派遣 16 人
2) 研修員受入 112 人
3) 機材供与 事務機器他
4) 現地業務費 442 百万円

バングラデシュ側
1) カウンターパート配置 26 人
2) 土地・施設提供 本部事務所スペース、現地

事務所、研修センター
3) ローカルコスト負担 51 百万円

事前評価 2004 年 協力期間 2005 年 6 月～2010 年 5 月 協力金額 522 百万円

相手国実施機関 バングラデシュ農村開発公社（BRDB）
日本側協力機関 京都大学東南アジア研究所、アジア経済研究所、特定非営利活動法人シャプラニール＝海外協力市民の会

II. 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトは、事前評価時及びプロジェクト完了時ともに、「暫定貧困削減戦略ペーパー」（2003～2006 年）、「国家貧
困削減戦略 II」（2009～2011 年）等の文書に掲げられているように、住民と行政機関を結んだ農村開発に関するバングラデシ
ュの開発政策に十分に整合している。同様に、行政機関と村落を結び、村落のニーズをユニオンレベルの行政機関に伝達する
ことによって行政サービスを住民に届けるという開発ニーズにも合致している。また、「対バングラデシュ国別援助計画」（2000
年）では、農業・農村開発・生産性向上は重点分野の一つとなっており、事前評価時の日本の ODA 政策とも整合している。

したがって、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト
本プロジェクトは、対象地域においてリンクモデルの機能を促進し、同モデルの普及システムを強化することを目標とした。

そのために、（i）参加型農村開発の関係者の能力強化（村落委員会、郡農村開発官（URDO）、アシスタント農村開発官補（ARDO）、
ユニオン調整委員会、ユニオン評議会
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の議長、開発関連部局（NBD）

3
とリンクモデル室の行政官）、（ii）これら関係者のネッ

トワークの強化、（iii）リンクモデル室の能力強化を実施した。能力強化の一環として、村落委員会はユニオン調整委員会と調
整しながら UDO の支援を得て、村落開発事業（GC 事業）を計画・実施した。上位目標としては、BBRD がリンクモデルを
全国に普及することが掲げられた。

プロジェクト目標は完了時までに達成された。目標より多くの行政関係者がユニオン調整委員会会議に参加し、住民は UDO4

のファシリテーションを受け、合計 687 件の GC 事業を実施した（道路、学校の塀、ヒ素を含まない掘抜き井戸等の建設）。
また、リンクモデルを全国の 200 ユニオンに普及するための継続フェーズ（2010～2014 年）の事業計画がプロジェクト完了
直後の 2010 年 7 月に、政府に正式に承認された。

                                                  
1
バングラデシュの行政区分は 7 管区、64 県、489 郡、4,545 ユニオンから構成される。郡レベルの地方政府はユニオン下の村落（グラム）

に公共サービス実施の責務があるものの、住民へのサービス提供に問題があった。このような状況下、PRDP（フェーズ 1）が実施され、ユ

ニオンレベルでのサービス調整を行うことで住民のニーズに対応したサービスが効率的に提供できることが証明された。
2
ユニオン評議会（Union Parishad）はユニオンレベルの議会。

3 NBD（Nation-building departments）は農業普及、保健等住民に直接サービス提供を実施する省庁。
4
オーガナイザーの役職は、継続フェーズの費用削減を目的として、2010 年のプロジェクト完了時に廃止された。その後、その機能は UDO

が担っている。
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プロジェクト完了以降も、対象の 3 県 15 ユニオンで実施した現地調査によると、ユニオン調整委員会の会議は UDO の支援
を得て開催されており、ユニオン評議会議長、NBD 行政官、村落開発委員会メンバー、NGO 等が頻繁に参加している。また、
村落委員会もメンバーの 60～65％の参加を得て定期的に開催されている。この結果、対象 3 郡ではプロジェクト実施中より
も多くの GC 事業が実施されており（2010 年 90 件、2011 年 118 件、2012 年 151 件、2013 年 106 件）、村内道路、学校の塀、
衛生施設、村内図書館等が建設された。現地調査でインタビューした行政官によると「住民は以前よりも保健、教育、環境、
所得創出、生計向上の分野でより安心できるようになった」とのことである。

上位目標については、リンクモデル室は事後評価時点でも積極的に UDO の採用、ユニオン調整委員会の運営支援、URDO
を通じた GC 事業のモニタリングを行っている。また、リンクモデル研修室も、UDO や BRDB のリンクモデル室職員、NBD
行政官、村落委員会代表を対象として技術向上のための様々な研修を実施している。この結果、継続フェーズ期限の 2014 年
までに、リンクモデルは各地域の特性や開発程度に応じる形で 200 以上のユニオンに拡大し、継続している。

その他、正のインパクトが以下のとおり報告されている。第一に、リンクモデルのコンポーネントであるユニオン調整委員
会は、その機能や効果が政府に認識され、地方行政・農村開発・協同組合省（MOLGRD&C）の地方行政局によって「ユニオ
ン開発調整委員会」として制度化された

5
。「ユニオン開発調整委員会」会議は、世界銀行やスイス開発協力庁等、他ドナーの

プロジェクトでも積極的に導入・活用されている。第二に、ユニオン調整委員会の会議において住民、公共機関の代表、行政
官が共に議論するようになったことで、公共サービスがより効率的かつニーズに即して提供されるようになり、その透明性と
説明責任の改善に貢献した。

本プロジェクトでは用地取得・住民移転は発生していない。
以上より、有効性・インパクトは高い。

プロジェクト目標及び上位目標の実績

目標 指標 達成度

（プロジェク

ト目標）

村落住民と末

端の農村開発

行政機関を結

び、村落住民の

意向が開発に

反映される仕

組み（リンクモ

デル）が対象地

域に置いて機

能し、その普及

の体制が整う

1) リンクモデル関係

者の活動への積極的参

加

（プロジェクト完了時）達成

- 対象地域に置いてリンクモデルは機能していた。ユニオン、NBD、GC（住民）のリンケ

ージは強化された。

ユニオン調整委員会会議への平均参加率（％）

目標値 2005 年～2010 年 1 月

UP 60 62
NBD 60 55
GC 60 71

NGO 60 61
合計 60 n.a.

（事後評価時）効果は継続中

- カリハティ郡、ティタッシュ郡、メヘルプール・サダール郡では、UP、NBD、GC、NGO
がほぼ定期的にユニオン調整委員会会議に参加している。

2) 実施された村落開

発活動の質及び数

（プロジェクト完了時）数については達成。質については検証されていない。

- カリハティ郡、ティタッシュ郡、メヘルプール・サダール郡では、2010年までに合計687GC
事業が完了した。

（事後評価時）効果は継続中

実施された GC 事業数（非対象地ユニオンでの実施も含む）

郡 2005 年 11 月～2009 年 2010年 2011 年 2012年 2013年

カリハティ n.a. 63 85 94 59
ティタッシュ n.a. 13 26 36 36
メヘルプール・サダール n.a. 14 7 21 11

合計 462 90 118 151 106
3) 普及に向けた行動

計画の内容

（プロジェクト完了時）達成

- リンクモデルを全国 200 ユニオンに展開する継続フェーズ（2010～2014 年）の行動計画

が BRDB によって作成され、2010 年 7 月に政府より承認された。

（事後評価時）効果は継続中

- 行動計画に基づいて、プロジェクト対象 15 ユニオンを含む 200 ユニオンでリンクモデル

が適用されている。

（上位目標）

バングラデシュ

国において、地

域の特性に応じ

た仕組みによ

り、村落住民の

意向が反映され

た開発が行われ

る

1) リンクモデル室がリ

ンクモデルを推進する

活動を継続している

（事後評価時）達成
- リンクモデル室は継続フェーズ（2010～2014 年）に UDO84 人を採用した。まだ、ユニオ
ン評議会議長、評議員、GC メンバーを対象としてユニオン調整委員会の効率的運営のため
の研修、セミナー、ワークショップを実施している。

2) 研修施設が活発に活

用されている

（事後評価時）達成

- リンクモデル研修室は様々な関係者を対象とした研修やワークショップを実施している。

研修参加者数

参加者 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

UDO 106 197 71 26
BRDB 職員（リンクモデル室職員以外） 105 70 0 432
リンクモデル室職員 9 0 0 0
ユニオン評議会議長 94 94 82 20
ユニオン評議会秘書 12 0 0 0
村落委員会代表 235 234 358 390
NBD 行政官 0 0 0 0
その他 47 20 31 0

                                                  
5
「ユニオン開発調整委員会」では、UDO は同会議のメンバーとして選出され、リンクモデルの実施支援を行っている。



（出所）終了時評価報告書、リンクモデル研修室への質問票調査回答。

3 効率性

本プロジェクトは、協力金額、協力期間共に計画内に収まった（計画比それぞれ 92％、100％）。
よって、効率性は高い。

4 持続性

政策・制度面について、本プロジェクトは事後評価時点においても開発政策上、優先度が与えられている。「第6次5ヵ年計
画」（2011～2015年）では、ユニオン評議会は農村開発の中心と規定され、地方行政機関等を含めコミュニティ参加に焦点が
当てられている。プロジェクト完了後、BRDBは2014年7月までに200ユニオンでリンクモデルを実施した。BRDBは、2012年
1月の理事会で同モデルを通常事業として管理することを決定しており、これについてMOLGRD&Cの承認を待っている状況で
ある。リンクモデル室は、リンクモデルを全国（64県489郡）に拡大するため、次フェーズ（フェーズ3）の提案書を提出済み
であり、事後評価時点ではMOLGRD&Cの承認待ちの状況であった。

プロジェクト効果を維持する体制として、BRDB、リンクモデル室／リンクモデル研修室、地方支所（郡・県レベル）の組
織構造は事後評価時点においてもプロジェクト期間中と同様である。BRDBは事後評価時点においても引き続き農村開発を促
進する機関となっている

6
。郡レベルでは、URDOとARDOがリンクモデル活動のモニタリングを行っている。しかしながら、

リンクモデル室は次フェーズで求められるニーズに対応するため、モニタリングを担当する職員がより必要だとしている。
技術面については、プロジェクト実施当時のカウンターパートはリンクモデル室やリンクモデル研修室に在籍していないも

のの、現職員はリンクモデルを管理・拡大するための技術を十分に有している。前述のように、リンクモデル研修室はUDO、
ARDO、ユニオン評議会、村落委員会を対象として様々研修を実施している。研修参加者はリンクモデルの普及のための研修
講師となるべく十分に訓練されている。リンクモデル室は、リンクモデルの主要な要素が組み込まれた独自の研修マニュアル
を使用しており、リンクモデル研修室ではプロジェクトで開発された研修ガイドを利用している。

財務面については、プロジェクトの効果を200ユニオンで維持するには十分ではない。2014年の予算・支出は1,300百万タカ
であり、これは2010年の支出である813百万タカからは大きな増加であった。フェーズ3用には295,864百万タカの予算が申請
されているが、承認される確約は事後評価時点ではない。研修に関しては、リンクモデル研修室は予算・支出を増加させてお
り（2011年16百万タカ、2014年29百万タカ）、十分である。

以上より、実施機関の政策制度面、体制面、財務面に一部問題があると判断され、本プロジェクトによって発現した効果の
持続性は中程度である。

5 総合評価

本プロジェクトはプロジェクト目標と上位目標を達成した。プロジェクト目標として、これまで多様な行政機関がユニオ
ン調整委員会会議に参加し、住民は類型 687 件の GC 事業を実施した。また、リンクモデルを普及するためのアクションプラ
ンが BRDB によって作成され、200 ユニオンで実施された。上位目標としては、リンクモデル室はユニオン調整委員会の管理
や URDO を通じた GC 事業のモニタリングを通じて、参加型農村開発を促進する機能を果たしている。また、リンクモデル研
修室は、UDO、BRDB・リンクモデル室職員、NBD 行政官、村落委員会代表等を対象として様々な研修を実施している。プロ
ジェクトの持続性についてはやや難点がある。リンクモデルをさらに拡大するための提案書（フェーズ 3）は承認待ちの状態
であり、そのための予算とモニタリング人員も確保される必要がある。

総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は非常に高い。
III. 提言・教訓

実施機関への提言：

- リンクモデルを全国に適用するために、BRDB は必要な人員（特に UDO）を自己資金により配置することが提案される。

また、リンクモデルを郡評議会（郡レベルの議会）の通常活動として制度化するために、同評議会との連携が必要である。

JICA への教訓：

- 透明性と説明責任を確保しつつ既存のリソースを効果的に活用し、中央政府行政機構、地方政府、住民の連携を高めること

により、行政サービスの提供がより効率的なものとなる。本プロジェクトにおいては、ユニオン調整委員会会議がプラット

フォームとなることで、公共機関の代表、コミュニティ、行政官の協働が可能となり、これら関係者間の調整が効率的で効

果的なものとなった。これらは農村地域における公共サービスの提供と質を改善するものであり、またプロジェクト目標の

達成に貢献した。類似プロジェクトにおいても、どのような制度面でのアレンジが地域の特性を活かした農村開発を実践す

るのに最も効果的であるか、形成段階で入念に考慮すべきである。

（GC 事業により建設した灌漑－ティタッシュ郡ジアルカンディ・ユ

ニオン）

（住民に「農業カード」を配布している NBD 派遣行政官－ティタッ

シュ郡ジアルカンディ・ユニオン）

                                                  
6 BRDB 同様に、地方行政・農村開発・協同組合省（MOLGRD&C）農村開発協働組合局（RDCD）も共同組合や事業実施を通じて農村開発

を促進する義務を持つ。BRDB は MOLGRD&C/RDCD 下の自治組織である。BRDB が事業を提案し、RDCD がこれに対する最終決定を行う。


