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図 1 マクロとミクロからの分析・計画策定
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計11郡対象

確立についての技術協力依頼が

図 2 県開発計画の骨子となる優先度付き開発フレームワーク例
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写真 2 HIV 罹患者に対する介護の研修を受けている保健ボ
ランティア
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■ 実施段階での改善
県 の 行 政 サ ービスの 課 題 は 、
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保健セクターに関しては、郡レ
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写真 3 ひときわ実りが多い篤農家によるデモンストレーション圃場。アジアの稲作に勝るとも劣らない 5トン/ha 以上の収量を達成
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いくこととなる。

写真 4 約 110 名の県開発官を全国から招聘して実施した研修
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