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カンボディア南部タケオ,コンポンスプ-､カンタル3県農村開発計画

1葦 背景

1･1 カンボディアの現況および調査の背景

カンボディアは､北緯10度-15度､東経102度-108度の範囲に位置し､熱帯ア

ジアモンスーン帯に属するc 国土の北部はラオス､東部はべトナム､西部はタイ､

南部はシャム湾に面しているo 国土総面積は181.916km2(日本の約半分)で､

メコン河流域とトンレサップ湖周辺に広大な農耕地を有する自然豊かな農業国家

である｡雨期におけるメコン河の流量は渇水期の20倍にも増大し､トンレサップ

湖に逆流する水量は渇水期の湖面積約 3.000km2から10,000km2以上に増大するo

すなわちトンレサップ湖は自然の大調整湖の役割を果たしている｡

カンボディア国家総人口は､ 880万人(1990年計画省推定)であり､首都プノン

ペンの人口は約80-100万人と推定される｡人口増加率は2.8-3%､ GDPの推定は

150-200 USS(1990年)である.

国内主要農産物は､米､トウモロコシ,大豆､砂糖黍､胡麻､タバコ等のはか,

ゴム､木材であり､養豚､養鶏等も盛んである｡さらに国民の主要タンパク資源

である干し魚､塩辛等も生産され近隣諸国に輸出している｡農業従事人口は全国

民の約85%と推定されている｡米の国内生産量は籾約220万トン(1990年)から籾

約240万トン(1994年)と推移しているが､ 1991年と1993年の洪水では多大な被害

が発生し国連機関､諸外国及びNGO等の援助により不足量を補われているo 1993年

のカンボディア国内全農耕地面積は約220万haであり(稲作面積は約83%)､平均

単位収量は籾1･2-1･5トン/ba程度である｡平均単位収量が低い原因には内戦■によ

る影響が今だ大きく残っており､濯瀧施設の未整備､労働力不足､肥料不足､地

雷の未撤去､農業機械不足､農村基盤整備の遅れ等が上げられる｡

カンボディア政府･農業省および農村開発省は国家再建5カ年計画の内で､ 1)負

糧自給率の向上 2)森林資源の保護及び計画的開発 31内水面漁業の開発を主要

開発課題として取り組んでいるが､技術力･開発資金が不足しており計画の達成

には困難なる道のりが続いている｡

しかしながら､カンボディアの農業および農村復興は国家再建にとって不可欠

であり迅速に推進する必要がある○ そのた■め､日本政府および国連機関の支援の

基に1993年より実施されている"難民再定住計画" (後述)の拡大策として､カ

ンボディア政府･農村開発省は､カンボディア南部3県(タケオ､コンポンスプ

-､カンダル)を統合する農村整備開発計画の策定･実施を依頼している｡これ

らの依頼を受け今回 ADCA による事前調査を実施する運びとなった｡
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1･2 調査対象地域の気候

熱帯アジアモンスーン気候帯に属するカンボディアでは､ 5月-10月が雨期で

11月-4月が乾期となっている｡首都プノンペン周辺における月平均気温､降雨量

は以下の通り｡
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出展:メコン委員会

1.3 経済の概要

27.3 27.2

35.5 34.4

21.9 20.8

251.9 245.2

26.7 25.4

34.4 34.8

16.8 14.4

152.1 20.6

カンボディアにおける国内総生産(GDP)は､ 1989年 8.9億 USS､ 19g2年は13.6億
USSである｡為替レートは1989年12月1ドル=248リエル､ 1991年6月1ドル=

830リエル､ 1995年4月1ドル=2,300リエルで､リエルの価値は低下し続けてお

りインフレが進んでいる｡

農業が国内の主要産業であり､米(研)の生産高は1990年220万トンである｡そ

のほかに､生ゴム､木材､豆類､トウモロコシ､淡水魚等が生産されている｡こ

れらは米を除き主要輸出産品となっているo
主要輸入品目は機械､車軌 石油､

石油製品､肥料､繊維製品､食料品等である｡

1993年9月カンボディア王国として復興して以来､経済活動はより自由活発とな

り､シンガポール及びタイ国等と合弁企業が多く設立され､プノンペン市内は大

層の賑わいと活気をみせているo 合弁企業の主な業種は､ホテル､銀行､製材所､

繊維産業､卸小売業､サービス業等である｡

しかしながら,農業(木材を含む)のほか他産業は育成途上にあり､国家収入

財源も今だ確定していない現状下のカンボディアでは､公務員､一般市民および

農民の生活はまさに極貧の状態である｡
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1･4 日本政府が支援している"難民再定住計画-の概要

カンボディア復興計画の一つである帰還難民の再定住促進に閲し日本政府は以

下のプロジェクトを1992年より実施中である｡

国連支援に基づき､難民帰還､国内涜民及び除隊兵士の再定住を図り､新生カ

ンボディアとして復興さすため1993年5月総選挙が実施され､
9月シアヌーク殿下

を国家元首に仰ぐ`カンボディア王国,が樹立したo難民帰還後の再定住援助及

び地域農村開発を促進するため､日本政府は難民高等弁務官事務所(UNECR)に対

し約柑円の帰還支援資金援助を行うことになった｡資金援助の半分(的場円)

を日本政府独自のプロジェクトして実施することとなり､国際協力事業団(企画

部)は1992年9月にプロジェクト形成調査団を組織し､
UNHCRと協議した上でコン

ポンスプ-及びタケオ県にプロジェクトサイト予定地を決め支援活動方針及び施

設規模内容を調査した｡更にカンボディア関係確聞とも協議した上で､農村開発

のための農村道路改修､公共施設,学校･診療所施設等の建設計画を決定した｡

これらの施設建設工事は1992年12月より開始しされ､
1993年4月に竣工した｡

完成した施設規模(農村基盤整備内容)は以下の通り｡

1)県道改修 県道112, 26, 110号線

改修延長 42･1km･橋･梁改修7カ所･道路横断暗渠30カ所

2)コンポンスプ-農村開発センター

管理棟･研修棟75Dm2･-内面漁業施設120m2･試験圃場3ha他

3)サムロントン･サブセンター

小学校･診療所200m2･職業訓練所･事務所210m2･給水井戸1カ所他

4)コンビセイ･サブセンター

小学校300m2･職業訓練所･事務所210m2,給水井戸1カ所他

5)タケオ･サブセンター

診療所50m2･職業訓練所･事務所210m2･給水井戸1カ所他

6)県農業訓練センター改修

試験圃場∴貯水池,家禽ヤード等の改修

さらに､農業普及･技術協力内容は以下の通り｡

a)農業普及

稲作､畑作､果樹､畜産､養魚､濯敵
農業機械,農民教育等

b)公衆衛生

生活改善､医療改善等

c)教育

小学校教育､英語教育等

d)職業訓練

木材加工､金属加工､洋裁等
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当プロジェクトは難民再定住及び農村開発促進計画(三角協力)と呼ばれ,

リーダーであるJICA専門家の下､アセアン4ヶ国(マレイシア､フィリピン､タイ､

インドネシア)の各専門家および日本の青年海外協力隊員等､計55人が協力して

農業普及､公衆衛生､教育,生計向上等の分野で農村開発を実施しており､ 19g5

年4月現在､当プロジェクトは大きな農村開発の成果を上げている｡

同プロジェクトの成果および農村の発展性がプノンペン首都圏を含む地域農村

に理解された結果､現在実施されている35カ村のみならず当プロジェクトを基盤

とし,より広域範囲の農村開発､特に農村問経済の連帯向上を目標とした新規拡

大の農村開発プロジェクトの実施が高く望まれるようになった｡

農村開発省は農村､郡､県からの農村開発プロジェクト実施についての要請を

考慮し､カンタル､コンポンスプー､タケオ県を通る国道 2､ 3､ 4号線を連結す

る県道･農村道路(橋を含む)の改修､約 250村への地下水による農村給水､農

業普及および農産物流通を向上さすための農村基盤整備を､
Ej本政府に求めてい

る｡

2章 カンボディア南部3県農村開発計画の概要

2.1 目的

ベトナム戦争とカンボディア内戦で疲弊した国内に､約 38万人の帰還難民､国

内流民および除隊兵士への再定住と安定した生計の確立を図ることが新生カンボ

ディア政府にと一つて最大の課題となっている｡さらに､この問題を解決するため

には､国内の最大産業であり労働人口の 約85%を占める農業の基盤整備を行うこ

とが最優先されている｡

本件プロジェクトは前述した現在日本政府により実施されている"三角プロジ

ェクト'' (モデル農村開発プロジェクト)を踏まえ､カンボディア南部3県(カ

ンダル､コンポンスプ-､タケオ県)全休に波及する農村基盤整備を行い､帰還

難民･国内読民を含む3県農民の生計の向上を実現しょうとするものである｡

2･2 農村基盤整備計画の概要

計画される農村基盤整備は､現在農村生活において最も必要である1)農村給水

(地下水によるハンドポンプ井戸給水),農村間のコミュニティ･農産物流改善

のための 2)農村道路改修､農業普及･市場･農村経済･医療改善のための

3)公共施設建設が主体となる｡

農村開発省･農業省との協議の結果､農村給水施設設置カ所および改修路線等

の施設規模概要は以下の通り｡ (位置図参照)
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1)農村給水

給水対象村落約 25O村(250井以上)､井戸管理施設､資機材等

2)農村道路改修 総延長 73 km

県道 51号繰 延長約 22 km.改修橋梁11カ所

県道 31号繰 延長約 26 km.改修橋梁13カ所

県道 202号繰 延長約15 km.改修橋梁 7カ所

村道 延長約10 km,改修橋梁 5カ所

3)農村公共施設

集会場･管理棟､市場､食糧貯蔵庫､修理工場等各 3カ所

2･3 プロジェクト実施計画案

本件南部3県農村開発計画は農村開発省､農業省および建設省にまたがる案件

であるが､農村開発省が統括実施省庁となる｡農村開発省は施設建設を管理する

のみならず､農村基盤整備完了後､他省庁と協力し南部3県の農業普及､農産物

の増収､農産物流通改善および農村生計向上等を図ることになる｡

プロジェクト実施計画案の流れは以下の通り｡
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カンボディア南部地下水開発調査計画

1 章 背景

農村開発省は1993年12月農業省および厚生省より分離独立した省庁で､主要行

政は農村社会開発､農村経済開発､農民教育､農村給水開発､農村医療等である｡

このうち､農村給水局は第一次国家農村開発計画の内で､地下水利別こよる農村

給水開発をUNDP･NUICEF･諸外国･NGO等の支援の基に実施しており､給水局内組織

も近年強化されつつある｡農村給水計画は1981年より開始され､農村給水局が現

在引き継いで農村給水を実施している｡

カンボディア全土の約80別ま農村部であり､農民は依然として河川､小貯水池､

浅井戸等より生活用水を得ており,農村給水率は首都圏各県でも1995年現在10%

以下という低い現状であるo とくに乾期における水不足は深刻で伝染病､消化器

系疾患を誘発させ､幼児死亡率はアジア諸国でも高い水準にある｡農村開発を促

進する上で､農村給水の拡充は国家の優先課題の一つに数えられているo

1994年､農村開発省･農村給水局は農村部における経済および生活水準の向上

を図るぺく､日本政府に対しカンボディア南部5県の地下水開発による農村給水

の実施要請を起こしたo 1995年1月､同要請書はカンホ･テ･ィ7国家開発審議会(CDC)

を経由して日本大使館に提出されたが､要請内容の不備から正式には受理されて

いないo 今臥 ADCA事前調査にて本案件の調査内容･規模･調査力所等を確認し,

要請書案を作成する運びとなった｡

2 章 調査対象地域の概況

調査対象地域はカンボディア南部5県(カンダル､コンポンスプ-､タケオ､

プレイペン､サバイリエン)で全調査対象面積は
22,496km2である｡各5県の郡

･村･人口は以下の通り｡

県名 面積 郡数 村数 人口 (1993年)

カンタル 3,813 11

コンポンスプー 7.016

タケオ 3.818

プレイペン 4,883

サバイリエン 2,966

1,092 942,064

1,260 473,649

1,107 739,338

1,132 936,338

690 406,626

計

出展:農村開発省

22,496 48
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3 章 調査の目的

カンボディア南部5県地下水開発のEj的は､同地域に対する農村給水実施推進

に関わる飲料用水資源開発の策定を行うことであり､農村給水率を高め同国の地

下水開発による農村給水普及に寄与するものであるo さらに,農村給水実施によ

り農村生活の安定､生活水準の向上を図るものである｡

カンボディア南部5県地下水開発の主要調査内容は以下の通り｡

1)カンボディア南部5県に対する地下水資濠地図の作成と地下水開発戦略の策

定｡

2)最優先農村給水必要地区の選定と地下水給水手法の確立｡

3)農村給水実施施工計画の策定｡

4)カンボディア側農村給水局に対する地下水開発手法の技術協力および技術移

転｡

4 章 調査計画の概要

調査の概要はカンボディア南部5県に対する地下水調査に関わる可能性･F/S調

査を行い､現在､国連機関およびⅣGO等でばらばらに実施されている農村給水計画

に対し､農村給水局を中心として､効率良く統合的な地下水開発に-よる農村給水

の実施計画を策定することである｡調査概要は以下の通り｡

1.)資料の収集および現地踏査

社会経済情敵 ランドサット画像､地形･地質図､水文地位臥 地下水利用状

況､既存井戸･農村給水情報､気象･水文､社会基臥 農業･営農情報他

2) 収集資料解析

3)最優先開発村落の選出(モデル農村給水計画)

4)試掘井建設および地下水資源量解析

5)最適掘削機(リグマシン)の選定

6) 農村給水計画の立案

7) 維持管理計画の立案

8)地下水無存量の評価

9) 農村給水計画の策定

5 章 調査実施行程(莱)

調査はフェーズ1およびフェーズ2分けて実施する｡実施行程(案)は以下の

通りo 調査全体期間はファイナル･レポート提出まで約17カ月を予定する.調査

に必要である､調査人月は約 70人/月前後となろうc

-7-



調査実施行程(莱)

現地調査

国内作業

国内解析

F報告書作成
Inception

A

Interim

Progress

△…
Draft

Final

Progress ▲

Final

<総合所見>

難民帰還､総選挙,政休､カンボディア王国樹立等､着々として国体は確立し

つつあるが､一般市民･農民の生活には今だに大きな困難が伺える｡特に農村部

における道路･給水という必要最小限の基盤整備は全く手をつけていない現状と

言っても過言ではないo 農村部の給水状態が悪いため､伝染病･消化器系疾病が

蔓延しており労働力不足から農業生産活動はままならず､米の生産量も1980年代

より横ばいであるo 農村開発の一歩すなわち貧困からの脱皮は､まず清潔な飲料

水の確保･供給から開始するべきである｡

カンボディア農村開発省は本2件の農村給水開発に対し､日本政府からの技術

･資金援助を強く望んでおり､すでに実施中の-農村開発･難民再定住計画"を

蹟まえ当プロジェクトの拡充と､南部5県の地下水開発計画の策定を早急に実施

したい意向である｡
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添付資料

A 調査日程

月 日 行程

4月 2 2 日

2 3 日

2 4 日

2 5 日

2 6日

2 7 日

2 8 日

2 9 日

3 0日

5月 1日

2 日

調査員

竹森英治

成田発 バンコク

資料収集･打ち合わせ

農村開発省･農村給水局表敬･打ち合わせ

現地踏査 コンポンスプ一県､タケオ県

現地踏査 カンダル県､プレイペン県

現地踏査 サバイリエン県

大使館･JICA表敬･打ち合わせ

農村開発省･農村給水局会議

資料整理･ CDC打ち合わせ

移動

移動･帰国･成田着

国際航業株式会社 海外事業本部

B 主要面会者リスト

農村開発省

農村開発省

農村開発省

日本大使館

JICA

JICA

CDC

大臣

農村給水局長

農村給水局副長

軽済協力

フ∵ノンヘ○ン事務所

専門家

専門家

企画室長

Dr Eong Sun H110t

Dr Mao Saray

Mr Sam Than

Mr Shigemitsu Tsukamoto

Mr Koji Sakane

Mr Takao Fujita

Mr Tesurou Hamada
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プノンペン市内

の賑わい

国道1号線

プレイペン県

国道3号線

タケオ県



農村のため池

乾期に掘削し

雨期の雨水を

貯水する。

農村風景

プレイペン県

UNICEFが建設

した農村給水

施設

（ハンドポンプ）

サバイリエン県
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カンボディア南部地下水開発調査計画

LOCATION MAP

･-む

0 ≡-3 1O⊃ 150 之･､､..1トm

ー13-



eb･in管箭頑耶姦智郡n
L5

T1 ■■′

fnBl覇喝ほ&,宙申 -笥甲iij []

くゝ

_
cP

昌tn紬円勧8細u守書出

項崩石弓音頭辞8
0 亡≡l O

円1了訂1壬】9mt8i

Fi-iiiiii(

P比…

F
i
i
i
i
i
i
i
i
<
!

Ei-ii-iV

Cambodia, Indonesia, Japan,ぬIaysia, The Philippines add Thailand

Rural Development and Resettlement Project



ODONG

^{55^5B3e!EB^^^BHl

f

:^**Kp» sSti: 5S

SAMRONC TONC SUB CENTER

KOMPONG SPEU

12

0

©

iSSS

?:n

h^hi
I

Q, KOMPONi; SPEU MAIN CENTER

sS

§/r

/

26

;/ SRONG

IRAK KHNA CENTER

3

4

ii

PHNOM PENH

s

26

ROKAR KAOH

KOKRUES

110

I, KONG PISEI SUB. CENTER

i

ID

(TV)

V

TAKEO

a^BB^HS^^^^^sS^^S^^sSi^^aj8SSS!£?Fv'«KT>«a«ES

£3
m

Hfi&2*.> *-

1ESHBMR3

j.i. -à"_ <^-W -"Ic-J

V, TAKEO SUB CENTER



fl二∴J:I::I.;I::･f-:∵ニーーー:-,･-･-ごニーニニI-･:･十.-:･-I--二二∴:-･二:こ-::t=--I-:エニニ.::≡-fミ≡

くI

t5U也 呂t]□lfi6言TT也斤11 :
●ノ ー■

一首畔円hJ貢Tnm㌍
JUt9fJdl昌

一叩l品行昌n山岩itT.nl山tslfUNLU61口nng

dl九∫8TnnUm3*弓f…n'ma関口臼Ih占tnl三Uql16…JU甲nd)'がGlnJ如tn呂:

I.I:=･7･-:･.-:･･:-･::･:-:･:･ ::-.? ,-1::--;=･-:･･_享~‥
･

-: ‥-'-
-::ニニI--l':-:.'-:‥'1-∴･:I-t三

く■ ヽ::■

∴-ミ:∴∴･･一三二二･三-
･;.:∴i:-:二_-=-::三･=--::1一三-s･-::::-

~

::.･‥二･･,-･･-:･二:1-- -言二三I--:-･･:::こミ

:I

'
:

--≡ --三II-:･てミ: ･.三t･-::.･-,‥‥:.,-ll:t-i三~‥:':'二~二~∴‥--:
I-･:-::'∴~ ~

さ･二I二･‥ ･: :::-I ･- ･･-･･-:‥il･-.:-:
;-‥

-,-‥-:･･-‥こ.-:･t:_1==:･l:.I-:丁-
‥: -･∴

;:∴,=L-二一･=--:I::‥~

.
.-

､ L-
_ う- J｣ノ J..【.一ー__‥.}._/=__i,.J:_､ミ

6161fUhJfm1日 sliG盲9G畑m 9畠左G fdnJtjlmllnl行守口ロ日日3J明日ni日Int]細

-=-_二:_‥.I ::/････:-.=:･;･-:･::-∴･.-:二.I:･･･.::;:;･I･･-.二:て･･



The Royal Government of the Kingdom of Cambodia consider､s the rural developIBent

activities as a main strategy and key to:

-f･ind peace for the people and the nation, and

-better
living condition of the people in rural area.

As the evidence, the leaders of the Royal Government Paid the close attenLion to

rural developrnent activities:

幸HRH Sa血dech Krum Preah hTorodom Ranariddh, First Prime
lNinister-

presided the

Opening Ceremony Of-"Rural Development and Resettlenent Project" in Ko即Ong

Speu and Takeo Provinces on 18th June, 1994 for a harmonious and efficient

inplementation of the Project to help people as it甘aS Planned.

享Sa皿dech Hun Sen, Second Prime
lWinister

of Lhe Royal GovernmenL takes the

opportuniLy to visiL several sites of Lhe Project on 14th N()ve皿ber, 199L主 to

encourage the ProJlect [ind the people who participaLe in the progr,1n] Ot' rural

developnlenL.
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The Project O田ning CereⅨ)ny on 18th June 1994

The Government of Japan proposed a 'Tripartite Cooperation' of JTapan and

ASEAN countries to assist Cambodia in developing rural areas and resettling

displaced persons at the Post-1Winisterial Conference in Manila on 24th July,

1992 and the idea was agreed later with the six participating countries in Phno皿

Penh on 30th September, 1993 as the 'Record of Discussions on the Joint

Cooperation for the Rhral Development and Resettle皿ent Project in Cambodia'.

The Government of Japan funds the total project costs through UN organization.

The Project started on lst December, 1992, constructing rural infrastructure

of 42 k皿Provincial roads and four developn]ent centers in 1993, and built

another center later at Tram Khna. The five countries dispatched 10 experts

frozn each country with a total of 50 experts including eight women. The experts

started their work after needs study in the targeL areas_
iWinistry of Rural

Develo叩ent attaches a counterpart to each expert to sustain the activities in

the future. The Project ailnS at inlPrOVing rural life in Ka皿POng Speu and Takeo

Provinces in the following fields.

AgricultuTe, IncoE)e Generation, Education, Public health

The experts have been trying to transfer basic skills to the local

population, adaptable to the local standard in accordance with the policy of

the Ca皿bodian government. r｢he Project atLaches the.greatest importance on local

participation.

Dther Lhan Lhose daily works, the Project helps people oFten in emergency

cases as しhe fl()od, chol2ra Outbre(･ik and water shortage to paddy fields. The

Project supported 'Tree Pl,?nしing Day'. providing 600 tree seedlings. The

Project j〔)ined Elks() in '舶raLhon 良;1(二e†heLd in July, L99Lt aL(】ng Lhe roads

rehabiliしL･1Le,A by [:ne Projecし しo seLect ;1n aLhLeLe i-or
′lsi;1n

G21皿eS in_HiroshiD)a.

5
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一Agriculiure is a base of rural life, ou[weigh】ng any o[her industries in the

rural areas･ The Project endeavors on the whole field of agriculLure including

rice･ sH]all scale irrigation, farm machines, vegeLables, fruit tree, subsidiary

crop, livestock and fresh waLer fish by 22 experts.

Rice growing is aimed at increasing the yieLd and seed production by

demonstration, training extension workers and farmers, small scale irrigation

and an innovative far□1ing system_

VegeLables and subsidiary crops are introduced intensively to farmers to

utilize idle lands through an integrated Farming system, COntribuLing to family

nutri･tion and additional income. Fruiし 血anage皿Cnt includes establishment Of

nurseries and orchards, selectio-n of good moLher trees for asexual propagation

and naintenallCe Of trees. Farm pracLices are trained to farmers and extensi.on

workers on planting, application of fertilizer, pest control and harvest.

Seminars on food preservation have attracted a)any housewives in villages, and

are often held with health workers to secure a continuous supply of nutrition.

Animal husbandry works on animal health, grass growing, cattle breeding,

building a model stall, pit coI叩OSt, Silage and incubation of chickens.

Fresh water fish are very important source of protein to the local

population. Fish culture trarlSfers technologies to techinicians and farmers On

fry production through artificial fertilization, hatchery and fish feeding,

targeting to propagate a皿illiorl fry of common carp, common silver barb, telapia

and cat fish.

Transfer simt)1e but effective technology

Simple incubat()r Plant pro坪1gation by grafting

7
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A Chinese maxim says, 【Give a man a fish･ it will be finished in a day,

teach him fishing, it will remain in the whole life【･ Following the ideal

project offers a short tern basic skill train'Lng ranging from three 0.■し

months, giving better ways of earning their livings in the rural areas･

The Project provides vlOmen and youths with various trainings by

◆し

e

X

u

h

･-

b

･-し

ぐJ

51

instructors in order to generate incolne aS follows;

Dress皿aking, Hair dressing, Ce｢a皿ics,

woodworks, Motorcycle repair, Metal fabrication,

Brick laying, Carpentry 良 joinery, Plunbing and

Electrical installation

All the courses perform a centralized training at develo叩ent Centers Of the

project such as Ka皿pOng Speu Main Center･ Kong Pisey Sub-center and Takeo Sub-

center. A few courses undertake on-the-job training in practical works as

building schools
by trainees of brick laying course and carpentry 良 joinery

course for example, joining i-n edlJCaLional activities.

All the training courses attract many people for participation, totalling

368 trainees so far. All the courses received more candidaLes of Lraihees than

planned and sometimes too 皿any. Trainees really hope and are confident to

uplift their livings in Lhe future through Lhese courses. One may work with

somebody or open up his own business after completing the trainirlg.

At the end of a course, al

Achievement issued by
iWinisLry

o

help them find a job.

l●(--the Lrainees are offered a CerLificate of

RuraL DpJVeloprnent and the Project which皿ay

し1
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uperl your eyes tO the outside world through leaning English

According to a baseline survey held by the Project in June, 1994, 鍋‥
∩
･

children go Lo school in Kong Pisey District, Kampong Speu Province, 58詣

､.ー

F1

0

0

girls and 72芳oF boys
･加d

literacy rate is 62.4/%amo舶adulとpopulation,

Lt3.1馬of wonlen and 89.G駕of nen in the area.

Education needs a Lot oF money for the nation or for an individual. The

FuLure of the nation, however･ relies on children, and Lheir educaLion plays the

core roll in developing a country･ Therefore, education is taken as the biggest

invesと血ent for Lhe future of the
.nation.

Education section in the Project.was allocated the highest budget For the

year of 199Li as well and iL has been deploying its acLivities in improving

preschool education, suロp(〕rting prin]ary education and English education.

The Project has been assisLing in rehabilitation of buildings at five schools

according とo とhe priority set through studies on primary SChools in the two

Provinces. The Project s[rictly kueps the principle that Lhe Project assists

schools only T材hen the beneficiaries participilte in Lhe.NOrk. The Project

provides c()nstruction皿aterials ;ュnd building skins, but 上abors should be

Provided by the local population, Lhou如it l･)‖en Lakes long timeヒo ;1greP.Hith

the peopie･日uT, iこis a necess;ユry Procedure Lo be Laken be｢(〕re sLar=ng [o TN()rk_
rrhe Proje(二t hii5 been deliverin.,i SChooL s[(,lしiollaries suchユS i)enC=s, ‖0[eと)()()ks.

eLc･ -Nhe｢e LIRE ∩(1,L3-is;-ire Very high in c()il;ib()ra[i()n ･NiLh P･t'⊥1in
,][1_D;1n;in(i

C,1.RE

i,,1P;1n.

Tt∃～iChers
t)上1pr2S(加〕1s are given岩ui'j'in(二e (jト‖tプINLe;iChin岩皿e=10(is in

i'hupong
Speu nod T;ike()･ ｢耶[.;n,･ilir,h LfラL･1(:h(･,rsh… bt-さ【)∩Lr:li[1in(･i T_{-?;1Cher･s山prL,川i.,1(:i;ll

sLユ[f ;1L P(,H];i./i():i.!'二二(ニfl()り1L
;ln'i hi如ニミ(二hL)()L㍗(jStj()Tldi【1,･ih) Lhe hit,ih fjビE】u[1.i[()r

En岩iJlこ;heLitl(:11tiりnin Lhe rり｢;li J･1r亡)Ji.(; ll



<=ゝ J

f EIJ rU (1J
l

亡ゝ

3 1 乃 tn rU

pr()per sanitation means healthy living
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rrh(てPr,1C[icp ()E'Pub=c巨1e;11しh
'Ln Lhe cornml｣niLy is Prim;try FIE;llLh C,,l√e(P‖C)-

why is iしPrimary FEE;1LLLhC;lr亡≡し～

E'rim;try F[eaLth Carp 'lS Lo PrOⅢ0[e healthy Living conditlLOnS, Preventive th,1t

iL se〔三ks血eaSUreS
Lo preventL diseases in the p()puLation by i臼皿｣nizaLion, beLLer

env'lrOnm(?ntai saniLaLLion, better nutriti()∩ especially child Feeding pr'7Ctice

Lhrough organized coululUniLy eF〔●orts and early diagnosis, and cura['LVe LhaL Elinor

ailm亡H=.s are trearued aし;1 CLinic or heaLLh center.

``

Ik)n't cry, little txly.''

Primary Health Care serb,ices at a Communal Clinic, or HealLh Center are:

--Medical and nursing c;ュre, including healLh consultaLion,

1WaLern;1i and.child health care (PrenaLal, natal and postnatal care),

-hllmunizaLi〔)rl (BCG, DTC, Po｢'L(), Measels For children below 5 ye,,1rS Old

;-in°TeLanus For pre(qnanL wolnen)

-D巳l;lying Lhe irLLerv(,1しof pregnancy.

-F†ytqiene, environruenL;il saniLaLion ,1nd s,1fe w(1ter Supply,

一-.S〔二ho(〕l
he;1iLh and

-r)ivin.'i
imf()｢maヒion, qui(｣,,1nCe, COunSeLinll Or health educaLi()n on:

--h;l｣triしi(川,

-P2rSOnilL
hy宮i(川C, (ヲnVirorlmenLa【 sLlnir.Ilti()n ;and use oil s.,1fe耶Ler,

--Preven=ng
dis(三{,1Se,

-Pr(〕m()Ling
he;1L[h,

-H(mLLh i)rObL2rDS in しhヒ〉iHこユE,i〔jOr in [h(ヲC()ullllurliLLy;1nJ

≠lし｢汀n;1L∫lo(｣(二hiL(1he.･1L[h c,I_1rP.

EighL [川;liLh抑.)rkE汀こうh;lVLl b(jen L;i(二kL;inくi)r()〔)iuul.i;血言ユi【1iン･;lL (:oul皿Ljn;lL(.JLirlLCS,

st;1rLirl.･LT い)
｢ヒh;1hili[;1LしI thナチ(二LinJl(｢ rLJl(二iilLH)S, t)lit (川ビ()i Lと1州1 h;lS ヒ川〔!n

workiLrl:]至りr ilI]Pr(けirl,rトIli,･ni【lif;Lr;1tiv(=二Jl三)ii(ニiLl/りi=｣isLri(二rL h(!;1i===-i(,I(チ.
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: Dannug (Philippine expert)
Nobe (Japanese volunteer)

One big family

to restore the pride or this land

We felt the need Lo share our knowledge and

fBake a drea皿COme true

he big family holding hand in hand

to lead the future vith Kb皿er brothers

Show the皿how we work with them

and start to grow together

Live together, learn fro皿eaCh other
to show the people that we care

Reiwa to ai soshite haDX)ny (Japanese)
Kapayapaan, pa£-ibis at pagkak/ai/s包(Philippine)
Cinta, daJIni, dan kehamx)nisan (Indonesiqn)
Sant ip, kwa;皿rak leksaaJnkkee (Thai)

Cintai, keda皿ian dan keharnxmian (地1aysian)

Santepiap kasrolanh hung ruo血ia (Cambodian)

Peace and love and harm)ny

wiLl bind our countries forever

Our co皿itⅡ肥nt is our priority

for t上Ielove of this country

Kroursa yeung tae ux)i chap dai khnia

Sang ana ヒut chid TEE)ibone po'on K血迫e

8ong hanh tha yeung thveuka chia HX)i

neung kdey chonx)reourn rourn khnia

Yeung rourh teang oh k血ia, sek sa pi khnia

Bone hanh yeung reaksaa bee

One big family

to restore the pride of this land

We felt the need to share ourknowledge and

lnke a dr･eaDI Come true

To血e that drea皿CO皿e true

To tnke our dreams come true

Rural Develof加nt & Reset.tlel配nt Project

Project Office

G門〕Box : 815

462,恥nivong BIvd.

Phnom Penh, Cambodia

In the Kingdo‡1 0f Camhdia

Tel : 23-27414

23
-27372

0f8-810356

Fax : 015-913135
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