
 

平成２９年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

｢プレアビヒア州ロビエン郡ロムトム地区道路復旧計画｣ 完成式典開催 

 

 

平成３０年５月２２日（火）、平成２９年

度草の根・人間の安全保障無償資金協力（供

与限度額８７，５８７米ドル）により復旧さ

れた道路の完成式典が、プレアビヒア州で開

催されました。右式典には、プレアビヒア州

からウン・チャンダ知事、日本国大使館から

廣瀬書記官が出席して祝辞を述べるとともに、

州政府関係者、地域住民等約５５０人が参列

しました。また式典の前後には、ＣＳＲ事業

の一環としてカンボジアスズキモーター社が

交通安全啓発活動を行いました。 

プレアビヒア州ロビエン郡ロムトム地区にある本案件対象道路は、２０１７年７月にプレア

ビヒア州で発生した洪水により既存のカルバートが流されたため、道路が分断され、学校や市

場、病院等へのアクセスに支障を来していた他、農作物の運搬や農作業に必要な農機の運搬も

困難となっていました。そのため、洪水時の通水能力の不足により壊れた道路下のカルバート

を改修して住民の安全で確実な往来を確保し、併せてカルバートの通水能力を向上させること

で今後の洪水被害の軽減を図る復旧工事を行いました。 

式典ではプレアビヒア州公共事業運輸局長による事業報告に続き、廣瀬書記官がスピーチを

行い「この道路が地域間での移動を容易にし、住民の主要道路へのアクセス向上に寄与するこ

とを期待している。また、州公共事業運輸局により道路が長きにわたって適切に維持管理され、

カンボジアと日本の友好関係のシンボルになることを願う。」と述べました。 

続いてウン・チャンダ知事が、日本政府がカンボジアにおいて人々の貧困削減のためにイン

フラ整備を行っていること、特に草の根無償資金協力で村やコミューンの発展に力を注いでい

ることに対して感謝の意を表しました。その後、完成したばかりの道路においてテープカット

を行い、式典は終了しました。 

また式典の前後にはプレアビヒア州公共事業運輸局と一緒に、カンボジアスズキモーター社

が交通安全啓発活動の一環として交通安全に関する冊子を配布した他、地域住民を対象にフリ

ーキックゲームを行い、楽しみながら交通安全に対する意識向上を訴えることが出来ました。 

 

 



 

スピーチを行う廣瀬書記官 スピーチを行うウン・チャンダ知事 

関係者による記念撮影 完成したカルバートを視察する知事と書記官 

スズキカンボジアモーター社による CSR活動 配布された交通安全冊子 

参加者で賑わうスズキカンボジアモーター社のフリ

ーキックゲーム 

盛り上がったフリーキックゲーム 



 

 

Speech by Mr. HIROSE Atsushi 

Second Secretary of the Embassy of Japan in the Kingdom of Cambodia 

On the occasion of the Inauguration Ceremony of The Project for Road Rehabilitation 

in Romtum Commune, Rovieng District, Preah Vihear Province 

22 May, 2018 

 

- Venerable Monks, 

- H.E. Mr. Un Chanda, Governor of Preah Vihear Province, 

- Mr. Sam Leangtry, Director of Preah Vihear  Provincial Department of Public 

Works and Transport,  

- Mr. Ung Vuthy, District Governor of Rovieng District, 

- Mr. Kidokoro Nobuo, Managing Director of Cambodia SUZUKI Motor, 

- Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen. 

 

It is a great pleasure for me to attend today’s ceremony, in the presence of H.E. Mr. Un 

Chanda, Governor of Preah Vihear, to celebrate the completion of the Project for Road 

Rehabilitation in Romtum Commune, Rovieng District, Preah Vihear Province. 

 

As building infrastructure has been a priority in Japan’s development assistance for 

Cambodia, various projects to improve infrastructure have been implemented, including in 

rural areas. Now, I am pleased to see the road has been significantly rehabilitated by the 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects. 

  

I understand that this rehabilitated road would benefit nearly 2,300 people living in the 

region. It is also expected that it will provide the local people with easier access between 

villages in the commune and improve their access to the main road from the villages and also 

installed culverts will contribute to reducing flood risk. 

   

I sincerely hope that Preah Vihear  Provincial Department of Public Works and 

Transport will maintain the road and the culverts in a proper manner so that the local 

residents could benefit for a long period of time.  

 

Finally, I would like to express my sincere appreciation to the all people concerned 

who have contributed to the smooth implementation of the project.  I strongly hope that this 

road will become a symbol of the friendship between the two countries and further 

strengthen the friendly relations between the Japanese and Cambodian people.  

 

Thank you very much. 
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