令和２年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力署名式典
特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン（PHJ）
「コンポンチャム州子どものケア支援ネットワーク強化事業（第２年次）」
令和３年１月１３日（水）、令和２年度日本ＮＧＯ連携無償資金協力に係る署名
式典を当館多目的ホールにて執り行いました。同署名式では、三上正裕特命全権大
使が（特活）ピープルズ・ホープ・ジャパンの石山加奈子カンボジア事務所長との
間で「コンポンチャム州子どものケア支援ネットワーク強化事業（第２年次）」
（供与限度額１８２，０３５米ドル）について贈与契約書に署名を行いました。

（特活）ピープルズ・ホープ・ジャパン
は、２００３年からカンボジアにおいて、
地域の保健センター職員や助産師への技術
指導、各コミュニティへの保健改善に関す
る啓発活動を実施してきました。今回の事
業では、保健センター職員と地域の保健ボ
ランティアのネットワーク構築・強化及び
子どもの健康な成長発達促進に取り組みま
す。本事業を通じて、地域住民と保健セン
ターの連携が一層促進され、乳幼児の健康
増進や疾病予防へ繋がることが期待されます。

ピープルズ・ホープ・ジャパン
カンボジア事務所長との署名の様子

同 式 典 では、 三上 大 使がスピーチを行
い、今回の支援が対象地域の人々に直接裨
益し、カンボジアと日本の更なる友好促進
につながることを願うと述べました。続い
て（特活）ピープルズ・ホープ・ジャパン
の石山加奈子カンボジア事務所長が、日本
国民及び政府への感謝の意を表明するとと
もに、着実に事業を推進していくことを約
束しました。

三上大使によるスピーチの様子
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Japan Provides US$ 182,035
for Strengthening Community Health Care in Kampong Cham Province

The Government of Japan has agreed to provide US$ 182,035 to People’s Hope Japan (PHJ)
under the framework, The Grant Assistance for Japanese NGO Projects. The Grant Contract
has signed today between H.E. Mr. MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia, and Ms. ISHIYAMA Kanako, Country
Director of PHJ to carry out the project “Strengthen Community Care and Support Network
for Children in Kampong Cham Province (Year 2)”.
In this project, PHJ aims to reduce the under-five mortality rate and to promote children’s
health through networking between health workers and health volunteers in communities. The
project also includes conducting training of nutrition improvement for Village Health Support
Group (VHSG) and they will be able to demonstrate nutritious meal preparations with local
ingredients in their communities.
The Grant Assistance for Japanese NGO Projects started in Cambodia in 2002 to support
activities by Japanese NGOs to help Cambodia's reconstruction and development efforts at the
grassroots level. Since 2002, the Government of Japan has provided over US$41 million for
131 projects, mainly in the field of primary education, health, agriculture and mine clearance
in Cambodia.
_________________________________________________________
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本日、日本ＮＧＯ連携無償資金協力案件に係る署名式典を開催できることを大変嬉しく思
います。
日本ＮＧＯ連携無償資金協力は、日本政府が日本の国際協力ＮＧＯに対して、開発途上
国・地域で実施する経済社会開発事業を支援する制度として２００２年から始まりました。
カンボジアでは、２００２年から現在まで１３０を超えるプロジェクトを支援してまいりま
した。それぞれのプロジェクトが、カンボジアの方々の生活の質の向上へ貢献されていらっ
しゃいます。
本日署名された事業についてご紹介致します。
「ピープルズ・ホープ・ジャパン」が実施する事業に対しては、今回、日本政府から約１
８万米ドルを供与いたします。同団体は２００３年からカンボジアにおいて地域の保健セン
ター職員や助産師への技術指導、そして各コミュニティへの啓発活動に取り組まれています。
保健センターと住民間における信頼関係構築や妊産婦及び乳幼児死亡の予防に貢献されてき
た功績に敬意を表します。同団体はコンポンチャム州において、保健センター職員と地域の
保健ボランティアのネットワーク構築・強化及び５歳未満児の予防可能な疾病・死亡を削減
し、子どもの健康な成長発達促進に係る事業を引き続き行います。また、啓発教材作成や栄
養教育及び調理実習にも取り組みます。長年にわたってカンボジアの保健衛生の向上に取り
組んでこられた「ピープルズ・ホープ・ジャパン」のご貢献に敬意を表しますとともに、 本
事業を通じて、地域住民と保健センターの連携が一層促進され、乳幼児の健康増進や疾病予
防に繋がることを期待しております。

近年、発展目覚しいカンボジアではありますが、貧困対策、保健、教育環境を含む社会開
発など、人々の生活向上のために取り組むべき課題は山積していると思います。 また、世界

的に COVID-19 が脅威をふるう中で特に、保健衛生の問題はその重要性を増しています。 日
本としては、今後とも、国際協力ＮＧＯの皆さまと連携し、様々な課題解決のお手伝いが出
来ればと考えています。
本日御出席の皆様の御健康と御多幸、両国の友好のますますの発展を祈念致します。
ありがとうございました。

