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１．対ベトナムODA概況： 日本は援助の約３割を供与する最大のドナー

◆目的と意義
ベトナムはASEAN 第3の人口を有し、日本にとって製造拠点、輸出市場、資源供給源としての可能性を有する。ベトナムの投資
・貿易・ビジネス環境の改善が図られ、日ベトナム間の経済関係の緊密化につながることが期待される。

◆「対ベトナム国別開発協力方針」（外務省 2017年12月）重点分野
① 成長と競争力強化
財政金融・国営企業改革といった市場経済システムの強化および、増大する経済インフラ需要に対応するための幹線交通及び
都市交通網の整備、エネルギーの安定供給などへの支援
② 脆弱性への対応
顕在化する環境問題および気候変動対策、貧困削減と格差是正のため、高齢化や非感染症疾患など新たな課題も含めた保
健医療・社会保障などの体制整備などへの支援
③ ガバナンス強化
ガバナンス強化のための人材育成を通じた行政組織の合理化・効率化、司法・立法・法執行能力の強化などへの支援

Japan

World Bank (IDA)

ADB

Korea

Germany

France

United States

Australia

EU Institutions

Global Funds (出典) OECD DAC

近年の対ベトナムODA実績 (億円)

円借款は案件承諾ベース、無償（サブスキーム含）は
交換公文ベース、技術協力は供与実績ベース

年度 円借款 無償 技術協力

2012 1,788 17 85
2013 1,656 15 83
2014 827 15 77
2015 1,928 33 102
2016 1,871 26 90
2017 618 N/A N/A

累計総額 27,249 1,506 1,509



3

１．対ベトナムODA概況： ベトナム向け円借款実績の概要

案件名 借款額 E/N L/A 供与条件

ホアラック科学技術都市振興事業(II) 12,865 2017/6/6 2017/6/6 一般

ベンチェ省水管理事業 24,257 2017/6/6 2017/7/18 優先

ビエンホア市下水排水処理施設事業（第１ステージ） 24,700 2017/6/6 2017/8/30 優先

■2017年度 円借款LA調印案件 （合計 61,822百万円）

■事前通報済 未締結 円借款案件 （合計 114,069百万円）

案件名 借款額 事前通報 供与条件 現状

海上保安能力強化事業 38,482 2017/1/16 STEP 首相承認待ち

衛星情報の活用による災害・気候変動対策事業(II) 30,000 2017/1/16 STEP 首相承認待ち

ハナム省投資環境整備事業 18,082 2017/11/10 優先/一般 スコープ修正中

ハロン市水環境改善事業 11,891 2017/11/10 優先 LA協議中

職業教育及び訓練強化事業 15,614 2018/5/31 優先 FS承認待ち

案件名 融資額 L/A

コーヒーバリューチェーン強化事業 JICA：75百万ドル
ADB：88百万ドル

2018/3/28

■(参考） 2017年度 海外投融資承諾案件



１．対ベトナムODA概況： 各分野での直近の取組

(1) インフラ整備

・ラックフェン国際港建設事業【円借款】 2018年5月 開港

・タイビン火力発電所及び送電線建設事業【円借款】 2018年3月商業運転開始

・タクモ水力発電所増設事業【円借款】 2017年10月 商業運転開始

・南部ビンズオン省水環境改善事業【円借款】 2017年9月 下水処理場運営開始

・南北高速道路建設事業（ダナン―クアンガイ間）【円借款】 2017年8月

JICA区間（ダナン⇔タムキー65km区間）が開通 ※世銀区間も2018年9月に開通済
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(2) 人材教育、保健、環境

・日越大学修士課程設立プロジェクト【技術協力】

→2018年7月第1期生56名が修士課程を終了、2018年9月第3期生92名が修士課程に入学

・麻疹風疹混合ワクチン製造技術移転プロジェクト【技術協力】

→2018年4月より技術移転先のPOLYVAC製のワクチン接種開始。5万人以上投与。

・都市廃棄物総合管理能力向上プロジェクト【技術協力】

→廃棄物総合管理国家戦略の改訂、建設廃棄物に関する8号建設省通達など6つの法規範文書を

作成（うち4つが施行済）

(3) 実施中の協力準備調査・基礎調査等一覧

5

（2018/5時点）

１．対ベトナムODA概況： 各分野での直近の取組

案件名 時期（予定）

ハナム省投資環境整備事業協力準備調査 2016年10月－2018年12月

南北高速鉄道情報収集・確認調査 2017年12月－2019年7月

ハノイ市都市鉄道2号線北部延伸に係る情報収集・確認調査 2018年6月－2019年4月
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２．JICAの対ベトナム投資環境整備： ベトナムの投資環境の現状

 1986年から対外開放政策（ドイモイ）を継続、2000年～2010年は平均成長率が7％を超える等、順調な経済成
長を継続。一人当たりGDPは2005年の700ドルから、2017年2,301ドルへと約3倍以上増加（中所得国）。産業構
造は対GDP比で、農林水産業がGDPの16%、工業・建設業が33%、サービス業が41%（2017年）。

 2017年に認可された日本からの新規/追加の外国直接投資（FDI）とベトナム企業への出資・株式取得は前年
比83%増の1,025件、認可額は3.5倍の91億1,190万米ドル（約9,860億円）で過去最高を記録。4年ぶりに国・地
域別で首位に。2018年も認可件数は18.5％増の1,215件、認可額は5.6％減の85億9,895万米ドルに落ち込んだ
が、2年連続で首位。新規認可件数のうち製造業の割合は、2011年の52％から2017年には24％まで縮小。

 ベトナムはCPTPPへの参加を含め国際経済連携に積極的。米中貿易摩擦の影響について、FDI企業の中国
からベトナムへの生産拠点移転への期待や、地場企業による輸出機会の増大と捉える声もある一方、米国の
関税措置を回避するため中国製品にベトナム産のタグをつけてベトナムから輸出する企業行動等が発生しな
いか（ベトナムも関税措置に巻き込まれないか）懸念する声もあり。政府・中銀は為替への影響も警戒中。

2017年のGDP成長率は6.8％
（農林水産業2.9%、工業・建設8%、サービス7.4%）

ベトナムGDP成長率と一人当たりGDPの推移

（出典） IMF, World Economic Outlook Database

産業別GDP構成比（％）（2017年）

（出典）JETRO資料（元データはベトナム統計総局）よりJICA作成

日本の対越新規FDI業種別認可件数
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２．JICAの対ベトナム投資環境整備： 具体的な取組（日越共同イニシアティブ）

 2003年、両国首脳の合意に基づき、日越両政府及び日系企業との協力により開始。
 ベトナムに投資する企業が実際に直面する問題について、ベトナム政府と企業が協議を通じ共通認識を持
つことにより、政策レベルにおける最善の解決方法を見つけ、実施するもの。

 さらに、投資環境改善に必要と判断された政策実施に対し、計画投資省外国投資省へ派遣する投資環境
アドバイザー（2003年～2018年、5代）等を通じて支援。これまでの実績は以下のとおり。

第1フェーズ

 2003年12月行動計画策定（44項目）、2005年11月評価・促進委員
会

 15日以内の観光・商用短期滞在ビザの免除、個人所得税最高税

率の引き下げ、電気料金の二重価格制廃止、四輪車産業における
現地調達義務の廃止等を達成。

第2フェーズ
 2006年7月行動計画策定（46項目）、2007年11月評価・促進委員会

 二輪車産業マスタープラン作成、個人所得税申告書類の提出期限
の延長、知的財産権の法定審査期限の遵守、電源開発への民間
参入促進等を達成。

第3フェーズ

 2008年11月行動計画策定（37項目）、2010年12月評価・促進委員
会

 国際間の陸路輸送の通関の24時間化、知的財産権侵害に対する

罰則強化及び摘発のための制度改善、融資貸出上限規制緩和、
PPPスキームの導入等を達成。

 2011年7月行動計画策定（70項目）、2012年12月評価・促進委
員会

 産業人材育成のための国家技能検定制度設置、外資系小売・
エコノミックニーズテスト運用基準の通達発行、民活インフラ投
資改善希望事項の報告書作成、ベトナム国家銀行による経済
指標のHP公表等を達成。

第5フェーズ

第6フェーズ

第4フェーズ

 2016年8月行動計画策定（32項目）、2017年12月評価・促進委
員会

 中小企業支援法に代表される中小企業支援の枠組み明確化、
小売り、教育、医療・介護をはじめとするサービス関連10業種に

関する整理、企業の合併・買収に伴う株式売買に関する口座の
使用規制の明確化等を達成。

 2013年7月行動計画策定（104項目）、2014年12月評価・促進委
員会

 通関における「事前確認制度」の明確化、産業人材育成のため
の技能検定試験の拡充、新たなPPP政令案策定等を達成。
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２．JICAの対ベトナム投資環境整備： 具体的な取組（日越共同イニシアティブ）

 現在、フェーズ７を実施中で、2018年7月にキックオフ会合を、2019年1月に中間評価会合を開催。
 コンセプトは、以下のとおり。
1. ベトナムの持続的成長を支える投資を呼び込むためのビジネス環境整備。投資の「量」のみならず，

「質」の向上により、ベトナム経済の国際競争力、地球環境対策、安全・安心の付加価値等、ベトナム国
民の生活の質や企業の競争力の向上を推進する投資の増大を促すためのビジネス環境整備。

2. ベトナムの持続的成長には「生産性向上」が不可欠。行政手続の簡素化・透明性向上は、生産性向上に
大きく貢献。

フェーズ７の枠組み

１．投資促進のための制度インフラの整備推進

２．国際競争力のある工業化の推進

３．地球環境にやさしい社会・産業インフラの整備推進

４．安心・安全で質の高い生活・サービス産業の育成推進

①投資法・企業法…インセンティブ保護，ENT対象明確化
②司法制度改善…法の統一適用，執行確保
③土地法改正…法改正に伴う制度向上
④国営企業・株式市場改革…政府保有株売却促進

⑤裾野産業…ベトナム企業の生産性向上
⑥労働・賃金…労働法・最低賃金法レビュー

⑦民間資金活用…ＰＰＰ推進のための制度・運用改善
⑧ＬＮＧ活用…石炭代替ｴﾈﾙｷﾞｰ活用のための制度整備

⑨サービス産業…案件モニタリングによる透明性向上
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３．JICAの対ベトナム産業人材育成支援： ベトナム産業人材の現状と課題

 1986年のドイモイ以降、ベトナム経済は工業化の進展により急速に発展。一方、イノベーションの欠如や労
働生産性の伸び悩みによりその成長速度は減速。製造業における付加価値創造を抑制している要因の一
つに、 ①経営管理人材、②実践的エンジニア、③熟練技能者といった各階層の産業人材育成がどれも十
分でないという課題あり。

 ベトナム政府は、2011年から2020年までの社会経済開発の目標として、①教育管理メカニズム及び訓練カ
リキュラムの改訂並びに講師・マネージャー人材の育成、②労働倫理教育を含む職業訓練の質の向上や
創造性・実務能力の向上、③民間企業のニーズを把握し、企業と人材のリンケージを強化し、企業の社会
的責任への意識を改善 する3点を掲げている。

職訓モデル
モノづくりの基礎
適切な技能

高専モデル
実験・研究による
課題解決能力育成

人材ニーズ

人材供給

ミ
ス
マ
ッ
チ

PDCAマネジメント能力
課題解決能力
モノづくりの意識

• 暗記型教育
• 理論偏重教育
• 基本的職場態度の欠如

経営
管理
人材

実践的
エンジニ

ア

熟練技能者

単純労働者

日本的経営
人を重視した経営
PDCAマネジメント

ミスマッチ
解消
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３．JICAの対ベトナム産業人材育成支援： 具体的な取組

 JICAは、産業の発展段階に応じて、 ①経営管理人材、②実践的エンジニア、③熟練技能者の各階層の産
業人材育成を支援。

日本式高専モデルの
試行的導入

日本式職訓モデル
の横展開

知識集約型

ホーチミン工業大

学重化学工業人材

育成支援

主な取組要素

・カリキュラム改善による
適切な技能の習得

・就職支援によるミスマッ
チ解消

・技能検定による社会的
ステータスの改善

労働集約型

設備産業向け実践的

技術者を供給

ベトナム日本人材開発イ

ンスティチュートにおける

ビジネス人材育成支援

アセアン工学系
高等教育ネット

ワーク支援

熟練技能者
の育成

実践的技術者
の育成

高度産業
人材の育成

高等教育
人材の育成

ハノイ工業大学

及び職業訓練

校に対する指

導員育成支援

カントー大学支援

日越大学支援

職業訓練分野のこれまでの成果
製造業を中心とした企業へ多数の技能者を供給

経営管理者層育成におけるこれまでの成果
経営塾にて約450名の卒業生を排出

技能検定制度

構築支援

主な取組要素
・人材育成体制の整備
・人材育成のための企業連携

・実践的技術者としての精神の
涵養
・基礎・専門能力の育成

・実験・研究による創造力の強
化

製造業に対する５Sや品

質管理等 日本の工場

経験者による支援

日本の企業や自治体の技
術・ノウハウの活用

日本の大学に培われた知見の活用

職業訓練：測定機械の実技指導

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本の協力　基本スタンス：　　産業の発展段階に応じた産業人材育成支援（１）熟練技能者の育成日本式職業訓練モデルを展開し、カリキュラム改善、就職支援、技能検定等を支援。　例）日本式技能検定の国家資格化支援（現在、旋盤・フライス盤のみ）　　　※越独自の技能検定は全22業種、累計受験者数8,356名/うち合格者数4,221名（2016年末時点）（２）実践的エンジニアの育成日本式高専モデルを試行導入し、課題解決能力の習得や技術者のマインドセット・創造性の向上を支援。　例）ホーチミン工業大学（約30,000人在籍）を含む主要5大学・短大に日本式「高専モデル」を導入（３）経営管理人材の育成ベトナム日本人材協力センター（VJCC）において、日本式経営管理スキルを教授し、日越企業の交流・マッチングフォーラムとしても活用。（400名超の卒業生）
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４．JICAの対ベトナム裾野産業振興支援： ベトナム裾野産業の現状と課題

 ベトナム企業の多くはFDI企業の生産工程請負に従事しているが、サプライチェーンにおける材料の現地
調達比率は他のASEAN諸国に比べても低く、輸入に頼る構造。特に、工業分野においては、輸出志向型
の製造業の生産拠点としてFDI受入により、輸出向けの電子・電子部品工業品の生産が活発である一方、
輸出製品の製造には、石油製品等の生産財に加えて、機械や部品等の資本財の大部分を輸入に頼る構
造がこれまでの貿易赤字の主因。ASEAN域内での競争が激化していることから、国際競争力を高めるた
めには産業の高付加価値化を図ることが必要であり、裾野産業の大半を構成する中小企業の育成が急務。

 ベトナムには企業が約60 万社（うち99％は中小企業）存在しており、生産管理、品質管理、財務管理、マー
ケティング等の経営能力の強化に加え、技術経営の推進や金融アクセスの整備、ビジネスマッチング機会
の提供等について、専門家の支援が必要。これら企業のニーズに対応するため、各省庁の傘下に中小企
業向けのビジネス開発サービス（BDS）プロバイダーが多数存在。しかし、現状、これらプロバイダーは、
個々の所管省庁の傘下で個別に活動しており、省庁横断的に中小企業に包括的支援を提供するネットワ
ークの構築が必要。

電話機・同部品

21%

縫製品

12%

コンピュータ電

子製品・同部品

12%履物

7%
機械設備・

同部品

6
水産物

4%

木材・

木製品

4

輸送機

器・同

部品

3%

カメラ等

2%

合成繊維

2%

その他

27%

輸出品目割合（％）（2016年 通関ベース） 輸入品目割合（％）（2016年 通関ベース）

（出典）JETRO資料（元データはベトナム統計総局）よりJICA作成 （出典）JETRO資料（元データはベトナム統計総局）よりJICA作成
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Sheet1

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		GDP		7.3		7.8		7.6		7.0		7.1		5.7		5.4		6.4		6.2		5.3		5.4		6.0		6.7		6.2		6.8

		農林水産業 ノウリンスイサンギョウ		3.6		4..4		4.2		3.8		4.0		4.7		1.9		3.3		4.0		2.7		2.6		3.4		2.4		1.4		2.9

		工業・建設業 コウギョウケンセツギョウ		10.5		10.2		8.4		7.3		7.4		4.1		6.0		7.2		6.7		5.8		5.1		6.4		9.6		7.3		8.0

		サービス		6.5		7.3		8.6		8.4		8.5		7.6		8.6		7.2		6.8		5.9		6.7		6.2		6.3		7.0		7.4





産業別構成比

		

				2017

		農林水産業 ノウリンスイサンギョウ		768,161

		工業・建設業 コウギョウケンセツギョウ		1,669,568

		サービス業 ギョウ		2,069,566

		税金(補助金除く） ゼイキンホジョキンノゾ		500,562

				5,007,857





産業別構成比

		



税金


(補助金除く）
1



Sheet3

		

				輸出 ユシュツ

		電話機・同部品 デンワキドウブヒン		45272

		縫製品　 ホウセイヒン		26038

		コンピュータ電子製品・同部品 デンシセイヒンドウブヒン		25942

		履物 ハキモノ		14652

		機械設備・同部品 キカイセツビドウブヒン		12770

		水産物 スイサンブツ		8316

		木材・木製品 モクザイモクセイヒン		7659

		輸送機器・同部品 ユソウキキドウブヒン		6991

		カメラ等 トウ		3801

		合成繊維 ゴウセイセンイ		3593

				155034

		その他 タ		58985

		合計 ゴウケイ		214019
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４．JICAの対ベトナム裾野産業振興支援： 具体的な取組

 JICAは2017年6月から2019年6月までの予定で、「産業振興基盤強化に係る情報収集・確認調査」を実施
中。ベトナム政府内に中小企業総合支援拠点を設け、効果的な支援を行う体制整備を提言予定。
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５．バリアブンタウ省産業発展戦略策定支援：環境に配慮した産業発展戦略を提言

 バリアブンタウ省は、道路・港湾等のインフラ整備、電力や上水の安定供給、原油・天然ガスの生産により、
早期から重化学工業・素材産業を集積。

 2008年以降、水質汚濁等の環境問題が深刻化したため、省政府は環境汚染リスクのある事業の投資誘致
及び許可を制限する政策を実施。結果、省への新規投資が鈍化し、経済発展が停滞。

 JICAは、基礎調査を通じ、環境に配慮した産業発展戦略の方向性を提言。同省人民委員会が、2018年９
月に、右方向性を省の政策として承認することを決定。現在、関係各局が具体的な行動計画を策定中。

 水質汚染などの環境問
題が発生。

2016年2月
 JICA・GRIPS共同で「環境配慮型産業

開発の推進」への転換提言。

2016年夏

 バリアブンタウ省は省決定を制定。環境

リスクを有する業種は、例えば以下のよ

うな適切な排水処理を実施することでラ

イセンス発行する旨明示。

 自社にて排水一次処理施設を導

入。

 排水二次処理施設を有する工業

団地へ入居。

産業集積期(1990年代～) 環境対応期(2008年～) 政策転換期（2016年～）

 2014年環境対応のため
投資制限政策採用。

 新規投資が鈍化し経済発展
が停滞。

鉄鋼、プラスチック、
肥料、造船、セメン

ト・ガラス等
産業集積地

2016年10月
 JICAは基礎調査を開始。

 インフラ整備等
 重化学工業・素材産業集積



目標１ 産業構造強靭化（非鉱業のGDPを3倍超に）

鉱業偏重の産業構造を転換し非鉱業分野を新たな基幹産業に（非
鉱業分野の年平均成長率7％）。

戦略１ 高付加価値産業（自動車・食品加工・製薬
等）創出戦略

戦略２ 素材産業（石油化学・鉄鋼・繊維等）強化・
供給拠点化戦略

戦略３ 電源開発多様化（SPP・再生可能エネルギー
等）戦略

目標２ 南部経済圏グリーン成長先進省
（環境に配慮した経済発展を先導）

南部経済圏各省・市連携の中核となり、同経済圏の発展・
環境配慮型経済圏の確立を先導。

戦略１ クリーン・テクノロジー導入戦略

戦略２ BRVT省環境保護基金強化戦略

戦略３ 環境に配慮した工業団地普及戦略

目標３ 国際物流拠点化（新たな「南の玄関」へ）

国際物流のハブとして、ベトナムの新たな「南の玄関」へ。

戦略１ 物流インフラ大動脈化戦略
（高速道路・橋梁・鉄道網整備）

戦略２ カイメップチーバイ港機能強化戦略

戦略３ カイメップハー物流拠点化戦略

＜グラフ１：BRVT省GDP（産業別）の目標推移 (2016-2035)＞

産業構造強靭化
を支える

物流網の形成

産業構造強靭化
と環境対策の同

時推進

ベトナムNo.1のグリーン成長先進省・国際物流拠点
ベトナム南部経済圏グリーン成長の先導役となり、

ASEANの国際物流拠点へ

産業の高付加価値化に
より、非鉱業のGDPを
3倍超に

５．バリアブンタウ省産業発展戦略策定支援：戦略の方向性（全体像）
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目
標
１

目
標
２

目
標
３

2021年2020年2018年 2019年

自動車産業の誘致を
中央政府と協議 中央政府が政策に反映

JICA技術協力の内容決定

フックアン橋の整備
（戦略1）

モデル工業団地の普及
（戦略3）

BRVT省環境保護基金強化
（戦略2）

SPP制度の導入
（戦略3）

誘致産業WGの設置
（戦略１）

BRVT省発展ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ･ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑの創設（戦略１） インセンティブの検討

中央政府と協議
予算措置 インセンティブ付与の実施

省がSPP制度の導入をMOIT,EVNと協議
日越共同イニシアティブを通じた働きかけ

中央政府:パイロット事業承認・制度構築検討
JICA:パイロット事業F/S支援

SPP個別事業の形成・推進
JICA:資金協力による支援可能性検討

JICA:資金協力の検討 環境保護基金の根拠法の改定

中央政府：基金への資金支援
省:環境対策補助金の支給実施
JICA:資金協力の実施

ジャパンデスク機能強化
（戦略1）

既存のジャパンデスク体制強化・日本商工会議所との連携

人材育成の推進（戦略2）
人材育成に対する企業の要望を確認
地元大学・職訓校と連携しカリキュラム等を検討

中央政府:大学に対し人材育成カリキュラムを認可
JICA:産業人材育成ボランティア派遣・新規円借款を通じた支援を検討

クリーンテクノロジー導入
（戦略1）

経産省・JETRO・JICA：技術マッチング支援の実施
JICA：民間企業海外展開支援事業の積極的活用

BRVT・日本産業振興定期協議（年2回開催）

モデル工業団地の基準の検討・指定 中央政府:モデル工業団地の認可

ビエンホアーブンタウ
高速道路の整備（戦略1）
CM-TV Port Management 

Board設置（戦略2）

検査マニュアル運用開始

2020年内の供用開始を目指して整備を推進

カイメップハー物流拠点化（戦
略3）

中央政府と協力し事業者募集
BOT事業・資金協力の検討 中央政府：事業実施主体として早期着工を目指す

南部港湾関係者連絡会議の設置
各港の機能・役割の整理

CM-TV Port Management Board設置 南部港湾の一元的運営

開発案を検討 開発計画の検討・策定 事業者選定・開発実施

中央政府に資金協力要請

JICA：技術協力（基金運営能力強化等）実施

JICA技術協力の内容決定 JICA:技術協力実施（検査マニュアル策定等）

JICA：投資促進・民間連携ボランティア派遣●

●

●

●

●

●

JICAの支援候補分野↓

５．バリアブンタウ省産業発展戦略策定支援：ロードマップ
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参考資料

JICAのベトナムへの支援（全体）

ベトナムの農村

16

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これで私からの御説明を終了させて頂きます。ご清聴ありがとうございました。
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JICA支援メニューの概要
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【協力実績・事例】① 成長と競争力強化

道路
ODAで総延長距離3,309kmの道路を整備（整備中含む）、一般国道
整備（高規格、片側二車線）の約7割が円借款（有償資金協力）に
よるもの

橋梁
ODAで287橋の橋梁を整備（うち鉄道橋梁は63橋）（整備中含む）
主な大規模橋梁：ニャッタン橋（ハノイ）、紅河橋（ハノイ）、ビン橋（ハイ
フォン市）、バイチャイ橋（ハロン）、カントー橋、ラックフェン橋（ハイフォ
ン市）

空港
ハノイ（ノイバイ）、ホーチミン（タンソンニャット）国際空港を支援
ハノイでは、ノイバイ空港、市内からのアクセス道路、ニャッタン橋（日越
友好橋）を包括的に支援。空港から市内までの所要時間が20分短
縮。

港湾
ハイフォン港、ラックフェン港（ハイフォン市）、カイメップチーバイ港（南部
）、ダナン港

都市鉄道
ベトナムで初となる地下鉄「ホーチミン都市鉄道建設事業（1号線）」を
建設中。ハノイでも、都市鉄道1号線、2号線事業を支援中。

日本企業の高い技術・ノウハウを活用されて完成したニャッタン橋（日越友
好橋）（上）とノイバイ国際空港ターミナル2（下）

 運輸：北中南部の主要空港、港湾、道路を支援

18
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【協力実績・事例】 ① 成長と競争力強化

◆人材育成

小学校275校を建設

日越人材協力センター：ビジネスコース3万人以上、日本語コース
約2万人が受講済。

2016年、日越大学開学

職業訓練学校に関する円借款供与
2016年の日越大学開学式の様子

◆電力・エネルギー：全発電容量の14%を支援

1960年代に戦後賠償で建設されたダニム水力発電事業も含めて、火
力発電所建設事業6件、水力発電所建設事業4件の電源開発事業を
実施
火力：ファーライ、フーミー、オモン、ニンビン、ギソン、タイビン
水力：ハムトアンダーミー、ダイニン、ダニム、タクモ

現在建設中の発電所も含めると、日本の支援で建設された発電所の
発電容量は450万kWにのぼり、これはベトナム全体の14％に相当

JICAの支援で建設されたダニム水力発電所。50年以上経過
した現在も現役で稼働中。



20

【協力実績・事例】 ② 脆弱性への対応

◆保健医療：3拠点病院を中心に支援

ベトナム北部・中部・南部の3拠点病院（ハノイ・バックマイ病院、フエ中央
病院、ホーチミン・チョーライ病院）の施設・機材を整備

3拠点病院をベースに、診断・治療技術の改善、情報システム整備、看護
ケアの改善、財務の改善など「総合的な病院教育」を実施し、全国の医療
従事者の質改善を支援。約10万人の医療関係者が、3拠点病院で研修を
受講

麻疹ワクチンの製造に対する支援により、定期接種ワクチン需要量の約67
％を自国内での製造を実現（2011年）。また、麻疹ワクチン接種率は、2001年
：13.1％から2010年：97.7％に大幅増加

看護人材育成プロジェクトの様子

災害リスクの現場視察を行う専門家

◆環境：政策支援、主要都市の上下水道整備

気候変動対策に関する政策・制度改善を借款にて支援。また、洪水管理
計画策定等、防災行政能力の向上に向けた支援も実施。

上下水整備（円借款）
ハノイ市、ホーチミン市、ハイフォン市、ハロン市、フエ市、ハナム省、ドンナイ省
、ビエンホア市、バリアブンタウ省、ビンズオン省

地域間格差是正のための地方インフラ開発や農民の生計向上支援、参
加型アプローチを用いた山岳地域などの少数民族支援など、地元のニーズ
に応じて展開
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【協力実績・事例】③ガバナンス強化
法整備
改正民法、民事訴訟法、知的財産法、倒産法、国家賠
償法、民事判決執行法等の草案作成を支援、可決・
成立

司法
法曹三者（裁判官、検察官、弁護士）共通養成カリキュ
ラム、テキスト等を作成

国会、行政府
国会能力向上、公務員制度改革を支援。国家幹部研
修を行うホーチミン国家政治行政学院（HCMA）にて、教
職員60～70名、及び受講生約500名の研修を実施。

通関
迅速化・効率化のため、日本の技術を活用した電子通
関システムの構築を支援（VNACCS）

放送
ベトナム放送の施設・機材整備のほか、制作局・報道局
スタッフの能力向上、ドキュメンタリー番組制作支援等を
実施（教育・教養番組充実化支援など）

国家幹部（訪日）研修の様子

テレビ局の番組制作支援も
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【協力実績・事例】日本の民間企業との連携＆日本企業の海外進出支援①

 民間セクターを通じた開発促進を強化
 民間企業等が実施する開発事業を出資、融資により支援（海外投融資）
 民間企業が現地で行う産業人材育成学校や、ベトナムの主要農産品であるコーヒーの

バリューチェーン構築（ADBと初の民間向け協調融資）等への資金的な支援を展開中。

来日前の研修を受けている生徒（ESUHAI社） コーヒーバリューチェーンの構築、零細コーヒー農家
への営農指導（カフェアウトスパン社）
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ベトナムの課題解決につながる製品・技術を有する日本企
業の海外展開に向けた普及活動を支援

ハノイ市における高性能浄水施設（2016-2017）や、ハノイバ
クマイ病院での難聴者聴覚検査・診断機器（2016-2017）
の普及に対する支援等を実施

 JICA支援後、自社による展開を目指して活動中。

導入された水処理装置（株式会社ナガオカ） 難聴者聴覚検査・診断機普及（リオン株式会社）

【協力実績・事例】日本の民間企業との連携＆日本企業の海外進出支援②



ご清聴ありがとうございました。

お問合先：
JICAベトナム事務所 冨田 翔

Tel: +84-24-3831-5005 (Ext. 144)
E-mail: Tomita.Sho@jica.go.jp

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これで私からの御説明を終了させて頂きます。ご清聴ありがとうございました。

mailto:Tomita.Sho@jica.go.jp
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