
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 

 バリアブンタウ省 環境に配慮した産業発展戦略の方向性（全体像） 
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＜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 



 目標１ 産業構造強靭化（非鉱業のGDPを3倍超に） 
 （１）戦略１：高付加価値産業（自動車・食品加工・製薬等）創出戦略 
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• BRVT省は、現状維持ではGDPの5割を占める鉱業が中長期で縮小。産業構造の転換・多様化と高付加価値化を進めること

で経済成長を目指すことが不可欠。 

• 産業の高付加価値化では、自動車産業や製薬業の誘致、食品加工の強化を推進。 

産業の高付加価値化でGDP約51億ドルを創出 

【自動車産業】 

【食品加工業】 

【製薬業】 

BRVT省産業強靭化9の政策 

【GDP押上効果】 

約20億USD 

約19億USD 

約12億USD 

＜グラフ２：ベトナムの自動車販売台数の推移＞ 

＜グラフ3：ベトナムの食品消費額の推移＞ 

＜グラフ4：ベトナムの医薬品販売額の推移＞ 

①「BRVT省産業強靭化ステアリングコミッティ（仮）」の強化 

BRVT省の既存のコミッティを活用し、産業、環境、物流の各政策を

一元的に取り纏める機能を強化。その傘下に以下②③④を設置。 

②誘致産業ワーキンググループ（仮）の強化 

既存のワーキングチームを活用して、誘致対象の産業ごとに分類して、

必要な政策等の分析・検討及び中央政府との調整等を実施。 

③モデル工業団地協議会の設置 

モデル工業団地の制度構築や運営方式等を検討する協議会を設置。 

④「BRVT省発展インセンティブプログラム（仮）」の創設 

工業団地の既存の優遇制度に加え、産業発展や環境対策への貢献度に

応じたインセンティブプログラムの設置について中央政府と調整 

⑤環境規制の柔軟な運用 

BRVT省の素材産業の育成に向け、環境対策の実施を前提として、

Decision No.2214の限規制業種の事業を認可。 
 

6 ジャパンデスク機能強化 
既存の活動内容の確認と必要な体制強化。日本商工会議所との緊密な

連携。 

⑦「BRVT省発展インセンティブプログラム（仮）」の創設にお

ける予算措置 

BRVT省と同プログラムの内容を検討し、必要な予算措置を実施。 

⑧南部経済圏5省との「地域連携協議会（仮）」の活用・強化 

連携協議会の活用を前提としつつ、南部経済圏の産業の有機的結合

を促進。 

⑨南部経済圏のアクセス改善に向けたインフラ整備 

南部経済圏全体のサプライチェーンが構築されるために必要なイン

フラを抽出・検討・予算措置を実施。 
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【注力分野】 

 国内市場向け完成車（小型車を

年間20万台生産） 

 国内市場及び周辺国（タイ・イ

ンドネシア）向け自動車部品 

 将来、一定の集積が図られたう

えでの自動車産業高度化（電気

自動車等） 

【注力分野】 

 既存の食品加工業の底上げ 

    ＋食品加工の高付加価値化 
 

 （食品加工の高付加価値化の例） 

• 空港・港湾等の物流拠点を活

用した輸出強化 

• 農産物の高付加価値化、コン

ポジット船活用等による農林

水産業の活性化 

 国民皆保険の実現を目指すベ国

は、医薬品市場のポテンシャル

大 
 

【注力分野】 

 ベ国の消費動向を鑑みた一般用

医薬品（OTC医薬品）及びジェ

ネリック医薬品 

2035年、市場規
模：150万台超 

2035年、市場規

模：2,000兆ドン 

2035年、市場規

模：300億ドル 



 目標１ 産業構造強靭化（非鉱業のGDPを3倍超に） 
 （２）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 
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• BRVT省の特徴である素材産業（石油化学、特殊鋼、繊維）にかかる企業誘致を促進 

現状 目標（期待される将来像） 

 化学産業の基礎原料を
輸入に依存 

 ベトナム全体にわたり、
現地調達率が上がらず、
サプライチェーンの形
成に遅れ 

 電炉メーカー（普通
鋼）6社が操業中。主
に建材を供給。及び、
金属加工業も集積 

 ただし、電炉法による
ホットコイルの製造は
行われておらず、輸入
に依存 

石
油
化
学 

特
殊
鋼 

 化学産業の川上の発展により、
GDP倍増に貢献 

 素材の供給体制構築により、石
油化学の裾野産業の集積が期待
され、特に、新産業振興（自動
車等）の切り札となる 

 川上素材である特殊鋼の現地調
達は、BRVT省の自動車産業振
興に有効 

 域内サプライチェーンの需要を
踏まえた素材供給拠点としてタ
イ等周辺国の自動車産業への輸
出も可能 

 既存の普通鋼用電炉を活用した
特殊鋼生産への転炉と新規特殊
鋼誘致をバランスよく推進 

 ベトナムの繊維業は、
縫製中心であり、原材
料は輸入に依存 

 輸出額に占める輸入額
が高く繊維業の付加価
値が低い 

繊
維 

 メガFTAの参加により、縫製品
の輸出拡大が期待 

 川上や川中（紡績、織物、染
色）を誘致し、ベトナムの繊維
産業の高付加価値化を図る 

３
つ
の
個
別
施
策 

産
業
強
靭
化 

の
政
策 

９ 

 SCG/PVとの協議会による中央
政府の支援確保 

 域内サプライチェーンへのアク
セスに不可欠な省内インフラの
着実な整備 

 地元大学や職業訓練学校等にお
ける技能人材の育成を更に強化 

①個別事業主体との推進協議会の設置 

②省内インフラの整備 

③人材育成の推進 

 環境技術・負荷対策を重視した
モデル工業団地への誘致並びに
裾野産業誘致 

石油化学 

各産業共通 

各産業共通 

各産業共通 



3 

 目標１ 産業構造強靭化（非鉱業のGDPを3倍超に） 
 （３）戦略３：電源開発多様化（SPP・再生可能エネルギー等）戦略 

• 高付加価値産業の創出（戦略1）及び素材産業の強化（戦略2）を推進する上での産業インフラとして、電源開発を強化。 

• 電力供給の安定化・質の向上を確保するとともに、電源の多様化・クリーンエネルギーの導入を積極的に推進。 

BRVT省・南部経済圏の電源開発の課題 

 豊富な電力はBRVT省の魅力の一つ 

 しかし、国家電源開発計画（PDP7）では

多くの発電所で操業予定年に遅れ 

• 近年は北・中部からの受電も急増 

 瞬間停電の発生の改善も急務 

SPP制度の導入：安定・質の高い電源の確保が可能に 再生可能エネルギー：電源の多様化・クリーンエネルギー 

 タイの小規模発電事業者（SPP）制度をBRVT省に導入 

 

 

 

 SPPのメリット 

• BRVT省進出企業は、信頼性の高い発電技術、中央グリッドから独立し

た送電線により、SPPから質の高い電力を確保 

• 工場10社への蒸気供給で年2.0万ｷﾛﾘｯﾄﾙの燃料削減効果（川崎市の例） 

 電源の多様化において再生可能エ

ネルギーを積極的に活用 

 太陽光・風力発電等、BRVT省の

優位性が高く売電価格に政府補助

が適用され採算性が見込める再生

可能エネルギーについて、エネル

ギーファームの実現を促進 

電力供給の安定化・質の向上 電源の多様化 

0
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グラフ5：電源開発計画（PDP7）の進捗 グラフ6：ベ国南部の送受電状況 

開発の遅れ 

受電が急増 

発電形態 

火力発電（天然ガス等）
＋コジェネレーション  
再生可能エネルギー発電 

電力買取 

電力の一部を電力公社が
買取保証 

柔軟な制度設計 

近隣の工場にも電力や蒸
気を直接販売することが
可能 

太陽光 

ポテンシャル 

風力 

ポテンシャル 

中央政府 
の取組 

 再生可能エネルギーのFIT（固定価格買取制度）価
格の引き上げ及びその他補助制度の拡充 

BRVT省 
の取組 

 エネルギーファーム整備のための土地の提供、貧困
地域における法人税減免等、投資優遇措置の適用 

JICA 
支援策（案） 

 再生可能エネルギー由来の電力と他電力をミックスして
安定提供するノウハウに関する技術協力 

 PPP支援型円借款（VGF、EBF、PPP信用補完スタンドバ
イ）・海外投融資の活用 

中央政府 
の取組 

 SPPパイロット事業の承認（MOIT、EVN） 
 天然ガスの長期・安定供給（ペトロベトナム） 

BRVT省 
の取組 

 SPPに関心をもつ企業と連携しつつ、省が主体的に
MOIT、EVNと協議し、国の政策・制度整備を促す 

JICA 
支援策（案） 

 パイロット事業のF/S支援（PPPインフラ事業） 
 PPP支援型円借款（VGF、EBF、PPP信用補完スタンドバ

イ）・海外投融資の活用 
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 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） 
 （１）戦略１：クリーン・テクノロジー導入戦略 

• 高付加価値産業・素材産業の発展を推進しつつ、産業発展に伴う環境負荷の低減を図るため、環境・公害対策技術を導入。 

• さらに、省エネ・再資源化等の技術を積極的に導入し、公害防止だけでなくグリーン成長を推進。 

導入するクリーン・テクノロジー（例） 

高付加価値産業（自動車・食品加工）におけ
る環境対策・公害対策 

素材産業（石油化学・鉄鋼）における環境対
策・公害対策 

省エネ・再資源化対策 

導入促進に向けた支援策 

【自動車産業】 

【食品加工産業】 

【石油化学産業】 【省エネ対策】 

【鉄鋼産業】 

【再資源化対策】 

 ドンナイ川流域の省市間連携メカニ

ズム※を活用 

 BRVT省で導入したクリーン・テク

ノロジーの成果を南部経済圏で共有 

 南部経済圏における環境に配慮した

産業発展を先導 

再生
原料 

クリアファイ
ルや作業着等
の製品へ 

 電炉スラグの製品化（道路用材料など） 

 電炉ダストからの亜鉛の回収・再利用 

 プラスチックのリサイクル 

 コージェネレーションシステム 

 ボイラー・電炉等からの廃熱の再利用 

ボイラー/ 
電炉等 

排熱 発電 
電気を工
場で利用 

 ナフサ分解装置にVOC回収装置を設置 

 含油量に応じた排水処理 

含油量 少 多 

非含油排水 中間排水 含油排水 

通常の排水処
理装置で処理 

オイルセパ
レーターで油
水分離 

油水分離後、
最終排水処理
装置で処理 

 ダイオキシン除去装置の設置 

 電炉ダストの捕集と処理 

電炉メーカー各社で高効率
なダスト集塵方式を導入 

誘致予定の電炉ダス
ト処理業者が処理 

 排水の性質（有機系／無機系）に対応した

排水処理 

 塗料の水性化、塗装システムの更新等によ

るVOC排出量の削減 

 工程改善、メンテナンス強化等による設備

由来の廃棄物量の削減 

 血水等を含む排水の処理 

中塗塗料の水性化により
大幅にVOCを削減 

※ 対象地域： BRVT省、ホーチミン市、ド

ンナイ省、ビンズオン省、タイニン省、

ロンアン省、ティエンザン省 

中央政府 
の取組 

 BRVT省環境保護基金への資金支援（目標2戦略2） 

BRVT省 
の取組 

 BRVT省環境保護基金による資金支援（目標2戦略
2） 

 BRVT発展インセンティブプログラムの適用（目標1
戦略1） 

 国・省が提供する資金的支援措置に関する情報の一
元化による支援措置活用促進 

BRVT省が南部経済圏における環境に配慮した産業発展を先導 

JICAの 
支援策 

 BRVT省環境保護基金に対する円借款・海外投融資
の供与、運営・管理面での技術協力 等 
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 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） 
 （２）戦略２：BRVT省環境保護基金強化戦略 

• クリーンテクノロジー導入戦略（戦略１）の実現策として、BRVT省に進出する外資企業や地元中小企業が適切な環境対策

を進める上での資金面・技術面での支援を実施。 

• 具体的には、BRVT省環境保護基金（BRVT environmental protection fund）をベースとして、JICAによる円借款・

海外投融資・技術協力等の支援を通して、グリーン成長を支援する基金に改組し、規模・機能を拡充。 

BRVT省環境保護基金の強化 

 環境対策を講じる企業等に対し、環境対応設備の導入・更新等の費用

を部分的にグラントとして補助。将来的にはローンも検討。 
 

 BRVT省独自の財源を設定し、持続的・継続的なファンドとする。 
 

 JICAの技術協力プロジェクトを通して能力構築支援を行った上で、

ファンドの運用管理をBRVT省が実施する想定。 
 

 JICAによる技術協力プロジェクト内容（案） 

 基礎調査（現状調査、ニーズ調査、原資の可能性調査等） 

 ファンドの運用管理に関する能力育成（環境設備導入の妥当性に

関する検証ノウハウ、融資審査ノウハウ、ローンスキーム構築技

術等） 

 運用計画の策定 等 
BRVT省 

環境保護基金 

ベトナム政府 JICA 

企業の環境対応設
備の導入・更新等 

能力育成 環境技術開発 

BRVT省独自の 
財源（環境規則
違反の罰金等） 

運用・管理面の
技術協力
（JICA） 

  
  
  
  

①グラントスキーム 

指定金融機関 
（融資の審査・
実行・回収） ②ローンスキーム 

【BRVT省環境保護基金強化イメージ（案）】 

原資 
円借款 

海外投融資 

【BRVT省環境保護基金強化の概要（案）】 

規模 ○○VND（要調整） 

財源 
 JICAによる円借款／海外投融資○○円 
 省独自財源（例：環境規則違反の罰金、一般・産業廃棄物の

埋立料金、化石燃料（石油・天然ガス）の利用料金等） 

補助（融
資）対象
となる取
組 

 環境対策設備（環境モニタリング、排水処理、排ガス処理、
廃棄物処理等）の導入・更新等 

 省エネ、再資源化の設備の導入・更新等 
 環境対応能力の育成 
 環境技術開発 

補助（融
資）対象
企業 

 環境対策を講じるモデル工業団地（目標2戦略3）管理会社ま
たは入居企業 

 地元中小企業 



 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） 
 （３）戦略３：環境に配慮した工業団地普及戦略 

• クリーン・テクノロジー導入戦略（戦略1）の実現策の一環として、環境対策を進めるモデルとなる工業団地（モデル工業

団地）を指定し、行政機関・工業団地・入居企業の適切な環境管理・連携体制を確立し、その成果を順次他の工業団地に横

展開していくことで、環境に配慮した工業団地の普及を目指す。 

• 当該工業団地及び入居企業に対しては、BRVT省環境保護基金からの優先支援を想定。エコ工業団地への指定の可能性につ

いても検討。 

モデル工業団地の概要 

 モデル工業団地では、JICA技術協力プロジェクト等を活用して、

以下のような事項を検討・実証 

① 工業団地及び入居企業による自主管理能力の向上 

② 高度な産業プロセス（石油化学、鉄鋼等）毎にプロセスフ

ローと検査マニュアルを構築し、省の立入検査能力を向上 

③ 関係機関（省関係部局、工業団地管理会社、入居企業）の適

切な連携体制の構築 

④ 要件を満たした工業団地や入居企業へのインセンティブ

（BRVT発展インセンティブプログラム、BRVT省環境保護基

金、誘致制限・禁止業種の認可等）の付与 

【モデル工業団地での取組と省との連携イメージ】 環境に配慮した工業団地の展開イメージ 

入居企業 
工業団地管
理会社 

集中排水 
処理施設 

公
共
水
域 

DONRE BIZA 

DPI 

連携 
インセンティブ 
窓口サービス等 

連携 

自主的管理 

環境データ 

検査 

連携 

BRVT省 

モデル工業団地 

自動モニタリング装置 

JICA 

技術協力 

技術協力 

モデル工業団地設立に向けたBRVT省の施策 

 BRVT省環境保護基金による環境対策への支援 

 環境対策の実施を前提として、Decision No.2214の誘致制限業種の

事業認可の迅速化、工業団地と連携した立入検査等について検討 

 BRVT発展インセンティブプログラムの適用（目標1戦略1） 

BRVT省に適した環境配慮型工業団地のモデルを構築 

 モデル工業団地（候補案） 

 フーミー3特別工業団地（自動車、重工業・エネルギー、機械等） 

 ダバック工業団地（裾野産業、物流サービス等） 

 カイメップ工業団地（石油化学、食品加工等） 

 フーミー2工業団地（機械加工、食品加工等） 

確立したモデルを他の工業団地に横展開 

投資誘致等 

6 
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 目標３：国際物流拠点化（新たな「南の玄関」へ） 
 （１）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） 

• BRVT省工業地帯を中心とした産業の高度化・多様化及び生産活動（GDP）の増大に伴う物流増に対応した適切な交通・輸

送インフラ整備をタイミングよく実施。 

【道路・鉄道プロジェクトの位置図】 

     ビエンホア－ブンタウ高速道路 
 

＜事業のメリット＞ 

ビエンホア市周辺及びホーチミン市東部か

らのアクセスが飛躍的に向上 

＜今後の事業展開＞ 

BOT事業として事業主体社を募集中。BOT

事業困難な場合は、別ファイナンスを検討 

早期の供用開始を目指す 

     フックアン橋 
 

＜事業のメリット＞ 

ニョンチャック工業団地及び

ホーチミン広域経済圏の西側か

らのアクセスが飛躍的に向上 
 

＜今後の事業展開＞ 

公共事業かBOT事業のどちら

かでの整備を中央政府と引き続

き相談し、 2020年の供用開始

を目指す。 

   ビエンホア－ブンタウ鉄道 
 

＜事業のメリット＞ 

輸出入貨物の輸送能力を高める

とともに、環境負荷も低減 

安全、低コスト、大量高速、定

時性に優れた鉄道コンテナ輸送

を実現 

 新線、コンテナ駅を建設 

 包括鉄道コンテナ輸送・取扱

システムを整備 

＜今後の事業展開＞ 

運用は上下分離方式が望ましい。 

 インフラ施設：国の所有 

 列車運転：鉄道事業者が国か

ら施設を借用して実施 

事業のフィージビリティを含め、

今後精査が必要。 

BRVT省
の取組 

フックアン橋 
【省主体事業】 

 公共事業かBOT事業のどちらかでの整備を中央政府と引き続
き相談し、2020年の供用開始を目指す 

ビエンホア－ブ
ンタウ高速道路 
【国主体事業】 

 中央政府と協力して実施事業者を募集し、早期着工を目指す 
 BOT事業として進めつつ、必要に応じ、円借款を含めた別

ファイナンスを中央政府に要請 

ビエンホア－ブ
ンタウ鉄道 

【国主体事業】 

 省にて課題の整理を行い、中央政府との折衝を経て事業の必
要性・フィージビリティを精査。（延長約70km、投資額10
億ドル以上に上り、長期的な観点により財源、土地収容、事
業運営母体等の慎重な検討・精査が必要） 

短中期 

短中期 

超長期 



物流中継拠点

(トラックターミナル)

既存工業団地

カットライ港

国内貨物

カイメップチーバイ港

国際貨物

チーバイ地区：アジア航路

カイメップ地区：北米・欧州航路

東南アジア・欧州 北東アジア・北米

新興工業団地

港湾役割分担

貨物取扱機能移転
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 目標３：国際物流拠点化（新たな「南の玄関」へ） 
 （２）戦略２：カイメップチーバイ港機能強化戦略 

• ベトナム南部地域港湾の役割分担によりカイメップチーバイ港の機能を明確化 

• ベトナム南部地域の産業発展に伴い多様化する貨物に対応するための港湾機能強化を実施 

BRVT省の
取組 

 ホーチミン市、ドンナイ省等と連携して港湾間の役割分担明確化のための連絡会議を設置 
 CM-TV Port Management Boardの設置を中央政府（MOT等）に要請 – 2020年を目処 

 トラックターミナル設置に向けた用地買収、施設建設（場合によっては民間事業主体と官民共同で実施） 

 CM-TV Port Management Boardの調整の元、港湾機能強化に向けたインフラ整備・手続き簡素化等を実施 
 メガガントリークレーン、バージ荷役用ガントリークレーン設置、航路の増深 
 Ro/Roターミナル整備、冷凍・冷蔵貨物用倉庫等建設、電炉原料輸入増加に対応した倉庫等建設 

【カイメップチーバイ港の機能強化イメージ】 南部港湾の役割分担によるカイメップチーバイ(CM-TV)港の機能明確化 

 カットライ港（ホーチミン市）への貨物集中 

 港周辺の交通渋滞の緩和が必要 

 各オペレーターによる港湾の独自運営 

 南部諸港の同機能での競合の回避が必要 

＜現状・課題＞ 
南部各港の
性能・仕様
を踏まえた
役割分担 
が重要 

役割分担を実現するための方策 

連絡会議の設立 

 南部港湾の関係

市、省、港湾事

業者から構成 

 各港の役割・機

能を整理 

CM-TV Port Management Board設立(～2020年) 

 BRVT省人民委員会の直下に設立 

 「Conductor」として港湾計画・投資・インフラ・ロ

ジスティックス施設の拡充と運営を一元的に管理 

 南部諸港の役割に基いた適切な投資計画策定と実行 

 CM-TV港利用促進に向けた通関手続き簡素化、港湾

料金優遇策の検討・実施 

 カイメップチーバイ港への貨物シフトを促進するため、物流中継地点を設置 

《役割分担の実現を補強する取組≫ 

多様化する貨物に対応するための港湾機能強化 

2035年までの産業構造強靭化 貨物が多様化 

 カイメップ地区にメガガントリークレーン導入 

 バージ荷役専用低揚程ガントリークレーン導入 

 自動車輸出に対応したRo/Roターミナルを整備 

 冷凍・冷蔵貨物に対応した港湾施設拡充 

 電炉原料輸入増加に対応した港湾施設整備 

役割分担の例  

＜カットライ港＞ 

国内・フィーダー航路主体 

＜CM-TV港＞国際航路主体 

 チーバイ地区：アジア航路 

 カイメップ地区：北米、欧州航路 

 （例）アジア航路数 

カットライ港 55本 

カイメップ 
チーバイ港 

 4本 

段階的に貨物

移転(MP改訂

時に記載) 
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 目標３：国際物流拠点化（新たな「南の玄関」へ） 
 （３）戦略３：カイメップハー物流拠点化戦略 

• カイメップ・チーバイ港の後背地であるカイメップハ－を物流拠点とすべく、カイメップハ－Logistics Park予定地に、

ICD等の物流施設の開発により物流拠点化を推進。 

カイメップチー
バイ 

港湾道路 

国道51号線 

カイメップハー Logistics 
Park 予定地 

【カイメップハ－Logistics Parkプロジェクトの位置図】 

 重化学工業誘致、備蓄施設を意識 

 カイメップチーバイ港とのハード面(道路、鉄

道、内陸水運等)、ソフト面(情報化、保税措置

等)の連結強化を目指す 

原油・石油製品備蓄基地 

既存Cu Lao Tau国家備蓄基地の補完、商用備

蓄基地としての可能性あり 

ICD 

フーミー3工業団地入居企業向けとしての可能

性あり 

物流関連施設の開発案（基本コンセプト） 

BRVT省の
取組 

 カイメップハーLogistics Parkの開発案を検討 
 カイメップハーLogistics Parkの開発計画を策定し、開発を実施 



 ロードマップ（案） 
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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↓ 



 必要なアクション（案）（目標１） 

11 

BRVT省のアクション 中央政府のアクション 日本側のアクション 

目
標
１ 

戦略１ 

経済構造再構築

ワーキングチー

ム（WT）の活

用・強化 

誘致対象の産業毎に「誘致産業ワーキンググループ

（仮）」を設置し、政策等の分析・検討や中央政府

との調整等を実施【DPI中心】 

モデル工業団地協議会を設置、制度・運営を検討

【DPI、DONRE、BIZA】 

産業発展や環境対策への貢献度に応じた「BRVT省発

展インセンティブプログラム」を創設【DOIT中心】 

「BRVT省発展インセンティブプロ

グラム」の創設における予算措置

【MOF、MOIT】 

経済構造再構築ワーキングチームと日本側関係者の産

業振興定期協議（年２回開催）による確認・フォロー

アップ【日本大使館、JICA、JETRO、有識者（政策

研究大学院）、専門家（投資環境アドバイザー）、他

日本側関係者】 

（※）以下、「BRVT・日本産業振興定期協議」 

地域連携協議会

の活用・強化 

南部KEGRにおける協議の先導【DPI】 南部KEGRの活性化を支援【MPI】 「BRVT・日本産業振興定期協議」 

ジャパンデスク

機能強化 

既存のジャパンデスクの活動内容の確認及びそれに

必要な体制強化と日本商工会議所との緊密な連携

【DPI】 
－ 

日本商工会議所がジャパンデスクと緊密に連携【日本

商工会議所】 

投資促進・民間企業連携分野のボランティアの派遣を

検討【JICA】 

戦略２ 

個別事業主体と

の協議推進 

SCG・PVNと石油化学産業の推進協議会を設置（経

済構造再構築WTの活用・強化）し、中央政府に必要

な支援を要請【DOIT】 

 
「BRVT・日本産業振興定期協議」 

人材育成の推進 地元大学・職業訓練校等と連携し、産業発展に必要

な技能人材の育成を更に強化（経済構造再構築WTの

活用・強化）【DOIT、DONRE、DOET】 

国立大学に対し、人材育成プログラ

ム等の設置を認可【MOET】 

BRVT大学に派遣中の日本語ボランティアの活用。新

たに日本語ボランティア、品質管理・生産性向上、加

工技術向上等に係る産業人材育成分野のボランティア

の派遣を検討【JICA】 

草の根技プロ（中小企業支援人材育成事業）の成果の

活用【JICA】 

職業訓練機能強化事業（新規円借款、越政府内プレ

F/S承認済）を通じた支援を検討【JICA】 

戦略３ 

SPP制度の導入 企業と連携しつつ、省が中央政府と協議し、政策・

制度整備を促す【DOIT】 

SPPパイロット事業の承認【MOIT、

EVN】 

日越共同イニシアティブを通じた中央政府への働きか

け【日本大使館、JICA、JETRO、専門家（投資環境

アドバイザー）、日本商工会議所 他日本側関係者】 

必要に応じて円借款・海外投融資による支援を検討

【JICA】 

新規技プロによる側面支援を検討【JICA】 

再生可能エネル

ギー 

エネルギーファーム整備のための貧困地域における

土地の提供【DOIT、DPI】 

貧困地域での事業への優遇措置の適

用【MOIT】 



 必要なアクション（案） （目標２・３） 
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BRVT省のアクション 中央政府のアクション 日本側のアクション 

目
標
２ 

戦略１ 

クリーンテクノ

ロジーの導入 

BRVT省環境保護基金による資金支援【DONRE、

DOF】 

BRVT発展インセンティブプログラムの適用【DOIT、

DONRE】 

BRVT省環境保護基金への資金支援

【MONRE、MOF】 

中部経済産業局・九州経済産業局・JETRO・JICA国

内機関等と協力し技術マッチングを実施【経済産業局、

JETRO、JICA】 

必要に応じて円借款・海外投融資による支援を検討

【JICA】 

日本企業による民間企業海外展開支援事業の積極的活

用を慫慂【JICA】 

新規技プロによる基金運営支援を検討【JICA】 

戦略２ 

BRVT省環境保

護基金の機能拡

充 

BRVT省環境保護基金の機能強化（独自財源の検討）

【DONRE、DOF】 

JICAによる技術協力を中央政府に要請【DPI、DOIT、

DONRE】 

 
必要に応じて円借款（TSL）・海外投融資による支援

を検討【JICA】 

新規技プロによる基金運営支援を検討【JICA】 

戦略３ 

モデル工業団地

の設立 

モデル工業団地の基準の検討・指定【BIZA、

DONRE、DPI】 

環境対策の実施を前提とした、Decision No.2214の

誘致制限業種の事業認可の迅速化、立入検査等の検

討【DONRE、DPI】 

モデル工業団地の認可【MPI】 新規技プロによる、許可基準・制度整備、検査マニュ

アル作成、立入り検査能力向上等を支援【JICA】 

目
標
３ 

戦略１ 

フックアン橋の

整備 

公共事業かBOT事業のどちらかでの整備を中央政府

と引き続き相談し、2020年の供用開始を目指す。

【DOT】 

ビエンホア－ブ

ンタウ高速道路

の整備 

中央政府と協力して実施事業者を募集し、早期着工

を目指す【DOT】 

円借款を含めた別ファイナンスを中央政府に要請

【DOT】 

早期着工を目指す【MOT】 

ODAの検討【MPI】 

「BRVT・日本産業振興定期協議」 

戦略２ 

カイメップチー

バイ港の機能強

化 

関係省市との連絡会議を設置、港湾間の役割分担の

整理【DOT】 

CM-TV Port Management Board設置を中央政府に

要請【DOT】 

CM-TV Port Management Board

を設置【MOT】 

「BRVT・日本産業振興定期協議」 

戦略３ 

カイメップハー

エリアの開発 

物流関連施設等の開発案を検討【DOT】 BRVT省の開発計画策定の進捗に応じ、必要な支援を

検討【JICA】 


