
【プレスリリース】 

草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「ホンチャウ小学校校舎建設計画」他１１件の贈与契約署名式 

 

２０１５年３月２０日 

在ベトナム日本大使館 

 

１ ３月２０日（金）、日本政府による草の根・人間の安全保障無償資金協力「ホン

チャウ小学校校舎建設計画」他１１件の署名式が当館で開催されました（案件概

要は別紙のとおりです）。 

 

２ 署名式では、深田博史駐ベトナム日本国特命全権大使と各被供与団体の代表者

（下記参照）との間で贈与契約が締結されました。 

 

（１） ホンチャウ小学校校舎建設計画 

代表：グエン・スアン・ホック、ホンチャウ村人民委員長 

 

（２） ドンラック村医療センター拡張計画 

代表：ディン・コン・カイン、ドンラック村人民委員長 

 

（３） ダオドゥック小学校校舎建設計画 

代表：グエン・ヴァン・コアン、ダオドゥック村人民委員長 

 

（４） タンキー村医療センター拡張計画 

代表：グエン・テー・フオン、タンキー村人民委員長 

 

（５） リートゥオンキエット小学校校舎建設計画 

代表：チン・スアン・タオ、リートゥオンキエット村人民委員長 

 

（６） トゥイアン障がい児リハビリセンター機材整備計画 

代表：チャン・ヴァン・リー、トゥイアン障がい児リハビリセンター長 

  

（７） バクニン省リハビリテーション病院機材整備計画 

代表：ホー・スアン、バクニン省リハビリ病院長 

 

（８） フードン高齢者介護センター機材整備計画 

代表・ヴー・ミン・ルオン、フードン高齢者介護センター長 



（９）  クアンチ総合病院小児科医療機材整備計画  

 代表：チャン・クオック・トゥアン、クアンチ総合病院長 

 

 （１０）クアンビン省ミンホア郡における学校・コミュニティ水衛生環境 

     改善計画   

     代表：グレン・ギブニー、プランベトナム事務所長 

  

 （１１）フックソン中学校寄宿舎建設計画 

     代表：カー・ヴァン・チャン、ベトナム障がい者支援協会会長 

 

 （１２）ニンビン省学校衛生環境改善計画 

 代表：ズオン・ドゥック・ダン、タムディエップ町副人民委員長 

         

３ 上記１２案件の供与金額は、合計 1,141,558米ドルです。 

  

４ 署名式において、深田大使は「日本政府は２０年以上に亘り、大規模インフラプ

ロジェクト等によってベトナムの社会経済上の発展に貢献しています。国の発展

には社会福祉の充実も同様に重要であり、教育や医療、衛生環境の改善に向けた

今般の草の根無償資金協力を実施することで、人々の生活の質が向上することに

なれば幸いです。」と述べました。 

 

 

 

 

 

以 上 

ホック・ホンチャウ村人民委員長と握手を交わす深田大使 

 



別紙 [No.1]  

 

ホンチャウ小学校校舎建設計画 

 

１．案件概要 

（１）670 人の児童が通うホンチャウ小学校に対し、2 階

建て 6教室の校舎 1棟を建設する。 

（２）本計画にて新たに校舎を建設することで 2 シフト

制が解消され、全児童が終日授業を受けられるよう

になる。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ヴィンフック省イエンラック郡ホンチャウ村 

（人口約 7.5千人） 

（２）ホンチャウ村小学校には 1 学年から 5 学年までの児童 670 名が在籍し、23 ク

ラス編成となっているが、教室数が足りず、一部のクラスは 2 シフト制での

授業運営とならざるを得ない状況にある。 

 

    
  下校中の児童                  教室 

 

３．供与金額  101,357 米ドル 

 

４．実施団体  ホンチャウ村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.2] 

 

          ドンラック村医療センター拡張計画 

 

１．案件概要 

（１）既存の診療棟を解体し、新たに 2階建て 10 部屋の診

療棟 1棟を建設する。 

（２）本計画により、診察科目ごとに独立したスペースを

確保することができるようになり、清潔かつ安全な

医療環境が整備される。 

 

２．対象地域と現状 

（１）フート省イエンラップ郡ドンラック村 

（人口約 5.5千人） 

（２）現在の診療棟は経年劣化により天井や壁の随所に亀裂ができ、施設内に雨漏

りが発生しており、衛生環境が悪化している。 

 

       
         取壊し予定の診療棟            室内の様子 

 

３．供与金額  101,357 米ドル 

 

４．実施団体  ドンラック村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.3] 

 

ダオドゥック小学校校舎建設計画 

 

１．案件概要 

（１）420 人の児童が通うダオドゥック小学校に対し、2

階建て 6教室の校舎 1棟を建設する。 

（２）本計画にて新たに校舎を建設することで 2 シフト

制が解消され、全児童が終日授業を受けられるよう

になる。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ヴィンフック省ビンスエン郡ダオドゥック村 

（人口約 8.4千人） 

（２）ダオドゥック小学校には 1 学年から 5 学年までの児童 420 名が在籍し、14 ク

ラス編成となっているが、校舎が一棟しかないため、2シフト制での授業運営

とならざるを得ない状況にある。 

 

           

   唯一の校舎                 授業の様子 

 

３．供与金額  101,357 米ドル 

 

４．実施団体  ダオドゥック村人民委員会 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.4] 

 

タンキー村医療センター拡張計画 

 

１．案件概要 

（１）2階建て 8部屋の診療棟 1棟（家具付）を建設

する。 

（２）本計画により、患者の診察や入院に必要な施

設が拡充され、センター内の衛生環境が改善

する。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ハイズオン省トゥキー郡タンキー村 

（人口約 9千人） 

（２）患者の診察のためのスペースや入院患者用の病室が慢性的に不足し、衛生環

境の悪化を引き起こしている。 

 

        
   既存の診療棟                  診察室 

 

３．供与金額  98,179 米ドル 

 

４．実施団体  タンキー村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.5] 

 

       リートゥオンキエット小学校校舎建設計画 

 

１．案件概要 

（１）426 名の児童が通うリートゥオンキエット小学校に対

し、2階建て 6教室の校舎 1棟を建設する。 

（２）本計画にて新たに校舎を建設することで 2シフト制が

解消され、全児童が終日授業を受けられるようにな

る。 

 

２．対象地域と現状 

（１）フンイエン省イエンミー郡リートゥオンキエット村 

（人口約 6.8千人） 

（２）リートゥオンキエット小学校は、1 学年から 5 学年までの児童 426 名が在籍

し、15 クラス編成となっているが、教室数が足りず、2 シフト制での授業運

営とならざるを得ない状況にある。 

 

    
     現在の校舎の一部                教室 

 

３．供与金額  101,264 米ドル 

 

４．実施団体  リートゥオンキエット村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.6] 

 

トゥイアン障がい児リハビリセンター機材整備計画 

 

１．案件概要 

 ハノイ市郊外の障がい児リハビリセンターに対

し、救急車やレーザー装置・心電計等の医療機器の

他、自立生活支援のための職業訓練用機材等計 11種

を整備し、リハビリ施設の機能強化を図る。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ハノイ市バヴィ郡トゥイアン村 

（２）トゥイアン障がい児リハビリセンターでは、6 才から 18 才までの何らかの障

がいを持った約 200 名の子どもたちを養育しているが、未だ十分な設備や機

材の整備には至っていない。 

 

    

     学習支援を受ける児童              職業訓練の様子 

 

３．供与金額  95,500 米ドル 

 

４．実施団体  トゥイアン障がい児リハビリセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.7] 

 

バクニン省リハビリテーション病院機材整備計画 

 

１．案件概要 

 バクニン省リハビリテーション病院に対し、エア

マッサージ器、自動間欠牽引装置、超音波治療器等、

リハビリ用機材計 10種を整備し、病院の機能強化を

図る。 

 

２．対象地域と現状 

（１）バクニン省バクニン市ヴーニン区 

（２）バクニン省リハビリテーション病院では、入院患者約 250 名をはじめ、近隣

の省からの来院を含め多くの外来患者が押し寄せる一方、リハビリや治療に

必要な医療機材の絶対数が不足しているため、受け入れ患者数を制限せざる

をえない状況が続いている。 

 

     
    病棟                現有機器の一部 

 

３．供与金額  103,000 米ドル 

 

４．実施団体  バクニン省リハビリテーション病院 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.8] 

 

フードン高齢者介護センター機材整備計画 

 

１．案件概要 

 ハノイ市郊外の高齢者介護センターに対し、超音

波治療器、生体情報モニター、リハビリ用運動用具等

機材計 11種を整備し、介護施設の機能強化を図る。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ハノイ市ザーラム郡フードン村 

（２）フードン高齢者介護センターは 2006年に開所し、現在は 60才から 99才まで

の 86名の高齢者を受け入れているが、未だ十分な機材を有しておらず、入所

する高齢者に対して適切な介護サービスを提供できていない。 

 

      
     介護施設内に設けられた中庭          リハビリを行う入所者ら 

 

３．供与金額  91,550 米ドル 

 

４．実施団体  フードン高齢者介護センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.9] 

 

クアンチ総合病院小児科医療機材整備計画 

 

 

１．案件概要 

（１）保育器及びパルスオキシメータを各 5 台配置

する。 

（２）機材配置後は、より良い医療環境下で未熟児

をケアすることができるようになり、新生児

死亡率の低下に寄与することが期待される。 

 

２．対象地域と現状 

（１）クアンチ省ドンハー市 

（２）早産児や低出生児等、特別なケアを必要とする未熟児の数に比して保育器が

不足し、一台の保育器を複数の新生児が使用している状況にあり、感染症な

どのリスクが高まっている。 

 

    

保育器中の新生児               モニター機器 

 

３．供与金額  72,799 米ドル 

 

４．実施団体  クアンチ総合病院 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.10] 

 

クアンビン省ミンホア郡における学校・コミュニティ水衛生環境改善計画 

 

１．案件概要 

（１）安全な水へのアクセスが困難な村に給水設備

（ダム、水道管、貯水タンク）を設置し、運営

及び維持管理のための水安全計画委員会の設

置と関連トレーニングを実施する。 

（２）郡内の小学校 3 校の児童に対して衛生啓発活

動を実施後、各校にトイレを建設し、小学校の

衛生環境を改善する。 

 

２．対象地域と現状 

（１）クアンビン省ミンホア郡 

（２）水汲みによって生活用水を調達するクアンビン省ミンホア郡の一部の村では

水質汚染が進み、安全な水へのアクセスが困難となっているほか、乾季には

十分な量の水を確保できない状況にある。 

（３）同郡内の 3 校の小学校に設置されたトイレは使用できない状態にあり、不衛

生な生活習慣から感染症などの病気を招いている。 

 

    
   水汲み用の川            使用不能の小学校トイレ 

 

３．供与金額  96,904 米ドル 

 

４．実施団体  プランベトナム 

 

 

 

 



別紙 [No.11] 

 

フックソン中学校寄宿舎建設計画 

 

１．案件概要 

（１）異なる複数の民族の子どもたちが通うフックソン中

学校に対し、寄宿舎、ダイニングキッチン、シャワー

室を建設する。 

（２）本計画にて寄宿関連施設を整備することで、学校敷

地内に安全かつ清潔な生活環境が整備される。 

 

２．対象地域と現状 

（１）トゥエンクアン省チエムホア郡フックソン村 

（人口約 7千人） 

（２）フックソン中学校には 434 名の生徒が在籍し、内 104 名の生徒の自宅は学校

から遠く離れており、通学が困難なため、校内に一時的に設けられた仮宿舎

及び近隣の民家に下宿している状況にある。 

 

    
仮宿舎                  仮宿舎内部 

 

３．供与金額  103,024 米ドル 

 

４．実施団体  ベトナム障がい者支援協会 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.12] 

 

ニンビン省学校衛生環境改善計画 

（官民連携草の根無償） 

 

１．案件概要 

（１）グエンチャイ小学校及びレロイ中学校に対し、手洗

い場を備えた一連のトイレ関連施設を整備し、小中

学校の衛生環境を改善する。 

（２）本案件は日系企業 9社が参画し、設計や施工監理、企

業からの資機材の提供や完成後の維持管理指導等を

通し、地域社会への貢献を図る。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ニンビン省タムディエップ町 

（２）グエンチャイ小学校及びレロイ中学校のトイレは築 25年となり、屋根のない

トイレは腐食が進行し、周辺は臭気が充満しており、校内の衛生環境は劣悪

な状態にある。 

 

    
    現在のトイレ              床面に設けられた穴 

 

３．供与金額  75,267 米ドル 

 

４．実施団体  タムディエップ町人民委員会 

 

協賛企業 

マエダベトナム、ニッケンインターナショナルアジア、オルガノベトナム、 

ギソンセメント、美建ベトナム、荏原ベトナムポンプ、富士電機ベトナム、 

LIXILベトナム、キョウエイスチールベトナム、計 9社（順不同）   

 


