
【プレスリリース】 

草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「バッカン省社会疾病予防センター医療機器整備計画」他８件の贈与契約署名式 

 

２０１６年３月３０日 

在ベトナム日本大使館 

 

１ ３月３０日（水）、日本政府による草の根・人間の安全保障無償資金協力「バッ

カン省社会疾病予防センター医療機器整備計画」他８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 各被供与団体の代表者は下記のとおりです。 

 

（１） バッカン省社会疾病予防センター医療機器整備計画 

代表：ホアン・ヴァン・カイン、バッカン省社会疾病予防センター長 

 

（２） タンクオン村医療センター拡張計画 

代表：チャン・テー・チュン、タンクオン村人民委員長 

 

（３） ミータイ小学校校舎建設計画 

代表：グエン・ヴァン・ムイ、ミータイ村人民委員長 

 

（４） イエンケー村医療センター拡張計画 

代表：グエン・スアン・ティン、イエンケー村人民委員長 

 

（５） スオンティン小学校校舎建設計画 

代表：カオ・マイン・トゥオン、スオンティン村人民委員長 

 

（６） リエンホア村医療センター拡張計画 

代表：ドン・ホアイ・バック、リエンホア村人民委員長 

 

（７） タイズオン村医療センター拡張計画 

代表：ヴ・ヴァン・ホア、タイズオン村人民委員長 

  

（８） イエンニャン小学校校舎建設計画 

代表：グエン・コン・タム、イエンニャン村人民委員長 

 



（９） カーソン小学校校舎建設計画 

代表・ファム・ヴァン・カイ、カーソン村人民委員長 

 

３ 上記９案件の供与金額は、合計 780,204米ドルです。 

  

４ 署名式で挨拶をした永井克郎在ベトナム日本大使館公使は「まだ経済発展の恩

恵が十分に達していない地域においては，日々を健康に過ごせることや，子供た

ちにより良い教育環境を与えることは，極めて重要な関心事項であると思います。

本日署名した案件が，いずれも裨益者の皆様の生活に直接的なインパクトを与え

ることができると信じています」と述べました。 

 

以 上 

 

 

贈与契約の締結 

 

 

 

実施団体との記念撮影 



別紙 [No.1]  

 

バッカン省社会疾病予防センター医療機器整備計画 

 

１．案件概要 

（１）白内障の手術を安全に実施するために必要な機器

４点（眼科用レーザー装置、超音波乳化吸引装置、

オフサルモメーター、検眼器）を整備する。 

（２）本案件による眼科機器の新規配置により、より多く

の白内障手術を実施できるようになる。 

 

２．対象地域と現状 

（１）バッカン省バッカン市 

（人口約 31万人） 

（２）既存の眼科機器は配置から年月が経過したものが多く、機器の故障が頻発し

ており、治療を必要とする地域住民の要望に十分に応えられていない。 

 

           
        手術室                   現在の機材の一部 

 

３．供与金額  90,900 米ドル 

 

４．実施団体  バッカン省社会疾病予防センター 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.2] 

 

          タンクオン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 8 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）バクザン省イエンズン郡タンクオン村 

（人口約 6.3千人） 

（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             落下危険のある通路 

 

３．供与金額  85,510 米ドル 

 

４．実施団体  タンクオン村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 
 



別紙 [No.3]  

 

ミータイ小学校校舎建設計画 

 

１．案件概要 

（１）720 人の児童が通うミータイ小学校に対し、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）バクザン省ランザン郡ミータイ村 

（人口約 8.2千人） 

（２）ミータイ村小学校には 1 学年から 5 学年までの児童 720 名が在籍し、24 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。 

 

    
    校舎                   授業の様子 

 

３．供与金額  85,598 米ドル 

 

４．実施団体  ミータイ村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.4] 

 

イエンケー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 8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）フート省タインバー郡イエンケー村 

（人口約 6千人） 

（３）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、雨水が壁に浸

透して水が滞留しているため、随所にカビが発生し、衛生環境が悪化してい

る。 

 

     

  室内の漏水とカビの状況             不衛生な屋外トイレ 

 

３．供与金額  85,598 米ドル 

 

４．実施団体  イエンケー村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.5] 

 

スオンティン小学校校舎建設計画 

 

１．案件概要 

（１）450 人の児童が通うスオンティン小学校に対

し、平屋 5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）フート省カムケー郡スオンティン村 

（人口約 4千人） 

（２）スオンティン村小学校には 1 学年から 5 学年までの児童 450 名が在籍し、14

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。 

 

        

    既存の教室                 教室 

 

３．供与金額  86,264 米ドル 

 

４．実施団体  スオンティン村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.6] 

 

       リエンホア村医療センター拡張計画 

 

１．案件概要 

（１）既存の施設内に 2階建て 8部屋の診療棟 1棟を増設す

る。 

（２）本計画により、十分な診療スペースが設けられ、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）ハイズオン省キムタイン郡リエンホア村 

（人口約 9.5千人） 

（２）リエンホア村医療センターでは、診察室や病室等が恒常的に不足し、1つの部

屋を間仕切りで区切って複数の診療科目に対処する状態が続いており、追加

的な診療棟の建設が急務となっている。 

 

    
     順番待ちの患者               間仕切りの様子 

 

３．供与金額  86,533 米ドル 

 

４．実施団体  リエンホア村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.7] 

 

タイズオン村医療センター拡張計画 

 

１．案件概要 

（１）既存の施設内に 2 階建て 8 部屋の診療棟 1 棟

を増設する。 

（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）ハイズオン省ビンザン郡タイズオン村 

（人口約 1万人） 

（２）既存施設では診察室や病室等が恒常的に不足し、増加する患者への対応が困

難となっており、患者の受け入れ態勢の整備が急務となっている。 

 

        
      現在の診療棟                 順番待ちの患者 

 

３．供与金額  86,575 米ドル 

 

４．実施団体  タイズオン村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.8] 

 

イエンニャン小学校校舎建設計画 

 

１．案件概要 

（１）535 人の児童が通うイエンニャン小学校に対

し、平屋 5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）ナムディン省イーイエン郡イエンニャン村 

（人口約 8.7千人） 

（２）イエンニャン村小学校には 1 学年から 5 学年までの児童 535 名が在籍し、17

クラス編成となっているが、教室数が足りず、5年生以外の児童は半日しか授

業が受けられていない状況にある。 

 

     
  既存校舎                    教室 

 

３．供与金額  86,563 米ドル 

 

４．実施団体  イエンニャン村人民委員会 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 [No.9] 

 

カーソン小学校校舎建設計画 

 

１．案件概要 

（１）660人の児童が通うカーソン小学校に対し、平

屋 5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）タイグエン省フービン郡カーソン村 

（人口約 9.3千人） 

（２）イエンニャン村小学校には 1 学年から 5 学年までの児童 660 名が在籍し、22

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。 

 

     
 校舎の一部                    教室 

 

３．供与金額  86,663 米ドル 

 

４．実施団体  カーソン村人民委員会 

 

 

 

 


