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タイビン省は沿岸デルタ地帯で、自然面積は1,586 km2、人口は約190万人です。ベ
トナム北部のホン川デルタの東南に位置し、北部各地域の経済圏を結び沿岸経済
回廊に属する。首都ハノイから110 km、ハイフォン省のカットビ国際空港とディンヴ
港から70 km；Lach Huyen深海港から30 km離れています。

主に河川の沖積堆積物によって形成された土地であるタイビン省は平坦な地形、
密な河川システム、肥沃な土壌、4シーズンの気候、54 kmの長い海岸線、250 km2を
超える干潟、水資源等で農業開発、農業加工産業、および裾野産業において大きな
潜在力を持っています。また、タイビン省の人々は 国内では教育水準の高さ、真面
目な民族性、誠実と高い評価されています。

タイビン省では自然の砂丘と純粋な海岸沿いのマングローブ林があり、ユネスコに
よってホン川デルタ湿地生物圏保護区の中核として承認されています。 タイビン省
では多くの有名な伝統工芸村とユニークな庭園村があり、多くの文化的および歴史
的な遺跡は国レベルと特別レベルに分類されており、現在何百もの伝統的な祭り
が保存し、農村体験やエコツーリズムと観光開発にもメリットがあります。

この数年タイビン省は様々な変化を遂げてきました。タイビン省の経  済構造は近代
化の方向にシフトしており、産業とサービスの割合は年々増加しています。タイビン
省は投資誘致、貿易と観光の促進、ビジネス環境改善、ビジネス発展サポートを注
目しており、教育、職業訓練、就職、人々の健康管理、文化的価値の保護に力を入れ
ております、今までは様々な成果を達成しています。

この出版物「タイビン省-伝統-潜在力-統合」は、豊富な伝統のタイビン省で今後の
統合と発展を読者に紹介したいと考えています。
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編集委員会
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タイビン省行政地図
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タイビン省は、ベトナム北部ホン（紅河）デルタ地方の南方に位置する海岸平野の省。ホ
ン（紅河）川の支流で区切られており、東は南シナ海に面しています。
タイビン市と7県で構成。（Vu Thu,ヴートゥー県、 Dong Hung,ドンフン県、 Kien 
Xuong,キエンスウォン県、 Hung Ha, フンハ県、Quynh Phu,クインフー県、 Tien Hai,テ
ィエンハイ県、 ThaiThuyタイトゥイ県）
面積: 1.586 k㎡
北側にはフンイエン省、ハイズオン省 、ハイフォン省
南側：ナムディン省
東側：南シナ海
西側：ハナム省

立地

1立地

首都ハノイから  110 km
ノイバイ国際空港（ハノイ市）  130 km
カットビ国際空港（ハイフォン） 80 km
バンドン国際空港（カムファ市） 170 km
ハイフォン湾 70 km
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地形は比較的平坦で、北から南に広がっ
ている。

土地は河川の堆積作用によって形成。

熱帯気候

平均温度 23-240C

平均湿度 80-90%

平均降水量 1.500-1.900 mm

自然面積: 158.635 ha

農地用面積: 107.792 ha (67.9%)

非農土地面積: 50.386 ha (31.8%)

未使用地面積: 457 ha (0,3%)

地表水: 川の密度5,72 km/km2 。

四河川で区切られる: Hoa ホア川, Luoc 
ルオ川, Tra Lyトラリ川、Hong ホン川。

地下水源: 地質は地下0.5～10mの地下
水貯留能力があります。

海岸線: 54 km

魚種資源 : 26.000 トン

漁獲量および養殖 : 18.415 トン/年

塩水、汽水養殖のエリア : 3.287 ha

ガス: 60 tỷ m3

褐炭：300億トン以上（地下600-1000 m）

ミネラルウォーター：1200万m3

建材用鉱物：河床砂および沿岸域の砂  
(1億4700万m3以上）

地形

気候

資源

水資源

海洋資源

鉱物資源



社会環境

人口: 1.862.184 人

人口密度：1,174人/km²、そのうち89.4％が
農村部。 都市部：10.6％。

労働年齢：110万人以上、そのうち農業、林
業、漁業の労働は36.8％、産業と建設は38
％、サービス-貿易部門 25.2％を占める。

訓練を受けた労働者の割合は50.5％を占
め、そのうち職業訓練は36.5％。

2969の宗教および宗教機関、02の特別的
な国定記念物、115の国立記念碑と565の
地方記念碑。

11の無形文化遺産が文化スポーツ観光
省から国家無形文化遺産リストに入れて
います。

2
紀元前初期とその後5世紀にわ
たり、タイビン省はChu Dien チ
ュ ディエン 地区の最南端Giao 
Chi ゲオ チ郡に属しました

6世紀に入り、タイビン省の土地の北
と北西はがVu Binh ヴ ビン郡に属し、
残りはNinh Hai  ニンハイ郡に属する

封建自治の時代（938）には 
Chau Dang チャウ ダン郡に属する。 
（Chau Dang郡は、現在のフンイェン
省とタイビン省を含んでいます）

前レー王朝（1002）時代、
Chau Dang郡はThai Binh
府と呼ばれました

人口  (2019)

文化
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299の保育園（そのうち13は私立学校）。
119の小学校。
167の小中学校。
106の中学校。
39の高校。
51の外国語および情報学センター。
286の共同学習センター。
04専門学校と26の職業訓練施設、33,500人/
年以上の訓練規模。
04短期大学。          02大学。
コミューン、ワード、タウンの100％が高等学
校の普遍的な教育に到達します。

9つの省公立病院。

3つの省医療専門センター。 2つのファンクシ
ョンセンター。

12の地区および市の総合病院。 6つの非公
立病院。

8つの地区と市の保健センター。

健康保険に加入している人の割合は87.7％。

Tran王朝時代の12～13世紀
にはロンハンとティエンウロ
ング道路（府）に属する

Tay Son王朝時代にはナ
ムハ地区に属しました

グェン王朝（XIX世紀）は地名をそのまま
にして、Minh Menh9年（1828）大幅埋め
立ての後、タイビン省はティエンハイ地
区（面積18.900ha）を新しく設立しました

1890年3月21日、フラン
ス政権がタイビン省成
立の議定を出しました

教育と訓練  (2019)

医療  (2019)



社会経済発展の状況
社会経済開発指標
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2017

2018

2019

経済構造

農林漁業
工業ー建設
サービス業

28.7

35.4

35.8

26.7

39.2

34.1

22.5

41.9

35.6



インフラストラクチャ

コミューンの100％に電気があります。
人口の95.5％がきれいな水を利用で
きます。
コミューンと村の100％は高速インタ
ーネット接続を備えています。
コミューンと村の100％がモバイル情
報をカバーしています（3G、4G）。
コミューンと村の100％が地上デジタ
ルテレビを利用しています。
コミューンの100％は無線システムを
持っています。 

道路：全長151 kmの4つの国道（10、
39、37、37B）と地方、地区、村、コミュ
ーン道路のシステム。
  水路：全長236 kmの内陸水路シス
テムに属する4つの大きな川は水路
輸送に多くの利点があります。 ディエ
ムディエンポート（250トンの船の出
入りが可能）、タンソン漁港（タイトゥ
イ）、ナムティン漁港（ティエンハイ）。

4
交通

電気、水、通信インフラ

サービス貿易

産業インフラ

01　経済圏　自然面積は30,583ヘク
タール。
07工業団地　総計画面積が1,431ヘ
クタール。
50小規模工業団地、総面積2,579ヘク
タール。

218市場。
12のスーパーマーケット。
01商業センター
20の商業銀行支店。
03 3～4つ星ホテル。
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タイビン市プックカーン工業団地

 電話番号：+84-2273 844 419

 計画面積：200ha

 工業団地のタイプ：多業

 掲載率：100％

タイビン市のソントラ工業団地

 電話番号：+84-837 241 241

 計画面積：200ha

 工業団地のタイプ：多業

 掲載率：59％

ティエンハイ工業団地、ティエン
ハイ地区

 電話番号：+84-888 252 288
 計画面積：466ha
 工業団地のタイプ：多業
 稼働率：52.7％

グエンドゥックカン工業団地、タイ
ビ市

 電話番号：+84-227-3843 609
 計画面積：68.41ha
 工業団地のタイプ：繊維および衣服
 掲載率：100％

ドンフン地区ジアレ工業団地

 電話番号：+84-227 3644 121

 計画土地面積：85ha

 工業団地のタイプ：多業

 掲載率：100％

カインチン工業団地、クインプー
地区

 電話番号：+84-228 393 12660
 計画面積：211.72ha
 工業団地のタイプ：多業
 稼働率：41.9％

タコ-タイビン工業団地、クイン
フー地区

 電話番号：+84-283 742 5566
 計画面積：200ha
 工業団地のタイプ：農業のため
 稼働率：工業地帯インフラの 
 建設への投資

タイビン省での工業団地5
1

2

3

4

5

6

7



タイビン省経済圏 6

- 2017年7月29日に成立（決定番号36/2017/QD-TTg）

- 2020年6月29日、タイビン省人民委員会が2020年から2030年までのタイビン経済圏への投資インセンティブ
とサポートに関する政策（決定番号13/2020/QD-UBND）を発行。

- 沿岸経済圏であり、統合、多業、30,583ヘクタールの自然面積。

- 境界：北はホア川を挟んでハイフォン市；南部と南西部は紅河を挟んでナムディン省； 東は東海と接し、50 km
以上の海岸線があります。 西はタイのトゥイとティエンハイ地区の一部の地域と接しています。

- 2019年10月28日、首相は
2040年までの総合計画、2050
年までのビジョン、タイビン省
経済圏建設のマスタープラン
を承認する決定（No. 1486/ 
QD-TTg） を発行。 下記の地域
と業種： 

 タイビン電力センターエリア;

 工業-都市-サービス業;

 工業団地、小規模工業団地;

 タイビン港エリア。

 市街地;

 観光とサービスエリア;　

 農村住宅地と農業..

神奈川第5周年記念ベトナムフェスタにおけるベトナム共産党中央委員候補者、タイビン省党委員会書記ゴー・ドン・
ハイ（左）と神奈川県知事黒岩祐治（右）との会談 (9/2019)

14| THAI BINH。伝統。潜在力。統合

2020年までのタイビン省経済圏、工業団地の計画マップ



ロシア連邦におけるタイビン省人民委員会委員長  Dang Trong Thang （右から5番目)
およびタイビン省投資促進代表団 (11/2018)
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タイビン省の主な製品 7
主な農産物
タイビン省の農産物は大量であり、市場での潜在力をもち、高い付加価値を生み出します

16|

 面積: 155.219 ha; 
産量: 1.022.226 トン/年

面積：36.696 ha
産量: 877.966 トン/年

規模750000頭
産量: 166.3 トン/年

規模 55900頭
屠殺された生産量：8.589千トン/年

規模6350頭
屠殺された生産量831 トン/年

規模1055万頭
産量：49.06千トン/年

総養殖面積：15.279ヘクタール
産量：41.566トン/年

面積2.853 ha
生産量：4.723トン/年

面積3.000 ha
生産量：108.220トン/年

THAI BINH。伝統。潜在力。統合

コメ

野菜

豚

牛

水牛

鶏

魚

エビ

アサリ/カニ
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特徴な製品
ブランド化された安定した消費市場であり、優れた経済的価値、

各地域の特定の特性を持っている製品

コメ

手作り美術工芸品 

ドンザムシルバー
カービング製品

ベットティップ
グラスとクリスタル 

磁器ティエンハイ 
ミンランハ

ンドメイド刺繍

シーグラススゲ 

ダイベットビール

ラックホンワイン

ディエムディー
ンの魚醤 

グアバ

クインコイ米麺

カニソース

グエンビレッジケ
ーキ



景観リスト

17世紀に建てられたケオ寺　神光寺（仏教寺院）は、李王朝の「徳聖」
Duong Khong Loとお寺の建立に貢献した人が祀られております。

寺院全体は、リムという特別な木材で作られ、ベトナムの古代建築様式を持
つ代表的な建築物。独特の仏教寺院と神聖院が現存し、美しい鐘楼はベトナ
ムの古代寺院の中で最も有名な鐘楼の1つである。

8
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Keo 
住所: Duy Nhat、Vu Thu、Thai Binh

お寺
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トラン王朝時代の各王様を崇拝していたこの神社は「
トラン帝神社」と呼ばれ、Tran Thai Tong、Tran Thanh 
Tong、Tran Nhan Tong、上皇Tran Thuaとトラン 王朝

時代初期の皇后が祀られている。

神殿は二棟の建物から構成されており、精巧な彫刻
や高度な技術で造られた木造建築物である。

2014年、フンハ地区でのトラン神社祭りは国家無形
文化遺産として表彰されました。 2014年12月31日、ト
ラン王の墓とトラン神社が特別国家記念碑として再
び表彰されました。 これはタイビン省の人々にとって

非常に名誉なことです。

Tran
住所: Tien Duc、Hung Ha、Thai Binh

神社



ティエン ラ神社は国の歴史的建造
物でバットナン将軍を祀っています
。 彼女は人々の困難を助けた将軍-
ハイバチュンの女性将軍です。 現在
、この神社には李王朝時代の貴重
な銅や木材で作られた器具、陶器、
また、グエン王朝時代の多くの遺品
や石碑、鐘などが残っており、それら
にまつわる儀式も高い歴史的価値

を持っています。

ティエン ラ神社は、タイビン省田園
地帯の独自の美しさを持つ古代神
社です。 歴史的な価値と古代の建
築様式を備えたティエン ラ神社巡
りは、国内外の観光客にとり魅力的

な旅となることでしょう。

20| THAI BINH。伝統。潜在力。統合

Tien La
住所：Tien La村Doan Hung、Hung Ha、Thai Binh

神社
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ドンバン神社は木彫りの美しい博物館で、
タイビンの田園地帯の魅力的な観光地で
す。有名な遺跡の全領域は、寺院、神社、塔
のシステムを含む大きな複合体で、6府と
総称されています。1つの主要な神社（王の
神社）と5つの他の神社、シン神、第二番目
大臣、第三番目大臣、Dieu大臣、第八大臣
は11,000平方メートルのエリアにあり、魅
力的な自然の風景と混ざっています。

神社ではまだLy王朝からNguyen王朝まで
多くの物が残っています。 昔から伝われた
木材製品、書道などはほとんど損なわれて
いません。. 神社の聖域では昼も夜も崇拝
チームの歌が歌われています。民間伝承に
よると「Hau　Dong」という踊りは母と徳聖
トランの崇拝における重要な儀式です。 「
Hau Dong」は特別な文化活動であり、世界

中から観光客多くを魅了しています。

Dong Bang
住所：Dong Bang、An Le、Quynh Phu、Thai Binh

神社



タイビン省から20 km離れたドンサム村には昔から職人の手によって銀で彫ら
れた様々な製品があります。

ドンザムの製品は主に崇拝物（香炉、四霊の神聖な動物）、鎖の装飾品、イヤリ
ング、指輪、磁石、指輪、十字架などを銅と銀の素材での中心で作られています。

ドンザムシルバー彫刻品は他のところの製品と違って形が奇妙、外観のバラン
スが取れており、豪華な感じで銀素材の反射特性を利用して明暗度を高く評価
されています。 ドンザム製品の特徴は職人が注意深く顧客のニーズを満たし、

繊細さと完璧さを最大限に引き出していることです。

22| THAI BINH。伝統。潜在力。統合

Dong XamDong Xam
住所: Hong Thai、Kien Xuong、Thai Binh

銀彫刻村
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Chèoは一般に風刺的な音楽劇場の1つの形式であり、ベトナム北部の農
民が伝統的に踊る、しばしばダンスを網羅しています。

タイビンはCheoの故郷として知られています。 タイビンCheoはホン川デ
ルタの民芸活動における歌、方言などで結晶されました。タイビンCheoは
古代の民族芸能、 北部地方の民謡に基づいて誕生され、今日まで至ってい
ました。現在、タイビン省での歌、歌詞、子守唄などはCheoとの歌詞に深く

関連することが分かります。

国内のCheoと違い、特定な芸術を持ち、タイビンCheoと呼ばれています。
特別な道具を持ち、厳しい規則に従わなければ成りません。

KHUOC村のCHEO音楽劇場
住所: Phong Chau、Dong Hung、Thai Binh



水上人形劇（水上人形ゲームとも呼ばれる）は水稲の文
化から生まれた伝統的な民俗劇場です。 民芸品から水上
人形劇はタイビン地域の伝統的な芸術になりました。

Dong村の水上人形劇はDong Hung地域の7つ伝統的な
水上人形劇の1つであり、現在は定期的に運営されてい
ます。ここは過去のホン川デルタの特徴を保持していま
す。水上人形劇は難解な職業なので、職人は家族の子孫
だけに教えます。しかし1982年以来、故郷独特の文化を
守るために、水上人形師はもはや仕事を隠さず、積極的
に若い世代に教えています。シンプルなパフォーマンス
から、Dongの水上人形劇は舞台芸術にアップグレードさ
れました。水上人形劇はCheoと適切な音楽テンポと組み
合わせることで、視聴者に魅力をもたらしました。Dong
水上人形劇はただの村祭からさまざまな場所で行われ、
パフォーマンスが高まるほど創造性も高めています。

24|

水上人形劇
住所：Dong Hung、Thai Binh
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ホン川デルタ
生物圏保護区

ホン川デルタ生物圏保護
区は、ユネスコから世界
の生物圏保護区と認証さ
れています。 ここはタイ
ビン、ナムディン、ニンビ
ンの3省に属する沿岸湿
地生物圏保護区です。

この世界の生物圏保護
区には、干潟、氾濫した
砂州、草原、葦などの主
要な生息地タイプを含む
、世界的に貴重な地質学
的および様々な生物がありますホン川デルタ生物圏保護区はエコツーリズム、田園地帯、水浴
を開発する大きな潜在力を秘めています。

タイトゥイ湿地自然保護区は2019年に設立され、総面積は6,560ヘクタールで生物多様性の
高い海岸沿いの湿地帯であり、68の湿地帯の1つのベトナム国内および国際的に重要なもの
であり、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストに記載されている世界に絶滅の危機に瀕し
ている渡り性水鳥の多く存在しています。

タイビン省タイトゥイ地区湿地自然保護区



CON VANHの海
TIEN HAI自然
保護地域

タイビン市から約45 kmに位置するCon 
Vanh　コンバ干潟は2004年12月にユネ
スコによって世界生物圏保護区に認定さ

れました。

Con Vanh コンヴァンは豊かなマングロ
ーブの林など手つかずの自然の美しさが
魅力です。 現在、サギスプーン、ペリカン、
カモメなどの多くの鳥と200種以上の植
物、約170種の貴重な藻類の生育地。心地
よい 砂浜と穏やかな波は訪問者にとって

理想的な場所です。

Tien Hai ティエンハイ自然保護区の総面
積は12,500ha。 12種類の主要な植物の
生息地があり、最も重要なものは干潟、葦
、マングローブです。 また干潟は鳥たちの

重要な生息地です。

住所: Nam Phu、Tien Hai、Thai Binh
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CON DENの海
Con Den　コンデンは生物圏保護区に位
置し、自然のままの植物、ユニークな生態
系、多様な動植物、穏やかな気候でエコツ
ーリズム、研究ツアーにおいて、高い関心
が寄せられております。

住所：Thai Do、Thai Thuy、Thai Binh



ホン川のほとりに位置し、100年以上前
に建てられたBach Thuan　バクツァン
ガーデンビレッジは古いベトナム北部
農村の建物や盆栽等が多く残っていま
す。

Bach Thuan村に来ると、色彩豊かな木
々が並ぶミニチュアパークのようです。
牡丹の赤、虹色の樹... リンゴ、グアバ、ホ
イップ、プラム、レモン、ロンガン、ライチ
、オレンジ、タンジェリン、パイナップル...

自然の利点を活かし、何百年もの間、盆
栽職人によって維持されてきました。
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Bach Thuan
住所: Bach Thuan、Vu Thu、Thai Binh
ガーデンビレッジ
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ホン川のほとりに位置し、100年以上前に
建てられたBach Thuan　バクツァン　ガ
ーデンビレッジは古いベトナム北部農村の
建物や盆栽等が多く残っています。

Bach Thuan村に来ると、色彩豊かな木々
が並ぶミニチュアパークのようです。牡丹
の赤、虹色の樹... リンゴ、グアバ、ホイップ、
プラム、レモン、ロンガン、ライチ、オレンジ
、タンジェリン、パイナップル...

自然の利点を活かし、何百年もの間、盆栽
職人によって維持されてきました。

Cai
住所: Hong Ly、Vu Thu、Thai Binh

花の野原



2021年から2025年
までの 社会経済発

展の方向性

9

2021-2025年の開発目標

平均経済成長率：> 10.5％/年

経済構造：産業と建設：50％;
農林水産：13.5％; サービス：36.5％

一人当たりGRDP：3,400 USD /人/年

国内予算収入の平均成長率
（土地利用料を除く）は12％/年

総輸出高：58億米ドル/年

社会労働生産能率：1億3500万～1億5000万ドン/労働者/年

観光客：年間100万人以上

全国標準校率：100％

健康に関する国家基準を満たすコミューンの割合：100％

訓練された労働の割合：70％
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産業とセクターの開発方向
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工業

近代化に取り組み、ハイテク産業の比率を高め、エネルギーを節約し、環境にやさしいこ
とを目指して開発に集中する。

農業

工業化、近代化、包括的かつ効果的な新田園地帯の構築。安定した雇用の創出、収入と人
々の生活の向上を目指して開発します。

サービス

省の計画と一致して、近代文明に向けて開発されています。 投資促進を積極的に行い、商
業、サービス、貿易センター、スーパーマーケットなどの投資プロジェクトを引き付けます。

都市インフラ

投資を誘致し工業団地や複合施設のインフラ整備。特に工業団地や複合施設の集中型
廃水処理システムへの投資を重視する。

クラフトビレッジ開発

伝統的な工芸村を効果的に保存および開発、ブランド名を構築、環境汚染を改善。

トラベル
伝統的な文化とエコツーリズムの保護に関連して観光とサービス開発を奨励し、 国内外
観光促進を強化します。

教育-訓練
一般教育の発展、主要な訓練機関の建設、外国語教育質の向上。 職業訓練質と規模を改善する。

医療
病院の設備に投資する; 医療従事者の質を向上させ、人々の健康管理の社会化を促進します。

文化、スポーツ、情報、通信
健全な文化的環境を構築し、伝統的な文化的価値を維持します。 インフラの開発と高成
績のスポーツ選手訓練。 新聞、ラジオ、テレビ、郵便、通信の品質を向上させます。 デジタ
ル政府に向けて徐々に電子政府を完成させます； スマートシティを構築します。

社会保障、雇用

貧困世帯の割合が高い地域でのインフラ整備。効果的な生産モデルで雇用の安定を促進。
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