
令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

今次署名９案件（概要） 
 

 

１．ベトナム７省に対する中古消防車整備計画 

２．トゥア・ティエン・フエ省ホンハー村農林業生産研修場兼災害避難所建設計画 

３．ハザン省社会保障センターにおける人身取引被害者専用シェルター改修計画 

４．ゲアン省ギーラム村小学校校舎建設計画 

５．クアンナム省ディエンフオック村ジュンコ小学校校舎建設計画 

６．クアンニン省タンビン村小学校校舎建設計画 

７．ソンラ省チェンガム村タム集落生活用水整備計画 

８．ゲアン省タインラム村幼稚園建設計画 

９．ビンディン省ビントゥオン村小学校校舎建設計画 

 

 

 

  



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「ベトナム７省に対する中古消防車整備計画」 

 

１． 案件概要 

消防車が特に不足している７省に日本の中古消防車計 10

台を配備することにより，頻発する火災に対し対策を講じる

もの。 

 

２．対象地域と現状 

（１）カマウ省，ハティン省，フンイエン省，ロンアン

省，クアンナム省，ソクチャン省，タイニン省 

（２）ベトナムは，「ドイモイ（刷新政策）」の導入以降の

高い経済成長に伴い，ハノイ市やホーチミン市の人口密集

地等における都市化及びその近隣省における工業化が進ん

でおり，それに伴った特に人口密集地等における火災被害

が増加傾向にある。2017年の同国の被災被害は，年間

3,824件，被害総額は約 2.12兆ドン（約 103.4億円）であ

り，2005年との比較で件数は約 18％，被害額は 4倍にそれ

ぞれ増加している。他方，同国で消防及び救助活動を担う公安省消防救難警察局は，

消防士の能力不足並びに関連機材の老朽化及び量的不足により，火災・事故発生から

現場到着まで要する時間，消火及び人命救助活動の迅速性及び能力の点で大きな課題

を抱えており，頻発する火災に対して早急な課題解決が望まれる。特に，消防救難警

察局が保有する消防救助車両は，諸外国から供与された車両を含め 3,473台である

が，それらの多くは老朽化しており，消防機材の更新・増強が必要不可欠となってい

る。 

 
現在使用している旧式の消防車 

３．供与金額  189,121米ドル（20,803,310円） 

 

４．実施団体  ベトナム消防救難警察局 



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「トゥア・ティエン・フエ省ホンハー村農林業生産研修場兼災害避難所建設計画」 

 

１． 案件概要 

トゥア・ティエン・ホンハー省アルオイ郡ホンハー村に新たにアグ

ロフォレストリー農法及び防災や安全な避難に関する研修場（2棟

120㎡）建設及び機材（PC,テレビ等）を整備することで，少数民族

の農業生産技術の開発及び持続的な生産手段の創出・向上に寄

与する。また，本研修場は災害発生時には地域住民の避難所とし

ても機能する。 

２． 対象地域と現状 

（１）トゥア・ティエン・フエ省アルオイ郡ホンハー村 

（２）ベトナムの山岳少数民族は地理的・文化的な条件から

生計の面で大幅に発展から取り残されている。特に，自然災

害が多発する中部地域ではカトゥー族・ターオイ族・ヴァンキエウ族をはじめとする

少数民族の生活の向上や自然災害から生命・財産の安全を守るための有効な施策が限

られており，地域開発の遅延および自然災害への脆弱性を高めている。 

  

 

   キャントム集落農林業生産研修場兼災害避難所建設予定地 

３． 供与金額 89,659米ドル（9,862,490円） 

 

４． 実施団体 ホンハー村人民委員会 



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「ハザン省社会保障センターにおける人身取引被害者専用シェルター改修計画」 

 

１．案件概要 

ベトナム北西部地域ハザン省に，中国からの帰国被害者（サ

バイバー）に対して保護，医療ケア，社会復帰に向けた支援

等の包括的なサービスを提供するための宿泊施設（シェル

ター）の 7 部屋の改修（シェルターの洗面所部分の取り壊

し，地盤充填，塀（106ｍ）洗面所（1 部屋につき便器 1 つ

と手洗い場 1つ:合計 7つずつ）の新設を含む）することに

より，帰国被害者の衛生環境の向上を図り，もって人間の安

全保障の実現に寄与する。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ハザン省ハザン市クアンチュン区 

（２）ベトナムは近年経済発展を遂げる一方，国内で広がる

経済格差から，国内外の労働移動が発生し，それに伴い人身

取引を含む組織犯罪が増加している。被害者は海外労働や国際結婚の過程で，仲介業

者や友人に騙されて人身取引被害に遭うケースが多く、また被害者の 8 割以上が中国

に渡っているのが特徴である。ハザン省は北部での人身取引のホットスポットとして

注視されている地域の一つで、中国からの帰国被害者が多く保護される地域であり、

2012 年から現在に至るまで 493 名の帰国被害者の受け入れをしており，当面の間の住

居を提供する他，身元確認や身体的・精神的な医療ケア、社会復帰支援(希望者には職

業斡旋)等を行っている。現在はコロナ渦による不況等により，人身取引の被害の増加

が懸念されていることもあり、ハザン省においては人身取引の未然防止と帰国被害者

の保護が大きな課題となっている。 

 

現在の人身取引被害者専用シェルターの様子 

３．供与金額  76,460米ドル（8,410,600円） 

 

４．実施団体  ハザン省社会保障センター 

 



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「ゲアン省ギーラム村小学校校舎建設計画」 

 

１．案件概要 

ゲアン省ギーラム村にあるギーラム村小学校の敷地内の老

朽化した校舎一棟（平屋建て 3教室 126㎡）を改築する（平屋

建て 4教室 250㎡）ことにより、教室不足を解消し、児童の安

全でより良い教育環境を確保し、もって初等教育の質を向上さ

せる。 

２．対象地域と現状 

（１）ゲアン省ギーロック郡ギーラム村 

（２）ギーラム村小学校の校舎は建築から 25 年以上が経過し

老朽化が進んでいる。また、近年､児童数の増加により教室が不

足しており､一部の学年で全日授業が実施できていない。さら

に、既存の教室の広さは、教育訓練省通達の基準（60㎡）を満

たすことができていない。特に今回改築する予定の校舎は教室

面積が 40 ㎡以下と非常に狭く、壁面や床、天井の破損も激し

い。過去には校舎の屋根の一部が落下する事故が発生する等、危険な状態であり、強

風時には安全を確保する観点から休校を余儀なくされることもある。劣悪な教育環境

は、ベトナムの山岳部における不登校や退学の一因ともされており、ギーラム村小学

校における教育環境の改善は急務である。 

 

現在の教室の天井を支えている梁の損傷も激しい 

３．供与金額  86,401米ドル（9,504,110円） 

 

４．実施団体  ゲアン省越日友好協会 

  



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「クアンナム省ディエンフオック村ジュンコ小学校校舎建設計画」 

 

１．案件概要 

ディエンフオック村ジュンコ小学校の敷地内にある現在は使

用していないトイレを取り壊し，その土地を含む場所に，新た

に 2 階建の校舎（2 教室，会議室，トイレ 2 部屋（便器 2 つ男

子用便器 1つ），手洗い場 2か所）を整備することにより，教育

環境の改善を図り，小学校教育の質の向上及び本校で働く教師

にとっても働きやすい環境を寄与する。 

２．対象地域と現状 

（１）クアンナム省ディエンバン町ディエンフオック村 

（２）ジュンコ小学校は，全校生徒 592名，教職員 34名が在籍

している。1993年にベトナムで東南アジアの経済発展について

研究をしていた日本人女子学生が帰国後、不慮の事故に遭って

しまったが，生前ベトナムの貧しい子供たちに何か役に立ちたいという強い想いを抱

いていていたため，両親が彼女の遺志がベトナムに末永く残るようにと，積立金や香

典を提供し，1995年に同小学校校舎を建設した。建設から 25年程経過しており，被供

与団体は，彼女の遺志を引継ぐべく，既存の校舎を維持したまま，不足している教室

を草の根無償の資金を活用し建設することを希望している。  

 

 

現在使用されている校舎の様子 

 

３．供与金額  87,351米ドル（9,608,610円） 

 

４．実施団体  ディエンバン町人民委員会 

  



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「クアンニン省タンビン村小学校校舎建設計画」 

 

１．案件概要 

クアンニン省タンビン村小学校の本校の施設内特別学習棟 1

棟（2階建て図書館、芸術教室、外国語学習教室、多目的室）を

整備することで、教育訓練省が定める規定を満たすとともに、

教育環境の改善を図り、小学校教育の質の向上に寄与する。 

２．対象地域と現状 

（１）クアンニン省ダムハ郡タンビン村 

（２）タンビン小学校には、本校と３つの分校があり、合計で

495 名の生徒が在籍しており、そのうち本校には 253 名が在籍

している。過去数年間において 82 名の生徒の増加や、IT 及び

英語の授業の義務化に伴い、十分な教育環境の整備が課題とな

っている。教育訓練省通達によると、学校内には芸術・音楽科

目用に少なくとも 1 教室、言語科目用に 1 教室、多目的室として 1 教室の計 3 教室が

それぞれ 50㎡以上の広さで必要とされているが、同小学校本校はこの基準に達してお

らず、音楽、芸術、英語の科目に関しては、通常教室と併用及び会議室を教室として使

用している。そのため教員や児童の十分なスペースの確保、音楽授業による他の授業

への影響などの問題が発生している。また、教員棟の１室を普通教室（5年 B組用）と

して代用し、本来の 5年 B組用の教室を多目的室として利用している。また、2階建て

校舎の 1 階に図書館が設置されているが、設備・スペース共に不十分のため、今回特

別棟に建設する必要がある。 

 

現在の教室の様子 

３．供与金額  86,606米ドル（9,526,660円） 

 

４．実施団体  ダムハ郡人民委員会 

  



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「ソンラ省チェンガム村タム集落生活用水整備計画」 

 

１．案件概要 

タム集落に新たに生活用水システム（貯水ダム(2 基)、取水

タンク修理、濾過タンク(2基)、パイプライン 6,743㍍）､パイ

プ支柱・ケーブル等）を整備することにより、住民の生活用水

へのアクセスの向上を図り、生活環境の改善に寄与する。 

２．対象地域と現状 

（１）ソンラ省トアンチャウ郡チェンガム村タム集落 

（２）タム集落は比較的人口が大きい一方で、水源からは離れ

ており、生活用水の確保にあたり、住民は困難に直面している。

現在、住民は 500 メートルから１キロ離れた水源からそれぞれ

が簡易な装置で取水しているが、乾期だけでなく雨期でさえも

量が少なく、十分な給水ができていない。集落の地形地質のた

め、井戸を掘ることも難しい。また、現在使われている水源は、

必ずしも衛生的ではないため、集落内では汚れた水が原因と思われる病気も発生して

いる。 

 

池の水も枯渇している 

 

３．供与金額  83,652米ドル（9,201,720円） 

 

４．実施団体  チェンガム村人民委員会 

 

 

 

 

 

 



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「ゲアン省タインラム村幼稚園建設計画」 

 

１．案件概要 

タインラム村幼稚園の、老朽化した本校の園舎一棟（タイン

ラム村人民委員会庁舎に併設 3教室 148.35㎡）を、分校１の敷

地内に新たに改築し園舎一棟（平屋建て 2 教室、休憩部屋 2 部

屋、倉庫 2か所、トイレ２か所（便器 12個）、計 351.12㎡）を

建設することにより、園児の安全でより良い教育環境を確保し、

もって初等教育の質を向上させる。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ゲアン省タインチュオン郡タインラム村 

（２）タインラム村幼稚園には、現在、本校及び２つの分校が

あり、特に本校は、建築から 20年以上が経過し、老朽化が進ん

でいる。建物には大きなひび割れ木造部分は腐敗も見られ、雨

天時には雨漏りが発生する。過去には老朽化した屋根の一部が

落下するなど、非常に危険な状態であり、台風時には園児の安全を確保できない。さ

らに夏場には、低い天井とトタン屋根の影響で、教室内の温度が高くなりやすく、熱

中症となる園児も発生している。劣悪な教育環境は、ベトナムの山岳部における、不

登校や退学の一因ともされており、タインラム村幼稚園における教育環境の改善は急

務である。 

 

 

築３０年の教室の様子 

 

３．供与金額  90,662米ドル（9,972,820円） 

 

４．実施団体  タインラム村人民委員会 

 



令和２年度草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「ビンディン省ビントゥオン村小学校校舎建設計画」 

 

１．案件概要 

ビンディン村小学校ホアソン分校の敷地内に，新たに校舎一

棟（平屋建て 5 教室，312 ㎡）を整備することにより，教室不

足の解消を通じ児童の安全な教育環境の改善を図り，もって初

等教育の質を向上させる。 

 

２．対象地域と現状 

（１）ビンディン省タイソン郡ビントゥオン村 

（２）ビントゥオン村小学校は本校とホアソン分校合わせて全

校児童 675 名，教員 25 名が在籍している。 教員は授業に応じ

て本校とホアソン分校を行き来している。ホアソン分校には

153 名の児童が在籍しており，教室が全部で 7 つと職員室が 1

つあり，3校舎はすべて 1978年に建てられ老朽化が激しい。築

42年が経過し，校舎の床，壁，窓，ドアのあらゆる部分で建物

の劣化が見られる。そのうちの 1 校舎の屋根はそりあがり，天井の梁も腐敗してきて

おり，風雨の際には雨漏りにより授業に支障をきたしている。 

 

 

照明設備も不安定な薄暗い教室の様子 

 

３．供与金額  85,552米ドル（9,410,720円） 

 

４．実施団体  ビントゥオン村人民委員会 

 

 


