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9/5（土） 福岡空港国際線集合

9/6（日）ハイフォン私立大学交流プログラム

9/7（月） 海岸清掃ボランティア

ハイフォン市役所表敬訪問

ハノイ女性連盟表敬訪問

9/8（火） TYM 訪問

TYM センター訪問

9/9（水） JICA ベトナム・ハノイ事務所訪問

TOTO ハノイ工場訪問

カンボジアへ移動

9/10（木）日本国際ボランティアセンター訪問

トゥノールダッチ小学校訪問

オーサマキ小学校訪問

食品加工グループ活動視察

9/11（金）アンコールワット遺跡群見学

9/12（土）福岡空港着

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○まず、北九州市におけるＤＶ被害の現状を説明します。○2011年9月～10月に、北九州市内在住の20歳以上の男女4,000人に対し、配偶者等からの暴力についてのアンケート調査を実施しました。（アンケート回収総数は1,688サンプル（回収率42.2％））○暴力行為を「身体的暴力」、「精神的暴力」、「性的暴力」、「経済的暴力」の４つに分類し、被害経験の有無をアンケートで確認しました。○その結果、女性に対する暴力として、身体的暴力は５人に１人、精神的暴力は３人に１人、性的暴力は８人に１人、経済的暴力については２２人に１人の女性が被害経験があることが分かりました。○この市民意識調査において、ＤＶ被害経験のある人に対して、暴力を受けた際の相談先について尋ねた結果、男女ともに「どこにも相談しなかった」という割合が最も高かった。○行政に望む対策としては、「被害を受けた人たちのための相談体制・窓口を充実する」の割合が５割を超えており、窓口の充実を望む声が多かった。





ベトナムという国

カンボジアという国



ベトナム社会主義共和
国



ベトナム戦争
(1960～1975)



http://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=LP&c1=VN&c2=JP&s=&e=



http://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=AID&d=ODAREC&c1=VN&s=&e=



カンボジア王国



Pol Pot （1928～1998）



http://cmc-net.jp/genchi/ãƒœãƒƒãƒ—ã‚¤æ�‘èª¿æŸ»â‘ .html





http://arkglobalcorp.com/ja/menu/6/

カンボジアの国内総生産の推移



ご清聴ありがとうございました。





ハイフォン私立大学交流
ハイフォン私立大学交流





ハイフォン私立大学

・1997年9月24日設立
・9つの分野（情報工学、電子工学、電気通信学、環

境工学、経営学、外国語学、食品加工学、化学工学、
農学）



歓迎のダンス披露



料理作り交流会



焼うどん作りチーム



料理完成！！



最後までお見送り





・Hai Phong市役所
・海岸清掃ボランティア



北九州市とハイフォン市

• ２００９年 友好・協力協定締結

• ２０１４年４月 姉妹都市協定締結

• 水道分野での技術協力

• 市民文化交流

• 人口約１７０万人

• 貿易・工業の中心地
２０１４年４月１８日姉妹都市協定締結式
（北九州市ホームページより引用
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/file_0006.htm）



Doson Beach



Doson Beach



Doson Beach



Doson Beach



Doson Beach



Doson Beach



Doson Beach



Doson Beach



Doson Beach



Doson Beach







Banh xeo



Bahn da cua



Hai phong市役所















ハノイ～ハイフォン間 高速道路

通行料金 １０月１日より徴収

• １８ｔ以上トラック ６０万ＶＮＤ（約３２３０円）

• ２ｔ以下または１２人以下 １１万ＶＮＤ（約５９１円）

投資総額

４５兆４８７０億ＶＮＤ

ＢＯＴ方式（建設・運営・譲渡）

全長１０５.５㎞ 最高・最低速度 １２０㎞/h・６０㎞/h







ベトナム・ハノイ女性連盟
（9月8日訪問）

鵜野光太郎





ベトナム・ハノイ女性連盟

• ハノイ市内に80万人の会員

• 共産政府傘下の組織

• 政府による資金と会費で運営

• 目的は、女性の生活レベルの向上と権利の擁護

etc.職業訓練施設、TYM基金、健康促進の刊行物など。











ＴＹＭ事務所及び活動地訪問

マイクロファイナンス機関

中島 杏奈



ＴＹＭ概要

 TYMはベトナムの公的な女性団体である

VWU（Vietnam Women’s Union)によって

設立されたマイクロファイナンス機関。

この名称は I love you を意味するベトナム語である

“Tao Yeu Mai”の頭文字からとったものである。



 1992年 ベトナム女性連盟によって設立

 2010年 正式にマイクロファイナンス機関と

してのライセンスを取得



 経営陣である役員の方々と3人の副本部長は

女性で占められている。

 女性従業員比率は６０％

 女性顧客比率１００％

 主要顧客は貧困線の周辺で生活をしている

女性の方々

女性による女性のためのマイクロファイナンス機関



 機関は３つ お金を借りる機関

預金をする機関

協力する機関

 返済率は９９％



センターミーティング

 地域ごとに30～40人で一つのセンターを形成

 週に一度センターに集まる

（返済や貯金、保険の積立）

 月に一度センターミーティングを行う

（サービス提供手続き、ポリシーの学習、トレーニング）



 メンバーになると

イベントに参加できる（スポーツ競技、ダンスなど）

誕生日を祝ってもらえる

健康診断を受けることができる

 返済をしないと

次の融資が受けられなくなる

このようなサービスを受けるのが難しくなる

連帯感や仲間意識が高まり、返済意識が高まる

⇨ 高い返済率に繋がる



サクソン県訪問

 理由 他の地域より都心が遠い

女性の知識が低い

 貯金 ２０,０００ドン／週 ← 義務

１,０００ドン／週 ← 保険（義務）





ＪＩＣＡベトナム。





•ベトナムと日本
• ベトナム
主に、農業、鉱業、軽工業。
アジアでも群を抜く高成長と安定性を示してきている。
日本との関係
日本は中国、米国、韓国に次いで4番目の貿易相手国
日本は最大のODAの供与国、最大の直接投資国

戻る

次へ



ＪＩＣＡベトナムとは
日本の産業界、教育機関、自治体、NGO等とも連携しながら
２０２０年の工業化に向けたベトナムの国際競争力の強化、
社会生活の向上と、落差の是正、環境保全などならびにガバナ
ンスの強化を通じた公平な社会・国づくりを包括的に支援してい
る。



•JICAベトナム
• ベトナムは、持続的な成長(2020年工業国家目標)

• 〈3つの突破口〉
• 制度
• 人材
• インフラ

戻る 次へ



★そのⅠ
• 〈成長と競争力強化〉
• マクロ経済治安と構造改革(インフレ抑制・国営企業改革)
• 産業競争力強化・人材育成
• インフラのレベルアップ

• 優先路線の建設に対する資金協力
• 急速に進む都市化、都市交通問題への対応



★そのⅡ
• 〈ガバナンス強化〉
• 司法制度改革・法整備
• 行政機能。能力強化
• 国民の参加促進「立法」

• 国営企業改革支援
• 銀行セクター改革支援



★そのⅢ
• 〈脆弱性への対応〉
• 貧困削減・格差是正
• 基礎的社会サービスの向上
• 環境問題・気候変動への対応

• 火力・水力発電所の建設
• 森林保全による自然災害対策



JICAの支援
• 資金協力
→運輸46% 電力ガス23% 環境保健等13% 鉱工業3%
農林水産2% 通信3% その他10%
・技術協力
専門家派遣実績：8254名
派遣先：計画投資省、交通運輸省、農業省etc
支援分野：保健医療、農業開発、植林、金融監督etc
・ボランティア事業
支援分野：保健医療、農林開発、環境保全etc



JICAボランティア事業
• 経済社会の発展への協力
• 友好親善相互理解の深化
• 国際的視野の
日本国民の発意による 国際協力活動
地域住民と協働で行う 草の根協力

地域開発、保険医療、産業開発、日本語教育などの幅広い分野で活躍
ベトナムの人々と同じ言葉で話しながら、ともに生活し、働き、同僚と一緒
に改善を目指す。





TOTOハノイ工場見学



海外拠点

17カ国に営業所、生産・販売拠点

そのうち、10カ国に生産拠点



アメリカ・アジアなど、技術をみる

ヨーロッパデザインをみる





焼く前は凄く大きいが、

焼くと小さくなる



土などの原料を
輸入すると高い

その土地で
とれる原料で作っている



国ごとに
原料も配合も違う



技術も個人の財産
とベトナム人は考えている

なかなか、新人が育たない

チーム制で

目標達成度を計り、給料
（ボーナス）を決めるシステム





大量に売れる商品は機械で



そうでない商品は人の手で







焼き上げ





水圧だけで動く
ウォシュレット



施設内の
女子トイレ



ご清聴ありがとうございました





Book to Read プロジェクト
(小学校訪問)

～交流と調査の報告～



訪問先の紹介

・トゥノールダッチ小学校 ・オーサマキ小学校



日本の遊び交流

•
• 大繩で遊びました。

折り紙をしました。



Book to Readとは？

小学生に絵本を贈るプロジェクトです

勉強できる環境

識字率向上



・トゥノールダッチ小学校 ・オーサマキ小学校
・絵の多い絵本がほしい ・絵が多い本も字が多い本もほしい

・ストーリー性のある絵本がほしい ・楽しく読める本がほしい

⇊
子供を取り巻く環境が異なる



現地の人と話し合わないと支援は一方的になる

子供は世界共通で可愛い





JVCカンボジア



JVCカンボジアの主な活動

１ 生態系に配慮した農業による家族経営農家の生計改善

２ 農業農村会春に関する資料・情報センター

３ 小学校を中心とした環境教育

４ 技術学校（自動車整備士要請）















JVCカンボジアの活動を見て

①加工されたものは冬に食べる、または調味料として
買ってもらう

②加工食品を作っている農家と作っていない農家の生活
レベルの差はあまりない

③土地があるからといってなんでも作れるわけではない





アンコールワット遺跡群



アンコールワット遺跡群は、カンボジアのシェムリアップにある。
9～15世紀に東南アジアに栄えたクメール王朝時代の遺跡群

で、王が変わるたびに、新たな都と王宮が建設された。

今回は、アンコール・トム，タ・プローム，アンコールワットの３つ
の遺跡群に行った。



アンコール・トム

１２世紀後半、ジャヤヴァルマン7世によって作られた。
一辺が約3㎞ある堀と高さが約8ｍある城壁に囲まれている。



アンコール・トムの入り口



回廊

レリーフ



観音菩薩

象のテラス



タ・プローム

12世紀末、ジャヤヴァルマン7世が母を弔うために作られたとされ
ている。





アンコール・ワット

12世紀前半、スーリヤヴァルマン２世によって30年を以上かけて
作られた。



銃弾の跡
表情

回廊



中央塔
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