
【仮訳】正文はベトナム語版をご参照下さい。 

1 

 

決定  

2020 年までの外国投資呼びかけ対象国家プロジェクト一覧

の発行について 

 

2001年 12月 25日付政府組織法に基づき、  

今後の海外直接投資の誘致・使用・管理効果の方向付け・向上に

関する政府の 2013年 8月 29日付決議第 103/NQ-CP号に基づき、 

投資計画省大臣の要請により、 

政府首相は以下のように決定した。 

第 1 条 本決定に添付する 2020年までの海外投資呼掛けの国家プ

ロジェクト一覧を発行する。（以下、一覧と総称する）。 

第 2 条 投資計画省は、地元の各省庁と主催共同して、プロジェ

クト情報内容の作成、一覧の普及宣伝活動の実施、一覧に属するプロジ

ェクトの促進状況に関する政府首相へのまとめ報告、実情に適合するよ

う一覧の補足または調整の要請を行う。これらの活動向けの経費は年次

国家投資促進プログラムから受けられる。 

第 3 条 本決定は、署名日より発効し、政府首相の 2007年 9月 26

日付決定第 1290/QĐ-TTg号に添付した 2006～2010年期の海外投資呼び

かけの国家プロジェクト一覧に代替される。 

第 4 条 各大臣、省に相当する機関の最高責任者、政府直轄機関

の最高責任者、各省・中央直轄市人民委員会の委員長、経済区・ハイテ

クパーク管理委員会は、本決定の施行に責任を負う。 

 

宛先： 

− 共産党中央秘書委員会 

− 政府首相、各副首相 

− 各省、省に相当する機関、政府直轄機関 

− 各省・中央直轄市の人民委員会および人民評議会 

− 共産党中央事務所、共産党の各部局 

－共産党書記長事務所 

− 国家主席事務所 

首相 

（署名・捺印済み） 
 

 

グエン・タン・ズン 

政府首相 

 

番号：第 631/QĐ-TTg号 

ベトナム社会主義共和国 

独立 - 自由 - 幸福 
 

 ハノイ、2014 年 4 月 29日 

 

 

署名者：政府の電子情報ポータル 

電子メール：thongtinchinhphu@chinhphu.vn 

機関：政府事務所 

署名日時：2014年 5月 6日 16:44:17+07:00 
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− 民族評議会および国会の各委員会 

− 国会事務所 

− 最高人民裁判所 

− 最高人民検察院 

－国家金融監督委員会 

− 国家会計監査 

－社会政策銀行 

－ベトナム開発銀行 

－ベトナム祖国戦線中央委員会 

－各団体の中央機関 

－経済コーポレーションおよび国営公社 

− 政府事務所：担当大臣、各副担当者、政府首相助手、政府の電子

情報ポータルの管理者、各部局、各直轄機関、公報 

－保管：事務所用のファイル、QHQT（3部）、365  
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2020 年までの外国投資呼びかけ国家プロジェクト一覧 

政府首相 2014年 4月 29日付決定第 631/QĐ-TTg号に添付 

項番 プロジェクト名 場所 技術仕様 
投資総額 

（百万 USドル） 
投資方式 連絡先 

I  技術インフラ関連 

I.1 交通インフラ 

I.1.1 陸路 

 

1 

 

ニンビン～タインホア

間およびタインホア～

ギソン間の南北高速道

路 

ニンビン、タインホ

ア 

長さ：121.12km 

Aタイプの高速道路 

規模：設計速度 100～

120km/h の 6車線 

想定の投資額は、18.67億 US

ドル 

1,867 PPP 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

2 

ザウザイ～ファンティ

ット高速道路プロジェ

クト 

ドンナイ、ビンズォ

ン 

長さ：98.7km 

 Aタイプの高速道路 

設計速度 100～120km/h 

完成段階： 6高速車線 

第 1段階：4高速車線建設 

757 PPP 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

3 
ビエンホア～ヴンタウ

高速道路 

ドンナイ、バーリ

ァ・ヴンタウ 

長さ：77.87km 

 Aタイプの高速道路 

設計速度 120km/h 

完成段階： 6高速車線 

第 1段階：4高速車線建設 

1,175 PPP、ODA 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

4 

チュンルォン～ミーツ

ァン間の高速道路プロ

ジェクト 

ティエンザン、ヴィ

ンロン 

長さ：54km 

Aタイプの高速道路 

設計速度 120km/h 

完成段階：6高速車線 

第 1段階：4高速車線建設 

1,381 PPP、ODA 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

5 

タンヴァン～ニォンチ

ャック間のホーチミン

市環状 3号線道路 

ホーチミン市、ドン

ナイ、ビンズォン 

長さ：17km 

Aタイプの高速道路 

設計速度 100km/h 

完成段階：8高速車線 

400 BOT、ODA 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 
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第 1段階：4高速車線建設 

6 
ノイバイ～ハロン高速

道路 

ハノイ、バクニン、

バクジャン、ハイズ

ォン、クアンニン 

長さ：148km 

Aタイプの高速道路 

規模：設計速度 100～

120km/h の 4車線 

1,762 PPP、 BOT 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

7 
カムロ～ラソン高速道

路 

クアンチ、テュアテ

ィンフエ 

長さ：102km 

Ｂタイプの規模 4車線の 

高速道路 

完成段階：6車線 

設計速度：100～120km/h 

1,095 PPP、 BOT 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

8 

バージ橋の交差点～プ

レーク市間の国道 19号

線プロジェクト 

ビンディン、ジャラ

イ、 

平野レベル 3および山岳レベ

ル 3の長さ 153Km線路の改

修・改築 

設計速度：60～80km/h 

100 BOT 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

9 

マイジック～ナムタン

ロン間のハノイ環状 3

号線高速道路 

ハノイ 

都市高速道路 

長さ：5.36 km 

設計速度：100km/h 

規模：4車線 

250 PPP、 BOT 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

10 

カントー～ロテー間の

国道 91号線の改修

（KM14～KM50の小プロ

ジェクト 2） 

カントー、アンザン 

平野のレベル 3道路 

長さ：36.8 km 

規模：4車線 

120 PPP、 BOT 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り 80号 

電話番号：84-4-39410775 

11 
港をつながる道路 

ニォンチャック区 
ドンナイ 

道路の設計基準：レベル 60 

最大の設計速度：60km/h 

全線の長さ：15 km 

255 PPP 

ドンナイ省の計画投資局 

住所：ドンナイ省、ビエンホア

市、ファンヴァンチ通り 2号 

電話番号：061 3822505 

Fax番号：061 3941718 

12 
ザウザイ～リェンクオ

ン高速道路 
ラムドン 

全線の全長：200 km 

Ａタイプの高速道路 

規模：4車線 

最大の設計速度：100km/h 

3,520 PPP 

ラムドン省の計画投資局 

住所：ラムドン省、ダーラット

市、チャン・フン・ダオ通り 2

号 

電話番号：063 3822311 

Fax番号：063 3834806 
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13 

現在のチョロンバス停

でのバスの乗客用のス

テーションの建設 

ホーチミン市 

・乗客に必要な工事項目が設

置される、多機能の模型に従

うチョロンのセンターでバス

の乗客用の近代的なステーシ

ョンの新規建設 

・公共サービス・貿易営業・

社会支援サービスの運用・開

拓 

総面積：9,035平方メートル 

開拓期間：40年 

50 PPP 

ホーチミン市の交通運輸局 

住所：ホーチミン市、区 1、リー

トゥチョン通り 63号 

電話番号：08 38290451 

Fax番号：08 38290458 

14 

クアンガイ市のセンタ

ーをズンクアット IIに

つながる道路 

クアンガイ 

Ａグループの交通工事 

平野レベル 1の道路 

土地使用需要：140ヘクター

ル 

71 PPP 

クアンガイ省の計画投資局 

住所：クアンガイ省、クアンガ

イ市、グエンギエム通り 96号 

電話番号：055 3822868 

Fax番号：055 3825701 

15 

ドンダン、ランソンの

検問所経済区の第 1段

階の非関税地域のイン

フラのプロジェクト 

ランソン 

面積：177ヘクタール 

建設項目：工場、倉庫、再輸

出区、広告センター、作業者

の寮・再定住エリア、緑のキ

ャンパス 

28 PPP 

ランソン省の計画投資局 

住所：ランソン省、ランソン

市、ホアン・ヴァン・ツー通

り、2号 

電話番号：025 3812122 

Fax番号：025 3811132 

I.1.2  鉄道 

16 

ハイフォン国際ゲート

ウェイ港への鉄道建設

投資プロジェクト 

ハイフォン 
長さ：57 km、複線の新建

設、レール幅：1,435mm 
1,600 PPP、 BOT 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り、80号 

電話番号：84-4-39410775 

17 
ビエンホア～ヴンタウ 

鉄道線路 

ドンナイ、バーリ

ァ・ヴンタウ 

全線の全長：120.57 km、複

線の建設 

レール幅：1,435mm 

想定の投資額：50億 USド

ル。 

 

5,000 BOT 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り、80号 

電話番号：84-4-39410775 

18 
ハノイ～ホーチミン鉄

道線路の改善・改修 
北中部～南中部の間 

鉄道上の階構造を改善し、ケ

ーネット峠、ハイヴァン峠を

通るトンネルを建設すること

によりボトルネック線路を改

修し、長い線路で駅を追加で

2,300 BOT、ODA 

交通運輸省の PPP管理委員会、 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り、80号 

電話番号：84-4-39410775 



【仮訳】正文はベトナム語版をご参照下さい。 

4 

 

開設する。 

制限速度を 90 km/hに高め

る。 

19 

第 6号都市鉄道線（ハ

ノイのセンター～ノイ

バイ間） 

ハノイ 
長さ：47 km、複線の新建

設、レール幅：1,435mm 
1,356 PPP 

ハノイ市の計画投資局 

住所：ハノイ、カットリン通

り、16号 

電話番号：04 38256637 

Fax番号：04 38257133 

I.1.3 空港 

20 クアンニン空港 クアンニン 

4E規準による国際空港 

収容力：500万乗客/年 

B777型の飛行機の受け入れ 

滑走路 1つおよび同期の誘導

路と駐機場のシステムの建設

を行う。 

244 PPP、 BOT 

交通運輸省の投資計画部 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り、80号 

電話番号：84-4-9420197/8 

Fax番号：84-4-9423291 

21 
ロンタン国際空港（第

1段階） 
ドンナイ 

4Ｆ規準による国際空港 

収容力：1億乗客/年 
5,620 PPP、 BOT 

交通運輸省の PPP管理委員会 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り、80号 

電話番号：84-4-39410775 

22 カムラン国際空港 カインホア 
4Ｆ規準による国際空港、収

容力：100万乗客/年 
212 PPP、 BOT 

交通運輸省の投資計画部 

住所：ハノイ、チャン・フン・

ダオ通り、80号 

電話番号：84-4-9420197/8 

Fax番号：84-4-9423291 

23 ラオカイ空港 ラオカイ 
3Ｃレベルの民間空港、III

レベルの軍事空港 
60 PPP 

ラオカイ省の計画投資局 

住所：ラオカイ省、ラオカイ

市、チャン・フン・ダオ大路、

ブロック 6ビル、5階 

電話番号：020 3840034 

Fax番号：020 3842411 

I.1.4 海港 

24 
ヴァンフォン国際積み

替え港（第 1段階） 

カインホア、ヴァン

ニン地区、ヴァンタ

ン村 

予定では、2020年まで 12 

TEUまでの船が接岸できる。 

予定の収容力：1,700万 TEU

までの想定 

港の総面積：405ヘクタール 

船のターミナルの長さ：

4,450～5,710メートル 

500 
FDIまたは

合弁 

カインホアヴァンフォン経済区

管理委員会 

住所：ニャチャン市、レータン

フォン通り、4～6号 

電話番号：3560493 

25 リエンチエウ港の建設 ダナン 規模：50,000～80,000 DWT 65 PPP ダナン計画投資局 



【仮訳】正文はベトナム語版をご参照下さい。 

5 

 

の船が接岸できる。 

第 2段階で 50,000 DWTの船

のターミナル 2箇所の新建設 

通過能力：約 250～350万ト

ン/年 

住所：ダナン市、クアンチュン

通り 2号 

電話番号：0511 3822217 

Fax番号：0511 3829184 

I.2 エネルギーインフラ 

26 

新エネルギーおよび再

生エネルギーの設備部

品の生産工場 

南部、北部、中部 

新エネルギーおよび再生エネ

ルギーによる電力生産設備シ

ステム向けの部品・付属品一

式の生産工場 

容量：10万トン/年 

40 
合弁、100％

FDI 

商工省の計画部 

住所：ハノイ、ハイバーチュン

通り 54号 

電話番号：+84-4-22202433 

Fax番号：+84-4-22202525 

27 
ズンクアット石炭火力

発電所のプロジェクト 
クアンガイ 

容量：1,200 MW、 

オーストラリアとインドネシ

アからの輸入石炭を使用す

る。 

2020年に商業運用を実施す

る。 

ズンクアット経済区および近

隣地域に電力の供与を確保す

る。 

140 PPP 

クアンガイ省の計画投資局 

住所：クアンガイ省、クアンガ

イ市、グエンギィム通り、96号 

電話番号：055 3822868 

Fax番号：055 3825701 

28 
ビンディン電力 

センター 
ビンディン 

石炭火力発電所の新建設（工

場第 2号、第 3号） 

使用面積：250ヘクタール 

完成予定：2018年 

4,000 PPP 

ビンディン省の計画投資局 

住所：ビンディン省、クイニョ

ン市レロイ通り、35号 

電話番号：056 3822628 

Fax番号：056 3824509 

I. 3 都市インフラ 

I.3.1 都市交通 

29 1号線高速道路 
ホーチミン市の第 1

区、第 3区 

線路の方向はコンホア交差点

→チャンクオックホアン通り

→ファンツックズェン通り→

ホアンヴァンツウ通り→ファ

ンダンリュー通り→ファンシ

ックロン通りまで走り、ディ

ンビエンフゥ通りおよびゴー

タットトー通りと交差し、フ

ーアン橋の手前で終わる。 

全線の長さ：9.5 km 

幅：17.5 メートル 

4車線、幅 3.5メートル 

736 

BOTまたは 

BOTと BTと

の結合

（ BOT優

先） 

ホーチミン市の交通運輸局 

住所：ホーチミン市、第 1区、

リートゥチョン通り、63号 

電話番号：08-38290451 

Fax番号：08-38290458 
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投資総額：7.36億 USドル 

30 2号線高速道路 

ホーチミン市のタン

ビン区、第 10区、第

11区、ビンタン区 

4車線の規模で高速道路を新

建設し、下の道路は企画に基

づき改善・改修される。 

全線の長さ：11.8 km 

幅：17.5 メートル 

4車線、幅 3.5メートル 

投資総額：10.23億 USドル 

1,023 

BOTまたは 

BOTと BTと

の結合

（ BOT優

先） 

ホーチミン市の交通運輸局 

住所：ホーチミン市、第 1区、

リートゥチョン通り、63号 

電話番号：08-38290451 

Fax番号：08-38290459 

31 3号線高速道路 

ホーチミン市の第

10、5、8、7区、ビン

チャン地区 

道路の始まりは 2号線と交差

し、それから、レーホンフォ

ン通り（つながり道路）→リ

ータイトォ通り→グエンヴァ

ンクー（つながり道路）→南

北軸～グエンヴァンリン通り

まで走る。 

全線の長さ：8.1 km 

幅：17.5 メートル 

4車線、幅 3.5メートル 

702 

BOTまたは 

BOTと BTと

の結合

（ BOT優

先） 

ホーチミン市の交通運輸局 

住所：ホーチミン市、第 1区、

リートゥチョン通り、63号 

電話番号：08-38290451 

Fax番号：08-38290460 

32 2号線モノレール電車 

ホーチミン市の第 2

区、第 8区、タンダ

ー～ビンタイン、 

長さ：27.2 km 

線路の方向は、国道 50号

（第 8区）→グエンヴァンリ

ン通り→チャンナオ通り～ス

ァンツイー通り（第 2区）→

ビンクイー市街地まで走り、

3a号都市鉄道とつながる。 

715 
BOT、BT、 

PPP 

都市鉄道の管理委員会 

住所：ホーチミン市、第 3区、

第 7号ワード、レークイドン通

り 29号 

電話番号：08-39309495 

Fax番号：08-39309497 

33 3 号線モノレール電車 

ゴーヴァップ区の 6

差路のロータリー～

タントイヒェップ駅 

長さ：16.5 km 

線路の方向は、交差点（ファ

ンヴァンチ・グエンオァン）

→クアンチュン通り→クアン

チュンソフトウェア公園→ト

ーキー通り→タンチャンヒェ

ップ駅まで走る。 

400 
BOT、BT、 

PPP 

都市鉄道の管理委員会 

住所：ホーチミン市、第 3区、

第 7号ワード、レークイドン通

り 29号 

電話番号：08-39309495 

Fax番号：08-39309497 

34 1号線地面電気自動車 
サイゴン～チョロン

～ミエンテイバス停 

投資総額：約 2.5億 USドル 

サイゴンから始まり、トンド

ックタン通り→ヴォーヴァン

キエット大路→リーチエウホ

アンＤ2通り→ミエンテイバ

ス停まで走る。 

全長：約 12.5 km 

250 
BOT、BT、 

PPP 

都市鉄道の管理委員会 

住所：ホーチミン市、第 3区、

第 7号ワード、レークイドン通

り 29号 

電話番号：08-39309495 

Fax番号：08-39309497 
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第 1区、第 5区、第 6区、ビ

ンタン区の地区を通る。 

35 
6号線都市鉄道（地下

鉄） 

ホーチミン市、第 6

区、タンフー 

線路の長さ：5.6 km 

チュオン·チン通り→アウコ

ー通り→リューバンビック通

り全体→フーラムロータリー

までの下部を通り、それか

ら、タンビン区、タンフー

区、第 11区および第 6区の

地区を通る。 

7つの地下駅がある。 

基準のレール幅：1,435mm、 

想定の投資総額：12.5億 US

ドル 

1,250 
BOT、BT、 

PPP 

都市鉄道の管理委員会 

住所：ホーチミン市、第 3区、

第 7号ワード、レークイドン通

り 29号 

電話番号：08-39309495 

Fax番号：08-39309497 

I.3.2 都市給水 

36 第 1号ハウ川の浄水場 カントー 

第 1段階の容量：50万立方

メートル 

第 2段階の容量：100万立方

メートル 

投資総額：5億 USドル 

500  

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 

電話番号：39740112 

Fax番号：39762153 

37 
第 2号ハウ川、チャウ

タンの浄水場 
アンザン 

第 1段階の容量：100万立方

メートル 

第 2段階の容量：200万立方

メートル 

投資総額：10億 USドル 

1,000  

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 

電話番号：39740112 

Fax番号：39762154 

38 
ダー川の浄水場（第 2

段階） 
ハノイ 

第 2段階の容量：30万立方

メートル 

投資総額：1億 USドル 

100  

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 

電話番号：39740112 

Fax番号：39762155 

39 ドゥオン川の浄水場 ハノイ 

第 1段階の容量：30万立方

メートル 

第 2段階の容量：60万立方

メートル 

投資総額：3億 USドル 

300  

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 

電話番号：39740112 

Fax番号：39762156 

I.3.3 都市の固形廃棄物の処理 

40 
ナムソン固形廃棄物処

理場 
ハノイ 

面積：148ヘクタール 

投資総額：2.1億 USドル 
210 合弁 

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 
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電話番号：39740112 

Fax番号：39762156 

41 
フォンヴァン固形廃棄

物処理場 
テュアティンフエ 

面積：40ヘクタール 

投資総額：4,000万 USドル 
40 合弁 

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 

電話番号：39740112 

Fax番号：39762157 

42 
ビングエン固形廃棄物

処理場 
クアンガイ 

面積：70ヘクタール 

投資総額：8,500万 USドル 
85 合弁 

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 

電話番号：39740112 

Fax番号：39762158 

43 
カットニョン固形廃棄

物処理場 
ビンディン 

面積：70ヘクタール 

投資総額：7,500万 USドル 
75 合弁 

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 

電話番号：39740112 

Fax番号：39762159 

44 
クチ西北の有害産業固

形廃棄物処理場 
ホーチミン 

面積：100ヘクタール 

投資総額：4,500万 USドル 
45 合弁 

建設省のインフラ局 

住所：ハノイ市、レーダイハン

通り、37号 

電話番号：39740112 

Fax番号：39762160 

45 

チャンマイ・ランコー

経済区に属する工業団

地および非関税区の廃

水処理システム 

テュアティンフエ 

投資規模：35,000万立方メ

ートル/日 

建設期間：2020年まで 

39 PPP 

テュアティンフエ省の計画投資

局 

住所：フエ市、トンドックタン

通り 

電話番号：054 3821264 

Fax番号：054 3821264 

46 
ティエンジャン省の西

側の廃棄物処理場 
ティエンジャン 

面積：30ヘクタール 

処理容量：868.39トン/日 
55 PPP 

ティエンジャン省の計画投資局 

住所：ティエンジャン省、ミー

トー市、ナムキーコイギア通り

38号 

電話番号：073 3873381 

Fax番号：073 3875487 

47 
ビンフック固形廃棄物

処理工場の建設 
ビンフック 

容量：300～400トン/日、発

電技術使用を使用し、焼却す

る。 

埋立率：10％以下 

57 PPP 

ビンフック省の計画投資局 

住所：ビンフック省、ビンイェ

ン市、グエンチャイ通り 40号 

電話番号および Fax番号：0211 

3862480 
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48 

ソックソン地区、バク

ソンにおけるハイテッ

ク廃棄物処理工場のプ

ロジェクト 

ハノイ 処理容量：5,525トン/日 150 PPP 

ハノイ市の計画投資局 

住所：ハノイ市、カットリン通

り 16号、 

電話番号：04 38256637 

Fax番号：04 38257133 

I.4 工業団地のインフラ 

49 

南部地方での日本パー

トナー向けの専用工業

団地 

バーリァ・ヴンタウ 

政府首相の主張に基づき、日

本パートナーに向けの専用工

業団地を建設する。 

面積：約 500～1000ヘクター

ル 

タンタン地区のフーミーIII

工業団地で設置する予定 

 合弁 

バーリァ・ヴンタウ省の計画投

資局 

住所：ヴンタウ市、ホースァン

フオン通り 1号 

電話番号：064-3852401 

Fax番号：064-3859080 

50 

北部地方での日本パー

トナー向けの専用工業

団地 

ハイフォン 

政府首相の主張に基づき、日

本パートナーに向けの専用工

業団地を建設する。 

面積：約 300～400ヘクター

ル 

ディンヴー・カットハイ経済

区で設置する。 

 合弁 

ハイフォン省の計画投資局 

住所：ハイフォン市、ヂンティ

エンホアン通り 1号、 

電話番号：031-3842614 

Fax番号：031-3842021 

51 ハイテク工業団地 ドンアン、ハノイ 

電子産業、精密機器、医療道

具、化粧品・医薬品産業な

ど、高い技術含有量・競争力

を持ち、発展国の先進基準す

べてを満たす産業を発展させ

るための近代的なハイテク工

業団地である。 

面積：300ヘクタール 

200 全方式 

ハノイ市の計画投資局 

住所：ハノイ市、カットリン通

り、16号 

電話番号：04 38256637 

Fax番号：04 38257133 

II 社会インフラ構造 

II.1 教育訓練インフラ 

II.1.1 国際基準の大学 

52 国際基準の大学 ハノイ 

大学、大学院に対し、優秀で

多様な教育プログラムを持つ

大学を建設・運営し、研究活

動を促進する。 

面積：20ヘクタール 

90 全方式 

ハノイ市の計画投資局 

住所：ハノイ市、カットリン通

り、16号 

電話番号：04 38256637 

Fax番号：04 38257133 

53 住宅地および国際大学 
ホーチミン市のホッ

クモン地区 

大学および大学院の教育に向

け、国際基準に基づき大学お

よび住宅地を建設する。 

3.5 100％ FDI 

ホーチミン市北西市街地の投

資・建設管理員会 

住所：ホーチミン市、第 1区、
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面積：約 930ヘクタール レータントン通り 86号 

電話番号：08-38228223 

Fax番号：08-38249109 

54 ギソン国際技術大学 
タインホア省のギソ

ン経済区 
規模：6,000人の大学生 200 

BCC、合弁、

100％ FDI 

ギソン経済区の管理員会 

住所：タインホア省、チンジャ

ー地区、チュックラム村 

電話番号：037-3617237 

Fax番号：037-3617239 

55 
技術専門大学都市プロ

ジェクト 

ハーナム省のヅイー

ティエン区の大学都

市区 

大学都市区（地方レベル）に

各大学を誘致する。 

面積：1,000ヘクタール（投

資総額が建設規模に依存す

る） 

 全方式 

ハーナム省の計画投資局 

住所：ハーナム省、フーリー

市、チャンフー通り 15号 

電話番号：0350-3852701 

Fax番号：0350-3852701 

56 

イエンビン・グリーン

テクパーク（GREEN-

TECH PARK） 

タイグエン 

大学、通信・技術センター、

地方データセンター、住宅

地、病院などを含むエコの技

術開発組合地帯を構築する 

400 全方式 

タイグエン省の計画投資局 

住所：タイグエン市、チュンヴ

オンワード、ナーチャン通り 18

号 

電話番号：84-280-3759605 

Fax番号：84-280-3654376 

57 
土地に関する国家デー

タベースの構築 
資源環境省 

土地に関する国家データベー

スを構築し、ベトナムでの土

地管理能力を向上させ、土地

分野においてオンライン公共

サービスの提供能力を確保す

る。 

31 PPP 

資源環境省 

住所：ハノイ市、トンタットツ

ィエット通り 10号 

電話番号：0437732731 

Fax番号：04 38359221 

58 ソフトウェア公園 ダナン 

全面積：10ヘクタール 

公園に属するインフラ整備お

よび諸項目の建設を含む 

228 PPP 

ダナンの計画投資局 

住所：ダナン市、クアンチュン

通り 2号 

電話番号：0511 3822217 

Fax番号：0511 3829184 

II.1.2 専門的な職業訓練学校 

59 職業技術短期大学 
ハノイ市のフースィ

エン 

国内企業および在ベトナムの

FDI企業に高品質の人材を提

供する。 

全面積：6ヘクタール 

100 
LDまたは

100％ FDI 

ハノイ市の計画投資局 

住所：ハノイ市、カットリン通

り 16号、 

電話番号：04 38256637 

Fax番号：04 38257133 

60 職業技術短期大学 チューライ新経済区 

国内企業および在ベトナムの

FDI企業に高品質の人材を提

供する。 

40 
LDまたは

100％ FDI 

クアンナム省の計画投資局 

住所：タムキー市、チャンフー

通り 02Ａ号 
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電話番号：(84) 510-3810866 

Fax番号：(84) 510.3810396 

61 技術者教育学校 バクニン 

国内企業および在ベトナムの

FDI企業に高品質の人材を提

供する。 

40 
LDまたは

100％ FDI 

バクニン省の計画投資局 

住所：バクニン省、バクニン

市、リータイトォー通り、02Ａ

号 

電話番号：0241-3822569 

Fax番号：0241-3825777 

62 
チャンマイ技術者教育

学校 

テュアティンフエ省

のチャンマイ・ラン

グコー経済区 

チャンマイ・ラングコー経済

区に人材を教育する。 

規模：500人の学習者/年 

20 全方式 

テュアティンフエ省の計画投資

局 

住所：フエ市、トンドックタン

通り 

電話番号：054 3821264 

Fax番号：054 3821264 

II.2 医療インフラ 

II.2.1 高度なの専門病院 

63 

救急、重病・非伝染性

疾患のための先進的専

門病院の建設 

大きな諸都市 
世界の先進レベルを満たす病

院 
 合弁 

医療省の財務計画部 

住所：ハノイ市、ジャンヴォー

通り 138Ａ号 

電話番号：(84-4)-62732115 

Fax番号：(84-4)-62732209 

64 
ビンディン省の母性

科・育児科の病院 
ビンディン 

病院の規模：500ベッド、 

第 2レベル医療公共民間工事

である。 

面積：3.72ヘクタール 

24 PPP 

ビンディン省の計画投資局 

住所：ビンディン省、クイニョ

ン市レロイ通り 35号 

電話番号：056 3822628 

Fax番号：056 3824510 

65 
ハティン省の母性科・

育児科の病院 
ハティン 

病院の規模：300ベッド、 

第 2レベルの医療公共民間工

事である。 

面積：3.7ヘクタール 

17 PPP 

ハティン省の計画投資局 

住所：ハティン省、ハティン市

ソーヴィエットゲーティン通り 

電話番号：039 3608094 

Fax番号：039 3856750 

II.2.2 国際基準の総合病院 

66 国際基準の総合病院 ハノイ市のジャラム 

近代的な病院で、世界基準に

達し、個別の疾病の診断・治

療の地域および 

200 全方式 

ハノイ市の計画投資局 

住所：ハノイ市、カットリン通

り 16号、 

電話番号：04 38256637 

Fax番号：04 38257133 
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67 
タンキエン医療での病

院 

ホーチミン市のビン

チャン地区 
 1,200 全方式 

ホーチミン市の医療局 

住所：ホーチミン市、第 1区、

グエンティミンカイ通り 59号 

電話番号：08- 39309912 

Fax番号： 08-39309089 

II.2.4 医療品および医療道具の生産 

68 

GMP基準に基づく医薬

品・医薬品の材料生産

工場構築 

全地方 
GMP基準を達した医薬品・医

薬品材料生産 
 

合弁、100％ 

FDI 

医療省の財務計画部 

住所：ハノイ市、ジャンヴォー

通り 138Ａ号 

電話番号：(84-4)-62732115 

Fax番号：(84-4)-62732209 

69 
GMP国際基準の点滴用

薬剤生産プロジェクト 

バクニン省の工業団

地、工業クラスター 
 40 

合弁、100％ 

FDI 

バクニン省の計画投資局 

住所：バクニン省、バクニン

市、リータイトォー通り、6号 

電話番号：0241-3822569 

Fax番号：0241-3825777 

II.3 文化スポーツ旅行のインフラ 

70 ダキアダラット観光地 

ラムドン省のラック

ズォン地区およびダ

ラット市 

国際基準に基づくエコ観光地

およびリゾート開発 
2,000 

100％ FDI、

合弁または

国内資金 

ラムドン省の計画投資局 

住所：ラムドン省、ダラット

市、チャン・フン・ダオ通り 80

号 2号 

電話番号：063-388311 

Fax番号：063-3834806 

71 
ホーヌイコックという

エコ・行楽の観光地 
タイグエン 

国際基準に基づくエコ・行楽

の観光地構築 

総面積：2,600ヘクタール 

500 
100％ FDI

または合弁 

タイグエン省の計画投資局 

住所：タイグエン市、チュンヴ

オンワード、ナーチャン通り 18

号 

電話番号：84-280-3759605 

Fax番号：84-280-3654376 

III  農業 

III.1 農業（栽培および畜産） 

III.1.1  ハイテク農業団地 

 ハイテク農業団地 1の カントー市、トイラ ・植物・動物の育種における 7.9 合弁又は カントー市農業農村開発省局 
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プロジェクト イ区、トイタッチ村 新技術応用を理解・研究す

る。 

・熱を避け、暑さを防ぐ温室

システム、スペクトルフィル

ムの網ハウスなど、実験・展

開（栽培、飼育、水産物養

殖）のエリアを建設する。 

また、種苗、組織培養

（「inviro」という）を行

う。 

同時に、組織培養・製品品質

検定用の実験室を建設する。 

・苗の繁殖・改善にバイオテ

クノロジーを応用する。 

・新技術の教育・訓練、技術

の移転・技術の展示を行う。 

・ネットワーク内の製品に対

する基準化、情報宣伝・広告

および商業化を行う。 

規模：20ヘクタール 

100％外資 住所：カントー市、ニンキエウ

区、アンホイワード、ゴーヒュ

ハン通り、4号 

電話番号：84-710-3823491 

Fax番号：84-710-3820800 

73 

 

 

 

ハイテク農業団地 2の

プロジェクト 

 

 

カントー市、コドー

区、トイフン村 

・ハイテク応用により、世界

基準に基づき基準化された植

物種の育種および生産システ

ムを建設する。 

・カントー市およびメコン・

デルタ地区に対し、商標のあ

る主な農産物・水産物の保

管・加工においてハイテク工

程を完成させる。 

・国際基準を満たす品質のあ

る、大規模の農産・水産の生

産地区を形成する。 

・カントー市およびメコン・

デルタ各省の観光業と共同し

て、エコツアーおよびハイテ

ク農業団地の高品質の農産

物・水産物の紹介展示と組み

合わせる、リゾート・観賞生

26 
合弁又は

100％外資 

カントー市人民委員会 

住所：カントー市、ニンキエウ

区、ホアビン通り、2号 

電話番号：(+84-80)71165 

Fax番号：(+84-80)71182 
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物の観光地・ツアーのシステ

ムを建設する。 

面積：244.2ヘクタール 

74 

ハイテク農業団地 3の

プロジェクト 

 

カントー市、コドー

地区、タックフー村 

国内消費および輸出用の大量

生産に提供するための原種の

稲種および原種から作られる

稲種（特産の香り米、高品質

の米）の育種生産システムに

対するハイテク応用インフラ

を建設する。 

・同時に、カントー市および

メコン・デルタ地区に対し安

全・無病基準を満たす（ナマ

ズ、特産の黒魚、エビ等）淡

水水産種を生産・提供する。 

観光地、研究エリア、エコ観

光地および稲作ベースの耕作

システムのハイテク応用模型

展示エリアを形成する。 

規模：100ヘクタール 

10.2 
合弁又は

100％外資 

カントー市農業農村開発省局 

住所：カントー市、ニンキエウ

区、アンホイワード、ゴーヒュ

ハン通り、4号 

電話番号：(84-7103)-823491 

Fax番号：(84-7103)-820800 

75 
ハイテク農業団地建設

プロジェクト 

ビントゥアン省、ト

ゥンバク地区又はニ

ンフォック地区 

・国内消費および輸出のため

の安全野菜、熱帯花の栽培、

農産物加工および高品質の苗

の生産 

・教育および科学研究、模型

見学 

・教育および技術移転 

・科学研究と技術移転をつな

がる模型建設 

・収入向上：ハイテク農業団

地は、耕作、加工の能力およ

び収入を向上させるようニン

トゥン省の農家へ向ける。ま

た、海外・国内企業の営業活

動を通じて、投資を誘致し、

地元の収入を向上させる。 

・エコツアー：観光・旅行の

48-72 
合弁又は

100％外資 

ニントゥン省人民委員会 

ニントゥン省、ファンザン・住

所：タップチャム市、トォンニ

ャット、450号 

電話番号：+84-68.822683 - 

+84-68.823937 
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ための観光景色、環境を建設

する。 

面積：100～200ヘクタール 

76 
ハイテク応用農業団地

プロジェクト 

ティエンザン省、タ

ンフック地区、タン

ラップ１村 

・農業の種の生産・提供を目

的に、組織培養、挿し木、移

植等改善された育種技術・種

子伝染技術とプリンクラー灌

漑、細流かんがいのシステム

と自動操作システムを有する

網ハウス、温室、PEフイル

ムハウスと新材料生産技術を

使用する。 

・生産に良い種を提供できる

ために、元の種、親品種生産

用の胚移植技術およびその技

術の普及方法について、飼育

のバイオテクノロジーを応

用・研究する。 

・市場への提供を目的に、種

生産用の一般的な藻類各種の

選定および培養を行い、高経

済的価値のある水産種の人工

繁殖を研究し、工業規模の高

品質および高病抵抗可能のあ

る単性動物種の生産のために

属を制御する。 

規模：40ヘクタール 

48 
合弁又は

100％外資 

ティエンザン省農業農村開発局 

ティエンザン省、ミートー市、

第 10ワード、チュン・ルオン丁

目 

電話番号：84-73-3855686 

Fax番号：84-73-3856008 

77 
AGOPARKハイテク農業

地区 

タイグエン省、フォ

ーイエンおよびフー

ビン地区、イエンビ

ン組合に位置される 

近代的かつ同期的農業区を作

るために、地区・地方内のメ

リットと組み合わて、世界先

進的かつハイテク農業・産業

に関する完全の新モデルに従

い開発して、研究・生産およ

びハイテク農業・国際貿易の

センターになることを目標と

する。 

国内・輸出の需要を満たす高

付加価値および容量を有する

240.1 
合弁又は

100％外資 

タイグエン省計画投資局 

住所：タイグエン省、チュンヴ

オンワード、ニャーチャン通

り、18号 

電話番号：84-280-3759605 

Fax番号：84-280-3654376 
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重要な農産物の生産・加工お

よび貿易化の工程をクローズ
化する。 

規模：850ヘクタール 

78 
ロンフーハイテク応用

農業団地プロジェクト 

ソックチャン省、ロ

ンフー地区、タンフ

ン村 

植木分野における実験研究、

生産展開、選定、製品および

近代的かつ新しいテクノロジ

ー工程の移転を連携するセン

ターを建設する。 

規模：100ヘクタール 

100 
合弁又は

100％外資 

ソックチャン省農業農村開発局 

住所：ソックチャン省、第 6ワ

ード、フンヴオン通り、8号 

電話番号：84-793-821913 

Fax番号：84-793-826086 

79 
モクチャウハイテク農

業団地プロジェクト 

ソンラー省、モクチ

ャウ地区、モクチャ

ウ農場、ボーブン副

地区 

189ヘクタールの衛生地区を

建設する。野菜・花・果物・

畜産物等の高品質の農産物各

種を生産し、農産物を加工す

る。 

48 
合弁又は

100％外資 

ソンラー省農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエンルゥ

ンバン通り 182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号：84-22-385-6803 

80 

農業用のハイテク科学

応用研究センター建設

プロジェクト 

ニンビン省、タンデ

ィップ町 

農業へ先進的技術科学を応用

する。 

規模：50ヘクタール 

50 合弁 

ニンビン省計画投資局 

住所：ニンビン市、ヴァンザン

ワード、レーホンフォン通り、8

号 

電話番号：84-30-3871156 

Fax番号：84-30-3873381 

III.1.2．栽培 

81 
高品質の商品米の生産

プロジェクト 

カンロック地区、テ

ィンロック村 

省内外の市場へ提供し、輸出

へ向けるための集中的商品米

の生産地帯を開発する。 

面積：15,000ヘクタール 

25 合弁 

ハティン省農業農村開発局 

ハティン省、ハティン市、ファ

ンデインフン通り、61号 

電話番号：84-39-3855598 

Fax番号：84-39-3856991 

82 
植物品種の生産プロジ

ェクト 

モクチャウ地区、イ

エンチャウ地区、テ

ュアンチャウ地区、

マイソン地区および

ソンラー市 

ソンラー省において、品質確

保の植物品種を生産・提供す

る農園を建設する。 

24 
合弁又は

100％外資 

ソンラー省省農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエンルオ

ンバン通り、182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号：84-22-385-6803 

83 
高品質の野菜、果実の

生産プロジェクト 

キーアィン地区、キ

ーホア村およびカン

ロック地区、ティン

ハティン省の商品動向に伴う

野菜・果実の生産地帯を開発
25 

合弁又は

100％外資 

ハティン省農業農村開発局 

住所：ハティン省、ハティン
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ロック村およびタッ

クハー地区、ツオン

ソン村およびカムス

ェン地区、カムチュ

ン村 

する。 市、ファンデインフン通り、61

号 

電話番号：84-39-3855598 

Fax番号：84-39-3856991 

84 特化地帯プロジェクト 

ニンビン省、ニンビ

ン市、ニンフックワ

ード、ニンフック

村、又はニンビン

省、イエンカイン地

区、カインフー村 

生産量が千万本/年間である

花類の特化地帯 

規模：50ヘクタール 

30 
合弁又は

100％外資 

ニンビン省計画投資局 

住所：ニンビン市、ヴァンザン

ワード、レーホンフォン通り、8

号 

電話番号：84-30-3871156 

Fax番号：84-30-3873381 

85 

フックチャックという

グレープフルーツの木

およびフオンソンのオ

レンジ（ブーオレン

ジ）の生産開発プロジ

ェクト 

 

フオンソン地区、ヴ

ークアン 

農業土地使用効果向上、高品

質種の保全・増殖、先進的技

術工程に従う高品質商品とな

るグレープフルーツおよびブ

ーオレンジの生産地帯形成を

行う。 

面積：フックチャックという

グレープフルーツ向けは

2,000ヘクタールで、 

フォンソン・ヴークアンのブ

ーオレンジ向けは 3,000ヘク

タールである。 

想定の投資額：2千万 USド

ル 

20 合弁 

ハティン省農業農村開発局 

住所：ハティン省、ハティン

市、ファンデインフン通り、61

号 

電話番号：84-39-3855598 

Fax番号：84-39-3856991 

86 
有機肥料生産工場の建

設投資プロジェクト 

ハティン省、カムス

エン地区 

省における農業生産およびラ

オスへの輸出のために低価格

で有機肥料を長期的生産す

る。 

面積：10ヘクタール 

20 
合弁又は

100％外資 

ハティン省農業農村開発局 

住所：ハティン省、ハティン

市、ファンデインフン通り、61

号 

電話番号：84-39-3855598 

Fax番号：84-39-3856991 

87 
高品質のお茶開発プロ

ジェクト 

6地区：モクチャウ、

イエンチャウ、テュ

アンチャウ、マイソ

ン、フーイエン、バ

クイエン、ソンラー 

6,000ヘクタールのお茶原料

地帯の形成および新規栽培を

行う。 

輸出用のお茶加工工場を建設

する。 

72 
合弁又は

100％外資 

ソンラー省農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエンルオ

ンバン通り、182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号：84-22-385-6803 
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88 
籐、竹原料地帯開発プ

ロジェクト 

フーイエン地区、バ

クイエン地区、ソン

マー地区、ソップコ

ップ地区、ムゥンラ

ー地区、モクチャウ

地区、モクハ地区お

よびマイソン地区 

加工と組み合わせる集中的原

料地帯を形成する。 

規模：55,000ヘクタール 

422.6 
合弁又は

100％外資 

ソンラー省農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエンルゥ

ンバン通り 182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号：84-22-385-6803 

89 
家畜動物の品種生産プ

ロジェクト 

モクチャウ、イエン

チャウ、テュアンチ

ャウ、マイソン等の

各地区およびソンラ

ー市 

ソンラー省における品質確保

の家畜動物を生産・提供する

農園の建設を行う。 

48 
合弁又は

100％外資 

ソンラー省農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエンルオ

ンバン通り、182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号：84-22-385-6803 

90 

ダクタング村におけ

る、輸出用の寒帯の野

菜・果実生産有機農

場、乳牛飼育・乳加工

プロジェクト 

コンツム省、コンプ

ロン地区 

地区の潜在力・メリットを開

拓する。 

コンプロン地区において、収

入を増加させる雇用創出・

人々の生活水準の向上・経済

社会の開発を実施する。 

規模：500ヘクタール 

48 
合弁又は

100％外資 

コンツム省人民委員会 

住所：コンツム市、チャンフー

通り、125B 号 

電話番号：84-60-3862320 

Fax番号：84-60-3862493 

 

91 
コーヒー栽培地帯開発

プロジェクト 

テュアンチャウ地

区、マイソン地区、

ソップコップ地区お

よびソンラー市 

5,000ヘクタールのコーヒー

原料地帯の形成および新規栽

培を行う。 

輸出用のコーヒー加工工場を

建設する。 

37.5 各種方式 

ソンラー省農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエンルオ

ンバン通り、182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号：84-22-385-6803 

92 
ホン川デルタ地区の種

子加工センター 
タイビン 

規模：50～70ヘクタール 

当省の各産業クラスターにて

建設する。 

6 各種方式 

タイビン省計画投資局 

住所：タイビン省、タイビン

市、ハイバーチュン通り、233号 

電話番号：036-3831774 

Fax番号：036-3830327 

III.1.3  飼育 

93 
高品質の肉用牛開発プ

ロジェクト 

タインホア省の地区

上 

当省および全国の畜産へ品種

子を主動的に提供するため

に、母国で飼育される肉用牛

に比べ良いレベルで高品質の

肉生産力に関わる体重および

46.4 
合弁又は

100％外資 

タインホア省農業農村開発局 

住所：タインホア市、レーロイ

大路、49号 

電話番号：84-37-3850281 

Fax番号：84-37-3850281 
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指標を満たすタインホア省に

おける高品質の肉用牛品種を

作る。 

同時に、当省の経済的条件に

合わせ、2015年までの高品

質の肉用牛群の飼養構造を

益々増加させる。 

 

肉用牛の種として、F1CLCの

雌子牛約 10,800頭、F2CLC

の雌子牛 1,760頭を生産・選

定する。 

高品質の F1肉用牛 16,200頭

および高品質の F2 肉用牛

2,640頭を生産する。 

 

94 
集中的飼育地帯プロジ

ェクト 

テインザン省、タン

フック地区、タック

ホア村 

新品種・新遺伝子源輸入をベ

ースにして、家畜品種品質を

改善・向上させ、ベトナムに

適合する新品種を創出する。 

また、地元の既存品種および

希少な遺伝子源を発揮する。 

面積：200ヘクタール 

72 
合弁又は

100％外資 

テインザン省農業農村開発局 

住所：テインザン省、ミートー

市、第 10ワード、チュンルオン

丁目 

電話番号：84-73-3855686 

Fax番号：84-73-3856008 

95 

種豚および商品となる

豚の生産、輸出用の家

畜肉加工工場に関する

プロジェクト 

飼育地帯における種

豚および商品となる

豚の生産 

ハティン省の経済

区・工業団地の加工

工場 

 

産業集中動向に従う畜産開発

需要を満たす高品質の種豚お

よび商品となる豚を生産す

る。 

また、食品衛生安全確保の製

品加工と結合し、人々の雇用

創出および収入向上に貢献

し、経済社会の発展原動力を

作り出す。 

面積：生産事業所 8箇所向け

は 410ヘクタールで、加工工

場建設向けは 10ヘクタール

である。 

88 合弁 

ハティン省農業農村開発局 

住所：ハティン省、ハティン

市、ファンデインフン通り、61

号 

電話番号：+84-039 3855598 

Fax番号：+84-039.3856991 

 

96 
肉用水牛・肉用牛の飼

育開発プロジェクト 

ソンラー省における

11地区 
牛群品種開発を行い、交雑牛

郡が牛郡の 50％を占めるよ
28.8 

合弁又は

100％外資 

ソンラー省農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエンルオ
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うにする。 

ソンラー省の民族が貧困から
脱出するための持続的新動向

を創出する。 

地元の豊富な労働力を利用す

る。 

ンバン通り、182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号：84-22-385-6803 

97 
集中的な家畜の食肉処

理場プロジェクト 

ソンラー省における

12地区・市 

地区において、食肉処理場へ

の生きる家畜、家禽の運搬距

離を短縮するための集中的な

食肉処理場と食品販売市場を

設立する。 

96 
合弁又は

100％外資 

ソンラー省農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエンルオ

ンバン通り、182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号：84-22-385-6804 

98 
飼料加工工場プロジェ

クト 

ハティン省のハヴァ

ン工業団地或いはヴ

ンアング経済区 

集中的方向および産業的規模

に基づき畜産開発需要を満た

す飼料の生産および提供を実

施し、人々の雇用創出および

収入向上に貢献し、経済社会

の発展原動力を作り出す。 

規模：15ヘクタール 

30 合弁 

ハティン省農業農村開発局 

住所：ハティン省、ハティン

市、ファンデインフン通り、61

号 

電話番号：+84-39-3855598 

Fax番号：+84-39-3856991 

99 

農業用の技術作業員教

育センターのプロジェ

クト 

ニォクアン地区、ソ

ンライ村 

農業用の技術作業員技能の教

育・向上を行う。 

規模：3～5ヘクタール 

20 
合弁又は

100％外資 

ニンビン省計画投資局 

住所：ニンビン市、ヴァンザン

ワード、レーホンフォン通り、8

号 

電話番号：84-30-3871156 

Fax番号：84-30-3873381 

III.2. 水産業 

100 

水産業分野における漁

業センターおよび投資

促進のための各工業ク

ラスター配置に関する

提案 

カントー市 

カントー市においてハイテク

加工センターを形成し、メコ

ン・デルタにある全省の水産

物の生産・養殖クラスターを

連結する予定 

 
合弁、100％

外資 

農業農村開発省の国際連携部 

住所：ハノイ市、バーディン

区、ゴックハー通り、2号 

電話番号：(84-4)-37347082 

Fax番号：(84-4)-37330752 

101 
新材料による漁船の造

船所建設プロジェクト 

ラーギ町、 

ツゥフォン地区或い

はファンテェット市 

木材の船殻の代わりに、新材

料（複合材料、鉄材の船殻）

による漁船の新造船を行う。 

省内外漁師の漁船を修理・保

守し、漁船に複合材料を覆

10 100％外資 

ビンテュアン省農業農村開発局 

住所：ビンテュアン省、ファン

テェット市、ツゥ－クアフゥン

通り、17号 

電話番号：84-62-3822837 
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う。  

面積：5～10ヘクタール 

Fax番号：84-39-3856991 

102 
冷水魚の養殖プロジェ

クト 

コンツム省、コンプ

ロン地区 

チュオンソンの東側の冷水源

の潜在力を発揮し、主な商品

になるよう冷水魚の養殖業を

開発する。 

規模：900トン/年 

27 
合弁又は

100％外資 

コンツム省人民委員会 

住所：コンツム市、チャンフー

通り、125B 号 

電話番号：84-60-3862320 

Fax番号：84-60-3862493 

103 

ヴァンラン漁港プロジ

ェクト 

（台風避難所でもあ

る） 

ティエンザン省 

・漁船チームの長距離の漁獲

に支援し、 

漁獲の成果物の受入、保管お

よび配分を行い、また漁船へ

の提供サービスを実施する。 

・漁獲のための漁船への条件

を与える。 

漁獲船が漁港の錨へ入り台風

から避難するよう条件を与え

る。 

面積：10ヘクタール 

容量：110回/400CV 

想定の投資額：5千億ドン  

5.8 
合弁又は

100％外資 

ティエンザン省農業農村開発局 

住所：ティエンザン省、ミー 

トー市、第 10ワード、チュン・

ルオン丁目 

電話番号：84-73-3855686 

Fax番号：84-73-3856008 

104 

エビ品種改良生産およ

び水産物のハイテク養

殖・加工プロジェクト 

ハティン省、ギース

アン地区、ロクハー

地区、タックハー地

区およびキーアィン

地区 

省内外の水産物の養殖へ提供

するために品質・数量が確保

できるエビ品種源を作り出

す。 

ハイテクかつ集中的水産物養

殖地帯を形成し、輸出加工用

の原料源を提供する。 

生産と消費をくっ付ける加工

工場を建設し、 

雇用解決、経済社会開発に貢

献する。 

面積：1,500ヘクタール 

45 合弁 

ハティン省農業農村開発局 

住所：ハティン省、ハティン

市、ファンデインフン通り、61

号 

電話番号：+84-39-3855598 

Fax番号：+84-39-3856991 

 

105 

 

ソンラー水電池内のケ

ージ魚養殖プロジェク

ト 

ムオンラ 区、クイン

二ヤイ区、フイエン

区、バックイエン

区、及びソンマー区 

潜在力、既存のメリットを開

拓し、人材力を最大限に活用

して、良い条件を発揮して新

条件下の社会経済の促進に貢

96 合弁 

ソンラー農業農村開発局 

住所：ソンラー市、グエン・ル

オン・バン通り 182号 
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 献する。 電話番号：84-22-3852133 

Fax番号: 84-22-385-6803 

106 

 

 

 

 

ソンラー地区内の鰉養

殖・加工プロジェクト 

 

トアンチャウ区、ク

イン二ヤイ区、及び

ムオンラ 区 

潜在力、既存のメリットを開

拓し、人材力を最大限に活用

して、良い条件を発揮して新

条件下の社会経済の促進に貢

献する。 

48 
合弁又は

100％外資 

ソンラ市農業農村開発局 

ソンラ市、グエン・ルオン・バ

ン通り 182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号: 84-22-385-6803 

III.3. 林業 

107 

ＶＩＮＡＦＯＲ製造工

場プロジェクト-  ベト

ナム北部地域 

 

バックニン省におけ

る工業団地 

国内市場や輸出向けの木材製

造、内装設計 

規模：10ヘクタール 

30 合弁出資 

ベトナム林業コーポレーション 

住所：ハノイ市、ハイ・バー・

チュン区、ロードック通り 127

号 

電話番号：(84-4)-36410799 

Fax番号: (84-4)-36410800 

108 

ＶＩＮＡＦＯＲ製造工

場プロジェクト-  ベト

ナム南部地域 

 

ドンナイ省における

工業団地 

国内市場や輸出向けの木材製

造、内装設計 

規模：10ヘクタール 

40 合弁出資 

ベトナム林業コーポレーション 

住所：ハノイ市、ハイ・バー・

チュン区、ロードック通り 127

号 

電話番号：(84-4)-36410799 

Fax番号: (84-4)-36410800 

109 
工業木材加工工場プロ

ジェクト 

タインホア省 

ーソン経済地区、 

大規模で植えた森木材から高

級木材家具をハイテックで製

造するプロジェクトであり、

高品質で、輸入製品に対する

競争力のある製品を作り出

し、輸出する目的を目指す。 

規模：5～10ヘクタール 

24 合弁 

タインホア省農業農村開発局 

住所：タインホア市、レロイ大

通り、49号 

電話番号：84-37-3850281 

Fax番号：84-37-3850281 

110 
MDF板、パルプ、家具 

加工工場 

各地方、各経済区、

各工業団地、ホーチ

ミン線路 

既存の原材料の森を開拓し、

原材料区域を植え、高級木材

製品、MDF板、パルプを製造

し、商品の価値を向上し、経

済・社会の発展需要を応え、

人民に職業を与え、収入を向

上する目的を目指す。 

50 合弁 

ハティン省農業農村開発局 

住所：ハティン市、ファンディ

ンフン通り 61号 

電話番号：84-39-3855598 

Fax番号：84-39-3856991 

 

 人造板加工工場 アインソン区或いは ゲアン省の西南地区（アンソ 20 合弁或いは ゲアン農業農村開発局 
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111 

 

 

コンクォン区 ン、コンクォン、トオンヅオ

ン）範囲内で植えた森林を開

拓して、人造板製品を加工

し、製品の価値を向上し、地

方の人材力を効果的に開拓す

ることを目指す。 

規模：30,000立方メートル

製品/1年間 

100%外資資

金 

住所：ゲアン省、ビン市、レ・

ホン・フォン通り 129号 

電話番号：84—38-3835993 

Fax番号: 84-38-3835993 

 

112 

 

 

 

 

紙製品加工工場 

 
ナムカム工業団地 

ゲアン省の中部平野地方の各

地区（ドルオン、チョンタイ

ン、タインチョン、ギロッ

ク）及び一部の西南地区

（（アンソン、コンクォン、

トオンヅオン、キーソン）の

範囲内で植えた森林を開拓し

て、各種の紙製品を加工し、

製品の価値を向上し、地方の

人材力を効果的に開拓するこ

とを目指す。 

規模：40,000トン製品/1年

間 

20 
合弁或いは

100%外資 

ゲアン農業農村開発局 

住所：ゲアン省、ビン市、レ・

ホン・フォン通り 129号 

電話番号：84—38-3835993 

Fax番号: 84-38-3835993 

 

113 
森木材からの高級木材

加工工場プロジェクト 

タインホア省ティン

ジャ地区、ギソン経

済区 

大規模・ハイテックで工業木

材を加工し、高品質で、外国

輸入製品に対する競争力のあ

る木材製品を作り出し、輸出

する目的を目指す。 

規模：5～10ヘクタール 

24 合弁 

タインホア省農業農村開発局 

住所：タインホア市、レロイ大

通り、49号 

電話番号：84-37-3850281 

Fax番号：84-37-3850281 

114 

ゲアン省西部（フーマ

ット、フーフオン、フ

ーホアット）の世界生

物圏貯蔵地区の保存・

開発プロジェクト 

 

 

キーソン、トオンヅ

オン、コンクォン、

クエーフォン、キー

チャウ、キーホッ

プ、タンキー、アン

ソン、タインチョン 

本地域内の既存の各種世界生

物圏を保存し開発する 

規模：150,000ヘクタール 

20 
合弁或いは

100%外資 

ゲアン農業農村開発局 

住所：ゲアン省、ビン市、レ・

ホン・フォン通り 129号 

電話番号：84—38-3835993 

Fax番号: 84-38-3835993 

115 
VINAFOR繊維板（MDF）

工場プロジェクト 

フートー省のチュン

ハー工業団地 

 

国内市場・外国輸出に向けて

木材家具や内装家具として繊

維板（MDF）を製造する 

31 
合弁或いは

100%外資 

ベトナム林業コーポレーション 

住所：ハノイ市、ハイ・バー・

チュン区、ロードック通り 127
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面積：10ヘクタール 

資金（予測）：6,620億ベト

ナムドン 

号 

電話番号：(84-4)-36410799 

Fax番号: (84-4)-36410800 

IV.  保管・加工 

116 

収穫後の農業製品を保

存・保管する冷蔵庫プ

ロジェクト 

ビンロン省、ビンミ

ン地区のビンミン工

業団地 

収穫後の損害を低減し、製品

の材料の品質を安定化する。 

需要と供給を調和し、値段を

安定化し、農民たちの利益を

向上する。 

加工工場に原材料を保存し、

安定的に供給する。 

労働者たちに職業を与えるこ

とに貢献する。 

規模：5ヘクタール 

9.6 100%外資 

ビンロン諸工業団地管理委員会 

住所：ビンロン市、第 1ワー

ド、チュン・ヌー・ブオン通り

85号 

電話番号：84-703-820972 

 

117 
キャニング食品加工工

場プロジェクト 

ビンロン省、ビンミ

ン地区のビンミン工

業団地 

輸出・消費に向けて収穫後の

農業製品を加工する。既存の

豊かな原材料のソースを効果

的に開拓して、現地の農産物

商品への安定的な入力を作り

出すことに貢献する。 

規模：15ヘクタール 

24 

100%外資或

いは合弁、

連結。 

ビンロン諸工業団地管理委員会 

住所：ビンロン市、第 1ワー

ド、チュン・ヌー・ブオン通り

85号 

電話番号：84-703-820972 

 

118 
7万トン/年間効率の貝

加工工場プロジェクト 

タイトウイ区及び 

ティエンハイ区 

国内市場及び海外輸出向けの

貝商品を加工する。 

規模：70,000トン/1年間 

50 
合弁或いは

100%外資 

タイビン省の計画投資局 

住所：タイビン市、ハイバチュ

ン通り、233号 

電話番号：84-36-3831774 

Fax番号：34-36-3830326 

119 

マカダミア原材料地帯

開発に関わる、マカダ

ミアの実からの製品の

加工工場プロジェクト 

モクチャウ、バンホ

ー、 

イエンチャウ、トア

ンチャウ、ウーイエ

ン、バックイエン、

ムオンラー、クイン

ニャイ 

集中的な原材料地帯を作り出

し、加工に結合する。 
48 

合弁或いは

100%外資 

ソンラー農業農村開発局 

住所：ソンラ市、グエン・ルオ

ン・バン通り 182号 

電話番号：84-22-3852133 

Fax番号: 84-22-385-6803 

 

120 
高品質米の原材料地帯

開発及び加工プロジェ

イエンディン、ティ

エウホア、チャウソ

ン、クアンスォン、

高品質米の生産地区を計画・

建設し、効率・生産量・品質
24 合弁 

タインホア省農業農村開発局 

住所：タインホア市、レロイ大
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クト ホアンホア、ハウロ

ック、ガーソン、ド

ンソン、ハチュン、

ビンロック 

及び経済的効果を向上する。 

規模：20,000ヘクタール 

通り、49号 

電話番号：84-37-3850281 

Fax番号：84-37-3850281 

121 

家畜・家禽飼育及び

ミート、ミルク、水

産物の 

加工プロジェクト 

 

 

タイニン省のチャン

バン、ゴーザウ、タ

ンチャウ、タンビエ

ン、チャウタイン、

ベンカウ、ズオンミ

ンチャウ 

国内消費・海外輸出向けの飼

育及び食品加工を開発する。 

 

48～96 
合弁或いは

100%外資 

タインニン省農業農村開発局 

投資・貿易促進センター 

住所：タイニン省、3丁目、第 1

ワード、ファムトウン、118号 

電話番号：84-37-3850281 

Fax番号：84-37-3850281 

122 
ゴムの木の栽培及び

ラテックス加工 
フョンケー区 

各企業が当省においてゴムの

木を栽培しラテックスを開拓

する。商品の価値を向上し、

労働者たちに職業を与え、収

入を向上する。 

2020年までのゴムの森に関

する当省の企画によりゴム原

材料の森が 20,000ヘクター

ルとなり、工場が 3ヘクター

ルとなる。 

40 合弁 

ハティン省農業農村開発局 

住所：ハティン市、ファンディ

ンフン通り 61号 

電話番号：84-39-3855598 

Fax番号：84-39-3856991 

 

 

123 

 

 

タイグエン省の茶木 

原材料地帯及び荒茶加

工プロジェクト 

タイグエン省、フォ

ーイエ地区或いはフ

ービン地区における 

イエンビン組合地区 

高品質原材料生産地帯を工業

加工（精製および加工）と連

結する形態で、ハイテックを

適用する農業生産地帯を建築

する。 

お茶の消費を促進し、タイグ

エン省のお茶の製品の品質・

付加価値を向上する。 

お茶の強いブランドを構築す

る。 

規模：1,020ヘクタール 

38.41 
100%外資資

金 

タイグエン省計画投資局 

住所：タイグエン市、チュンヴ

オンワード、ナーチャン通り 18

号 

電話番号：84-280-3759605 

Fax番号：84-280-3654376 

 

タイグエン省農業農村開発局 

住所：タイグエン市、ホアンバ

ントウ・ワード、第 28組 

電話番号：84-280-3855484 

Fax番号：84-280-3857731 

Ⅴ.  製造・サービス分野 

124 
ナムバンフォン油 

濾過工場 

カインホア省、ナム

バンフォン経済区 

稼働開始期間（予測）：2015

～2021 
8,000 

合弁出資

75% 

ベトナム石油ガス・グループ 

電話番号：84-4-38512603 
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Fax番号: 84-4-38512902 

125 
SBR 総合ゴム製造プ

ロジェクト 

ハティン省ブンアー

ン経済区 

効率 100,000トン/年間、稼

働・貿易が 2017年から開始

する予定。 

 

100 合弁 

ハティン省のブンアーン経済区

管理委員会 

住所：ハティン市、ファンディ

ンフン通り 86号、 

電話番号：84-39-3881237 

Fax番号: 84-39-3882992 

126 

センサー設備製造工

場 

 

南部、北部 

各種の高性能センサー、シグ

ナル処理システムの製造工

場。効率 4,000,000製品/年

間 

 

35 
合弁、100％ 

FDI 

商工省 

住所：ハノイ、ハイバーチュン

通り 54号 

電話番号：84-4-22202433 

Fax番号: 84-4-22202526 

127 

航空工業業界用の設

備、部品の製造、民

間飛行機の修理、保

持 

クアンナム省のチュ

ーライ工業団地 
 500 100％ FDI 

クアンナム省計画投資局 

住所：クアンナム省、タムキー

市、チャンフー通り第 2号 

電話番号：84-510-3810886 

Fax番号:84-510-3810397 


