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○ 中国やタイ等に続く我が国の生産拠点としての期待
○ 中長期的な我が国の「ものづくり技術」の優位性の維持・拡大

１．背景： なぜベトナムか

２．目的： 重点的取組を通じたベトナムとの経済交流の深化

関西ベトナム経済交流会議

裾野産業育成支援

重点的取組

○良好な対日感情、優秀で豊富な人材、安定的な政治体制
○成長を続けるマーケットの取り込み

３．取組の成功により期待される効果

協力文書
（近畿経済産業局－ベトナム政府）

関西企業による
ベトナム進出の支援

参画機関（順不同）：近畿経済産業局、ジェトロ大阪本
部、中小機構近畿本部、関西経済連合会、大阪商工
会議所、大阪産業局、国際協力機構（JICA関西）、海
外産業人材育成協会（AOTS）、太平洋人材交流セン
ター（PREX）、大阪国際経済振興センター、滋賀県、大
阪府、兵庫県、和歌山県、大阪市、堺市

ベトナム官民

ベトナムのニーズ
○裾野産業の育成
○産業人材育成 等

協力

環境・省エネ改善支援産業人材育成支援

Team E-Kansaiメンバー企業等
によるビジネス交流の推進

日系企業の人材ニーズに
則したカリキュラム開発等

の推進支援

関西ベトナム経済交流会議

アジア大でのサプライチェーンの最適化等、中小企業等の海外進出の推進
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セミナー開催、ビジネスミッ
ション派遣等の促進

貿易促進支援



１．裾野産業育成に関する協力
２．産業人材育成・供給に関する協力
３．環境・省エネ分野における経済協力

２０１３年４月８日、近畿経済産業局はドンナイ省人民委員会との間で、関西とドンナイ省の
経済発展を促進することを目的とした協力文書に署名。
（２０１５年５月２０日、２０１７年９月８日及び２０２１年４月２０日に、内容見直しの後に更新。）

ベトナム政府との協力関係

近畿経済産業局とドンナイ省人民委員会（地方政府）との協力
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• 2015年、日ベトナム両国の産業・貿易・エネルギーに関する協力事項を協議するため、経済産業大
臣とベトナム商工大臣を共同議長とした、日越産業・貿易・エネルギー協力委員会を設置。

• 2016年以降、これまでに4度開催され、産業・貿易・エネルギーの各分野における幅広い協力事項を
閣僚間で協議。

経済産業省とベトナム商工省との取組例



（写真）「ドンナイ省関西デスク」の開設を発表するドンナイ省工業団地管理局長（当時）

ドンナイ省関西デスク

（資料）「ドンナイ省関西デスク」開設の決定通知

 目的：ドンナイ省に進出する関西企業を
はじめとする日系企業のワンストップ
相談窓口として、日系企業が現地で
抱えるビジネス課題解決を図る。

 開設日：2013年10月15日
 担当部局：ドンナイ省工業団地管理局（DIZA）
 専用回線設置
 専用メールアドレス：kansai@diza.vn

※日本語での対応可能
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 裾野産業の強化には、ポテンシャルの高い関西中小の進出促進と、現地ローカルの底上げが必
要。これらの実現には、投資に見合う販路や分業体制を確保するためのネットワークの存在や、
ローカル企業への技術指導のほか、技術提携など取引を通じた育成が不可欠。

 ベトナムでは、商工会と工業団地内以外の企業間ネットワークは多いとは言えない。
ローカルとの取引を望む声は高いが、ローカル側の技術不足や受け身な姿勢による日系企業
との連携欠如が課題。

 現地団体等によるネットワーク形成に向けたコーディネート機能が必要。

ベトナムでの日本型ものづくり支援人材の育成事業

ベトナム企業、日本企業、地元大学等をつなぐネットワーク形成に向けたコーディネート機能の育
成を、ドンナイ省をモデルに展開。
ドンナイ省人民委員会が選定したコーディネーターを日本に招聘し、産学連携や産業支援コーディ
ネートの現場を見てもらうとともに、日本人専門家を派遣して指導を実施。

企業をつなぐ場づくり
・商談
・技術交流

ドンナイ省
関西デスク
（投資相談窓口）

コーディネート機関

大学

日系企業

手続相談対応

ローカル企業

コーディネーター

日系企業
ローカル企業

提携支援
人材確保支援

人材確保支援

進出予定の
日本企業

日系企業

企業情報の収集

目指すべき姿

近畿経済産業局 連携

①現地コーディネーター人材育成
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組織 役職 氏名

ドンナイ省計画投資局 海外経済連携室 専門職 Ms. Phan Huynh Van Thao

ドンナイ省計画投資局 専門職 Mr. Nguyen Huu Tam

ドンナイ高度技術職業訓練短大 校長 Mr. Le Anh Duc

ラックホン大学 電子電気学科長 Mr. Pham Van Toan

ドンナイ省商工局 副局長 Mr. Nguyen Tri Phuong

ドンナイ省商工局 産業管理部長 Mr. Vuong Trong Sanh

ドンナイ省商工局 専門職 Ms. Ha Thi Dung

ドンナイ若手企業家協会 裾野産業支部長 Mr. Le Tri Minh

ドンナイ省工業団地管理局 副局長 Mr. Pham Van Cuong

ドンナイ省工業団地管理局 企業部長 Ms. Duong Thi Hat

ドンナイ省工業団地管理局 トレーニングセンター長 Mr. Nguyen Huu Duc

2019年5月、ドンナイ省人民委員会がコーディネーターグループを正式に組織化。
日本企業、ベトナム企業、地元大学のネットワーク形成を目指し、企業訪問、人材交流会、ビジネスマッチ
ング会等を実施。

ドンナイ省の現地コーディネーター（11名）
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1.時 期：2020年6月
2.対 象：ドンナイ省コーディネータ
3.内 容：昨年度の活動の振り返り、今年度の活動

（企業訪問、ビジネスマッチング会 等）
に関する実施計画の策定。

１．年間計画の策定
コーディネータ組織のさらなる活動の質の向上と持続性を確保するため、日本人専門家による遠隔（オンライン）
指導の下、去年の活動内容の振り返りをベースに、今年度の詳細実施計画をグループワーク形式で策定。

2020年 ベトナムでの日本型ものづくり支援人材の育成・研修事業

３．裾野産業ビジネスマッチング会２．企業訪問（ローカル企業の発掘）

日系企業との取引に前向きなローカルサプライヤーを
発掘するため、ドンナイ省コーディネータによる企業
訪問を、日本人専門家のオンライン同席のもとに実施。
各企業が持つ強みや技術、それらを実現しているバッ
クグラウンドの他、課題等についても情報収集を行う
とともに、予定しているビジネスマッチング会につい
ての紹介を行った。
企業訪問後すぐ、内容の振り返りとあわせて、専門家
からはヒアリングの進め方・質問項目に関するフィー
ドバックを行い、改善点を討議。

日系企業とローカルサプライヤーによる商談の機会を創出し、
ベトナムにおける裾野産業の充実に繋げるため、当局及びド
ンナイ省主催によるビジネスマッチング会を開催。
事前アンケートで収集した日系企業のニーズを踏まえた上で、
訪問企業を中心に現地有望企業を選定し、日本人専門家の指
導を受けたドンナイ省コーディネータが主体となって運営。
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1.日 時：2020年12月3日
2.場 所：ドンナイ省 (会場：EROS PALACE LUXURY)
3.内 容：製造業を中心に、コーディネータが選定した

ローカルサプライヤーが出展者として参加。
出展ベトナム企業：28社、日系企業：51社

1.時 期：2020年8月～10月
2.訪問社数：ベトナム企業20社
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 大阪府、公益財団法人太平洋人材交流センター(PREX)では、2014年6月～2017年3月の間、JICA草
の根事業を活用し、現地の技術者養成の中核を担う大学及び職業訓練短大を対象に、日系ものづくり中小
企業のニーズに合わせるべく、3S・安全を指導するカリキュラムを作成し、モデル講座を設定。

 さらなる日系ものづくり中小企業への人材供給へとつなげていくため、 3S・安全を指導するカリキュラムを活かし
た現地教員の指導能力向上と層の拡大に向けて取り組む。

②ものづくり人材育成事業

専門家派遣：関西の工業高等専門
学校教員等を派遣し、現地大学等に
ものづくりの基本講座（３Ｓ、安全
コース）の現場指導を行う。

近畿経済産業局と協力関係にある
ドンナイ省で展開

ドンナイ省 現地日系企業

ラックホン大学

ドンナイ高度技術職業訓練短大

ドンナイ省工業団地管理局
(DIZA)

専門家

近畿経済産業局

関西

専門家

専門家連携

日程：第１回 2017年9月5日～12日
第２回 2018年3月2日～7日

主な実施内容：
・2014～2016年度JICA草の根事業で取り組んだモデル校（ドンナイ短大、ラックホン大学）
において、3S・安全コースを継続的に実施できる仕組みづくり（コースの評価と改善の確立に
向けた指導）
・教員育成プログラムの策定と他校展開の準備
・日系企業との関係作り、現地企業への出張講座

コースの評価と改善の確立に向けたワークショップ

専門家派遣の実施
○2017年度 実施概要 /制度・事業環境整備事業

関西の工業高等専門学校教員等を派遣し、現地大学等にものづくりの３S・安全コースなどの指導を実施。
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（出所）(公財)太平洋人材交流センター(PREX)資料より

【実施体制】
実施団体：ドンナイ省人民委員会
ドンナイ省実施責任者：ドンナイ省工業団地管理局（DIZA)
専門家／調整窓口：公益財団法人太平洋人材交流センター（PREX）

2018年度から日本政府支援からドンナイ省予算へ引き継ぎ。
2017年度までの取組により育成されたベトナムの教員が、次の教員を指導するという、ベトナムの中でモノづくりカリキュラムの開発、運
営を教えるサイクルが回るシステム作りを目指しプロジェクトを継続中。
職業訓練短大、大学などにてものづくりの基礎を理解した学生が育成できる仕組みづくりに取り組む。

2018年～2019年 実施概要
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