ベトナム人材市場から独自のニュースを毎月お届け！！
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2018 年公務員最低賃金引き上げへ
この度国会は 2018 年 7 月 1 日より現行の 130 万 VND（約 6530 円）
から 138 万 VND（約 6900 円）へと公務員の最低賃金を引き上げることを発
表した。
近年ではベトナムは毎年物価が上昇傾向にあり、公務員のみならず民間企業
でも最低賃金の引き上げが毎年発表されている。企業で働く従業員は毎年給与
改定時期になると、この物価上昇率以上の昇給が見込めるかが重要な部分であ
るという。この物価上昇率以下の昇給、または据え置きといった場合は賃金に関
する不満の声が上がりやすいので経営者は注意が必要だ。
製造業など多くのワーカーを抱える企業は、実質かかる人件費が毎年上がってい
くようなかたちとなるので頭を悩ませている。このケースでは福利厚生を充実させる
などで対応をしているところも多いようだ。
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2018 年度のテトは 7 連休
2018 年度のテト（旧正月）休みは 7 連休になる見通しだと政府により発表
された。現在休日の案が２つ出ており、1 つは新暦の 2/14～2/20、もう一つの
案は 2/15～2/21 としている。
恐らく前者のほうで採用される可能性が高いとの見方で、いずれにしても公的な
休日が 7 連休になるということは確実なようだ。
この時期は国内でも帰省に向けてベトナム人の移動が盛んになるほか、日本人
を含む外国人も母国へ帰省したり、周辺諸国へバカンスへいったりと何かと人の行
き来が活発となる。
この時期の航空券は非常に値上がりして、かつ売り切れることも多いので、この
時期にベトナムへの入出国を検討している方は早めの対策をお勧めする。

時事ニュース
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せ

あなたの国のパスポートは世界で何位？
カナダの金融コンサルティング会社が発表し

ベトナムではアセアン圏ではビザ免除となって

たビザ免除で入国できる国の数を指数化し

いるがそれ以外の国ではビザが必要な国が

たパスポートランキングによると、ベトナムは対

殆どである。近年では日本政府もベトナムに

象国 199 か国中 78 位という結果となっ

対するビザの緩和などを行っているが、まだま

た。ベトナムのビザ免除国は 48 か国で東南

だ簡単にはビザが取れない状況だ。

アジア地域では 8 位となっている。

国と並んでビザ免除国は 156 か国となって

免除国数 159 か国と 1 位となっており、こ

いる。

ちらは全世界の中でもトップである。またマ
レーシアも世界で 6 位に位置付けており、
東南アジア諸国では 21 位のブルネイと並
び、高い順位にきている。

時事
平均寿命：2030 年までに
75 歳を目標へ
共産党中央執行委員会はこのほど健康

因みに日本は世界第 4 位でヨーロッパ 7 か

同じ東南アジア諸国ではシンガポールがビザ

近年ベトナムでは労働や留学、旅行などの
渡航者数が増えており、以前と比べてパス
ポートの保有者が大幅なペースで増えてい
る。

ビックリ料理！？ ～ベトナムチャレンジ料理～
ベトナムで生活して自分のお気に入りのベトナム料理を見つけるというのも現地の生活を楽
しむ要素の一つと言えます。ベトナム料理は日本人にとって比較的食べやすいとされています
が、中にはこんなの食べるの！？と思わず食べるのに躊躇してしまうような料理もあります。今
回は日本人にとって馴染みのないチャレンジ料理を４つ御紹介します。

促進の討議を行い、2030 年までに国民

①雷魚 チャレンジ度：★

の平均寿命を 75 歳まで引き上げる目標

日本では生態系を脅かす危険な外来魚として知られています。じゃあ食べちゃったらいいん

を打ち出した。

じゃない？という発想のベトナム料理。食べ方は鍋で煮て食べるというのが一般的です。弾力
のある臭み抜群の身は魚の臭みとは何たるかを教えてくれます。

このほか健康保険の加入者も 2025 年ま
でに国民の 95％が加入できるように制度
を見直し、医療サービスに対する国民の満
足度を 80％に引き上げる方針を発表し
た。

②カエル

チャレンジ度：★★

昔の日本でも食べられていた食用ガエルですが、ベトナムでは今でも現役です。スーパーや市
場などでも普通に売られており、鍋調理や炒め物など料理の種類も様々。味は鶏肉に近く、
臭みなども全くありません。見た目がカエルと分からなければそれほど気にならない！？
③ティエッカイン（tiế t canh） チャレンジ度：★★★

また男女の平均身長もそれぞれ
168.5cm と 157.5 ㎝に 2030 年までに
引き上げられるようにするとしている。
一方で現在ベトナム国内では生活環境や
栄養状態に関する地域差が広がっており、

日本には無いものなので形容が難しいのですが、ヤギの血を固めたゼリーのようなものです。
食べるときにピーナッツの粉とライムを絞ったものをかけて食べるのが主流です。ヤギ料理の産
地ニンビン省で有名な料理で、ヤギのコースを注文すると必ず登場する名物料理。鮮やかな
血の色は夜の男性の活力になるとのこと。
④ホビロン（チュンビッロン） チャレンジ度：★★★★

医療機関におけるサービスの格差などが都

ベトナムに限らずフィリピンやカンボジアなどでも食べられているホビロン。アヒルの孵化しかけの

市部の大規模病院に患者が集中すると

玉子を茹でた状態で食べるというものです。見た目がグロテスクなので食べるのには勇気がい

いった事態を招いている。
この状態を改善するため地域医療施設の

るかもしれません。ただし味は鶏肉とゆで卵を同時に食べたような感覚で決して不味くはありま
せん。滋養がつくとのことで屋台などでもよく売られています。因みにホビロンは南部での呼び
方でチュンビッロンは北部での呼び方です。

充実や医療分野の人材育成に注力する

いかがでしたでしょうか。ここに紹介したものはほんの一部にすぎません。まだまだ未知のビックリ

といった具体策が発表された。

料理はたくさんありますのでぜひ発掘してみてください。もちろん普通の料理もたくさんあります
のでご安心を！
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街角便り

バス情報アプリ：
ハノイの市バス情報アプリを
配信開始

ベトナム旅行計画第 1 弾：ハノイ編
ベトナムに住んでいるとベトナム国内旅行を検討される方もたくさんいらっしゃるかと思いま
す。在住者となると日本からくる旅行者とは少し違ったものを求めている方もいらっしゃいま
すが、今回はベトナムの首都ハノイで誰もが訪れる有名スポットをご紹介します。

ハノイ市内を走る市バスの情報アプリ
[timbuyt]が今月から配信されるようになった。
同アプリでは自分の現在地から目的地までのバ
スルートをいくつか示すことができる他、自分が乗

１、ホアンキエム湖

るバスが現在どこを走っているのかが分かるように

１、ホアンキエム湖

なっている。

をしております。

ハノイやホーチミンといった都市部では近年交
通渋滞や大気汚染などの影響が甚大で政
次ページへ続く

府としてもこれらを解決するため躍起となって
いる。これまでにもバイクの市内乗り入れ制限
区域を設けるなど、具体的な対策に乗り出し
ているが、その代わりの移動の足を整備するこ
とも求められていた。
その中の一つが昔からある市バスの存在で、

言わずと知れたホアンキエム湖。恐らくハノイに来た旅行者の 100％が訪れるのではないで
しょうか。旧市街の中心に位置しておりいつも観光客で賑わっております。現在週末はバイク
や自動車の侵入制限を設けており、湖近辺は歩行者天国となっております。ハノイの有名ど
ころはこの近辺に集まっていますので、まずはここからハノイの探索を始めてはいかがでしょうか。

２、ハノイ大教会

現在建設中のモノレールも含め、公共交通
機関の充実を図っている。今回の市バス情報
アプリもその政策の一部を担っており、市バス
の利用情報を充実させることで、より利用者
を拡大させることが狙いだ。
ベトナムでは交通渋滞の緩和としてバイクなど
の乗り入れを制限する案は以前から提出され
ているが、市民からは自分たちの生活の足が
奪われることに加え、富裕層を優遇している
かのような政策や、自動車の購入を促してい
るかのような政策に思われることから市民から
の反発も強く、政策の実現へ向けての解決す
べき課題が山積みとなっている。
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今月の一品

ホアンキエム湖から徒歩 10 分ほど。古さも相まって外観はやや地味ですが、こちらも多く
の観光客が訪れています。日曜日のお昼時にはミサが行われており内部の見学も可能
です。周辺には静かなカフェも多く、散策に疲れたときにご利用されてはいかがでしょう
か。

３、ホーチミン廟

ブン ダウ

メット

(Bún đậu mẹt)
今月の一品は米粉の麺（ブン）の付け合わ
せとして揚げ豆腐やホルモン、野菜を合わせ
たブン ダウ メットです。
ベトナムでは特にお昼時にこの料理を食べる

こちらも観光名所の一つホーチミン廟。ホアンキエムエリアの有名どころです。廟の前には

人が多く、HR-Link のスタッフも昼ごはんにこ

常に警備の人が立っており、交代するときの引継ぎの行進は中々の見ものです。同じ区

ちらをよく召し上がっています。この料理のつけ

域に資料館や博物館も隣接されており、ベトナムの歴史をざっと知りたいという方にお勧

ダレとしてマムトーム（mắm tôm ）と呼ばれ

めです。

るエビをすりつぶして作る独特な調味料がある
のですが、これは慣れない日本人にとっては
臭いが強烈です。マムトームがダメな方はヌッ

４、分廟

クマムでいただきましょう。
ローカル食堂で 25000 ドン (125 円)～

お問い合わせ
HR-Link.Vietnam
15Fl., TTC Bldg., 19 Duy Tan
St., Dich Vong Hau Ward, Cau
Day Dist., Hanoi (ハノイ本社)
553 Xo Viet Nghe Tinh, Binh
Thanh District, Hochiminh City
（ホーチミンオフィス）
東京都中央区日本橋箱崎町
32-3 11F 日本 HR リンク株式
会社 （日本拠点）
Tel: (84-24) 3795-7037（ハノイ）
Fax:(84-24) 3795-7038（ハノイ）

こちらはかつてベトナムで最古の官吏登用試験が行われたところです。当時合格した人
の名前が現在も石に刻まれており、当時の様子を窺うことができます。現在でも学問の
神様が祀られているとして多くの学生が訪れており、もしタイミングが合えばアオザイをきた
学生の記念撮影を目にすることもできます。

以上、ホアンキエム湖周辺の有名どころを紹介させていただきました。ハノイには歴史的
建造物を始め、まだまだ見どころがたくさんあります。ハノイは歴史の街として、それにちな
んだ博物館なども街中に点在していますので、時間をかけてゆっくりとめぐってみることをお
勧めします。

Web: http://hr-link.com

HR-Link.Vietnam は、人材紹介事
業を通じて企業の事業拡大と個人
の自己実現をサポートし、豊かな
社会づくりに貢献します。

本ニュースレターに関するご要望、ご意見、その他弊社人材に関するお問い合わせ
は左記の連絡先または info@hr-link.jp までお願いいたします。
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