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ベトナム人材市場から独自のニュースを毎月お届け！！ 

 

HR-Link 

ベトナム 18年度 GDP成長率を上方修正へ 
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世界銀行はそのほどベトナムの 18 年度 GDP を従来予想の+6.5％から

+6.8％へ上方修正すると発表した。19 年と 20 年に関してはそれぞれ

+6.6％、+6.5％としている。 

2019 年と 2020 年の GDP 成長率が減速すると予想した理由として

は、先進国における国内産業の保護が強まっていることから、ベトナ

ムの GDP の成長を牽引してきた輸出が影響を受けることなどが挙げら

れる。ベトナムは現在輸出活動への依存度が高いため、米中貿易作戦

による影響の大きさが懸念されている。 

 

 [TheLeader 0７/0６/2018] 

 

ベトジェットエアー、11月よりハノイ大阪間の就航開始 

LCC 最大手のベトジェットエアーは今年の 11 月 8 日からハノイ、大阪

間の直行便就航を開始することを発表した。このハノイ、大阪間の就航

により同航空会社の国際線は計 45 路線となる見通しだ。 

同路線はエアバス A320 型機で毎日に運航し、片道 4 時間強で飛ぶとさ

れている。出発時刻はいずれも現地時間で、ハノイ発が１：45 で 7：50

着。大阪発が 9：20 発で 13：10 ハノイ着の予定だ。 

ベトナムの LCC は昨年の 9 月にジェットスターが就航しており、今回の

ベトジェットエアーはベトナムの LCC としては 2 社目となる。ベト

ジェットエアーは日本航空株式会社との間で業務提携契約を締結してお

り、日本、ベトナム路線、JAL とベトジェットエアがそれぞれ運航する

路線でコードシェア便を進めていく予定だ。 

 

【Vietjetair 31/05/2018】 
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「 0126 」 「 0128 」 を 「 070 」

「079」「077」「076」「078」に

変更し、Vinafone は上 4 桁の番号

「 0123 」 「 0124 」 「 0125 」

「 0127 」「 0129 」をそれぞれ

「083」「084」「085」「081」

「082」に変更する。 

変更の背景として、現在の 11 桁電

話番号は休眠状態であることが多

く、いたずら電話や迷惑メールなど

に使用されていることが多いことが

理由となっている。 

 

情報通信省はこの度、通信事業者各社

の上 4 桁の番号を変更に伴い、現行の

11 桁の全ての携帯電話番号を 10 桁に

変更する具体案を発表した。 

各社ごとの具体的な変更は Viettel の

場合、上 4 桁の番号「 0162 」

「 0163 」 「 0164 」 「 0165 」

「 0166 」 「 0167 」 「 0168 」

「0169」を「032」「033」「034」

「035」「036」「037」「038」

「039」に変更する。 

Mobifone は上 4 桁の番号「0120」

「 0121 」 「 0122 」 「 0123 」

ハノイの外国人講師の

70％は労働許可証がな

い！？ 

ハノイ市教育訓練局は、この度ハノイで働

く外国人講師の 70％は労働許可証を持っ

ていないことを発表した。こうした許可証を

持っていない外国人講師を雇っている学

校はハノイ市に約 40 校ほどあるとされて

いる。 

「ハノイ・ランゲージスクール」や「サクラ幼

稚園」などでは勤務している外国人講師全

員が労働許可証を取得しており、学校ごと

に違法に就労させているところとそうでな

いところの差が浮き彫りになっている。 

ハノイ市教育訓練局の局長は今後外国資

本の語学施設を調査する予定としており、

施設のリストとその調査結果を教育訓練

局のウェブサイト上で公開するとしている。 

 

 

 

 

外国人と接すると考え方の違いなどに戸惑いを感じるのは日常茶飯事ですが、その違いをど

のように受け止めるかは現地で生活する上で非常に重要になってきます。ベトナム人と接して

いるときも考え方の違いを感じることはよくありますが、今回はその違いについて思わず妙に納

得してしまったエピソードを紹介します。 

①日本のように約束された保証はない 

ベトナム人は目先の利益に飛びつきやすいとよく言われています。よく明日の 500 円より今日

の 100円というように、少し待てばより多くの利益を得ることができるのに、それを待たないで目

先の利益をとることを揶揄しています。しかしベトナム人から言わせれば明日の 500 円を約束

するものは何もなく、明日になったら 0 円かもしれない。確実な今日の 100 円を取ることのほ

うが賢明だと考えるのだとか。色々な意味で安定していない社会状況の影響でしょうか。 

②お金は無くなったときに考えればいい 

日常の生活の中でどのぐらいの出費があるか、将来の出費や突然の事態を想定してある程

度の蓄えを残しておくのが日本の常識的な考え方ですが、ベトナムではその意識が低く無謀

な金銭感覚を持っている人も多くいます。何か思わぬ事態に面したときには誰かに借りればい

いと考える傾向があるので、今ある分はあるだけ使ってしまうということになります。言い分として

は自分がお金があるときは周りの人によくお金を貸しているから、自分が困ったときにはその人

たちから借りればいいんだとか。誰にも貸し借りせずに個人で完結させようとする考えはあまり

ないようです。 

③テト賞与はボーナスであってボーナスにあらず 

旧正月（テト）前にはテト賞与と呼ばれる 1 か月分のボーナスを支給されることが普通です

が、このテト賞与は旧正月の準備や贈り物、その他の旧正月関係のことに全て使い切るのが

普通です。通常テト前には軒並み色々なものが値上げされますし、多くのベトナム人にとって

1 年で 1 番派手にお金を使う時期ですので、このテト賞与はかなり重要です。日本のように

12 月のボーナスで何か特別なものを買うといったようなことはあまりありません。全て旧正月の

ためのお金です。なのでこの賞与がないというのは労働者にとって実質 1 か月給料なしで働か

されたというぐらいの不満になります。ある日系企業ではこのテト賞与をケチったために、テト明

けに大量の退職者が出たという実例もあります。 

携帯電話番号：9月から全て 10桁へ変更 

時事 そう考える！？ベトナム人的なお金の考え方 
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ハノイの街を歩いていると歩道にプラスチックの椅子を並べて経営している簡易的な喫茶を

見かけます。お昼休みや仕事帰りのちょっとした休憩や、待ち合わせのための時間つぶしなど

で現地の人からよく利用されています。この光景はある意味ベトナムらしい一つの文化のよう

なものでしたが、近年その存在が脅かされつつあります。今回は路上経営の店に焦点を当

ててご紹介していきます。 

 

①路上喫茶の歴史 

まずベトナムの路上喫茶の歴史を見ていきますが、かつて歩道と車道の区別がない時代の

ころからその存在はありました。それこそ道の傍らでお茶や茶菓子などを出していたわけです

が人々からもちょっとした休憩がてらで親しまれていたようです。 

②路上喫茶の定位置 

その後街に車やバイクが誕生するに伴い、道は舗装されて車道と歩道の区別が作られるよ

うになります。そこから路上喫茶は歩道に陣取るようになります。街を歩いていると現在でも

この光景を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

③文明都市として路上喫茶は適切ではないという考えが出始める 

これまで人々に親しまれてきた路上喫茶ですが、一方で文明都市として発展していくのにふ

さわしくないという考えが出始めます。というのも歩道にテーブルやいすを並べて占拠するのは

歩行者の邪魔になりますし、国有または私有の土地を無断で使用しているケースもありま

す。また場所の使用代を土地の持ち主に払っていたとしても、店をだすこと自体を届けてい

ないことが多く、無許可営業をしている路上喫茶がほとんどだということもあります。 

（次ページへ続く） 

街角便り 

 

年下彼氏を殺害依頼：40

歳差カップルの悲劇 

ホーチミン市タンフー区の路上で夜間、30

歳男性が何者かに銃撃される事件が今年

3 月 14 日に発生した。警察は犯人の捜索

と事件の解明に努めていたが、この度 22

歳と 25 歳の男性容疑者 2 名を逮捕したと

発表した。 

被害を受けた男性は夜間にバイクで帰宅

した際、待ち伏せしていた同容疑者から

肩、胸、背中の計 3 か所に発砲を受けた。

病院に素早く搬送されたため命は取り留

めたが、現在も労働能力の 36％を失って

いるとされている。警察の取り調べによる

と事件の詳細は以下のようである。 

容疑者の母親である H さん（仮名）70 歳

は 40 歳年下の被害者と交際していたが、

ある日一方的に被害者から別れを切り出

されたという。これに腹を立てた H さんは

恨みを晴らすため息子である容疑者に「制

裁」を依頼した。 

犯行で使われた拳銃は自作のもので、そ

のパーツは北部の港町ハイフォン市で購

入した供述している。警察は引き続き捜査

を進めている。 

路上喫茶は消えゆくべきか 
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今月の一品 

 

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。 

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） 
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。 

 

  

    

お問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④警察も本腰を入れて取り締まりを始める 

路上には喫茶以外にも本格的な路上飲食店たるものも存在します。テーブルやいすは

簡易的なものですが、鍋や焼き肉などを安価な値段で提供している屋台がたくさんあり

ます。しかしこれらの店も上述したように無許可である店も多く、警察が掃討するために

取り締まりを強化し始めました。もちろん路上喫茶もこの対象に含まれます。 

 

⑤無碍な取り締まりに反対の声も 

路上喫茶のように無許可で場所を使用して店を営業するのは考え物ですが、一方でこ

ういった形でしか生計を立てることができないという人も大勢います。政府がこういった人

たちの別の生計手段を講じることなく、無碍に取り締まる方針に抗議をしてる人たちもた

くさんいます。 

 

⑥今後の路上喫茶の運命は？ 

都市化を進めていくうえでこの先、多かれ少なかれ路上喫茶の数は減少していくとみら

れています。これからは営業エリアの制限など、様々な規制の中で路上喫茶が生き残っ

ていくのではと考えられています。これまで普通の日常風景だった路上喫茶も、いずれ決

まったところに行かなければ見ることのできない特別な存在になるのかもしれません。 

 Canh chua（酸味スープ）  

カインチュアー 

本日の一品はこちらです。Canh chua と言

われる酸味の聞いたトマトスープです。トマト

の他にパイナップルや揚げ豆腐を入れたりと、

具は店や家庭によって様々です。 

ベトナムはご飯を〆に食べるときに、いわゆる

汁物と一緒に食べる食文化がありますから、

飲み会の締めにご飯を頼んだときも、お店の

人から Canh（汁物）はどうしますか？とよく

聞かれます。 

味は酸味が強く、パイナップルが入っているな

どいかにも南国風ですが、夏の暑さで体力が

落ちているときなどの栄養補給に良いとされて

います。 

70000 ドン（350円）程度 


