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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横浜市、介護人材受け入れに向けて
横浜市は海外からの介護人材の受け入れを推進するためホーチミン市、
ダナン市、フエ省などの市、省、大学、職業訓練学校との間で介護分野にお
ける覚書を締結した。
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横浜市では介護が必要な高齢者の増加により介護人材の確保が急務
となっているが、その不足を補うために新たな介護人材の確保と要請に取り
組んでいる。2025 年では同市内だけで約 8500 人の介護人材不足が予
想されており、諸外国からの介護人材を獲得することを進めている。

介護人材受け入れに向けて
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ハノイメトロ線：試運転開始
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そこまで行くのに何で行く？
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今回の覚書でベトナム側からは介護人材の送り出しを横浜市へ積極的
に協力するようにしており、また横浜市も送り出された介護人材が日本で介
護の技術を学び、就労できるように支援することを約束している。

ベトナム料理のギネス記録

3

今年の秋にはインターンシップ生として 6 か月市内の介護施設で介護技
術を学ぶ予定で、将来介護人材として活躍できるように実習を行う予定
だ。留学生、インターシップ生合わせて 20 人程度を受け入れるとしている。

電動自転車をバイクと同じ車両扱いへ

今号のハイライト
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これまで電動自転車は車両登録が義務ではなかったが、道路交通法か
ら不適切だと言う意見が挙げられ、電動自転車もバイク同様車両登録の義
務化を課すよう進めている。
この背景として、現在電動自転車は通常の自転車と同じ扱いを受けてい
るが、それなりのスピードが出ることから車両と同じような危険性をもっており、
また重大な事故数も増加していることが理由となっている。
また電動自転車は車両登録が義務化されていないため、未認可での製
造や密輸品なども出回っており、正規のものとの見分けが難しいことも問題と
されてる。特に盗難にあったものは車両登録をしていなければ追跡が難しく、
狙われやすいという意見も出ている。
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ハノイメトロ線：8 月より本格的な試運転開始へ

ハノイ市で建設中のメトロについてこ

か月の試運転を経て営業運転に移行

の度 8 月から本格的な試運転を開始す

する予定だ。

ると発表した。

このメトロは全長 13KM の高架鉄道

鉄道案件管理委員会は沿線の住民に対

で、全部で 12 駅が設置されてい

し、工事現場への立ち入りや設備の窃

る。計画当初は 2008 年～2013 年

盗、破壊、その他安全を妨害するよう

までの施工期間予定だったが、建設

な危険行為をしないように呼び掛けて

費のふくらみなどが原因で資金繰り

いる。

が予定通りにいかず、今の時期まで

13 車両編成からなるハノイメトロは

ずれ込んでいる。

一部 7 月から試運転が開始されている

ベトナムにはこのような乗り物がこ

が、8 月から本格的に試運転を開始す

れまで日常生活にはなかったため、

るとし、9 月以降はシステム全体の試

開通後の交通状況にどのような変化

運転に着手するとしている。約３～６

が現れるか注目が集まっている。
。

時事
ホーチミン市：歩道の幅
1.5M を歩行者専用へ

ベトナム人はそこまで行くのに何で行く？
ベトナムに来てから日本へ一時帰国するたびにと思うこと、それは「よく歩いているな」ということ
です。日本でサラリーマンをしていたときは自宅から駅までの徒歩、最寄り駅から会社までの徒
歩で最低２Km 弱は歩いていました。そこにランチやらその他の移動などを合わせると 1 日に
4～5Km ぐらい歩くなんてことも普通にあったわけですが、今では一日に 2Km も歩くことがない

ホーチミン市交通運輸局は人民委員会に

ような日常になっています。さて、ここベトナムに来てから「ベトナム人ってあんまり歩かないな」と

対して道路使用に関する新案を提出した。

思うことが多々あります。日本人からしたら徒歩圏内でも彼らにとっては徒歩圏内と考えない

同案では幅 1.5M 未満の歩道については

なところからきているのか紹介します。

歩行者専用として使用することを提言して

①圧倒的なバイク社会

おり、現行の規定では１M となっている。つ

日本のように鉄道が発達している社会では最寄り駅まで歩く、または自転車というのが普通

まり歩行者専用の歩道を 50CM 拡大しよう

ですが、ベトナム人の大半はバイク通勤ですので自宅から会社まで全てバイク移動というのが

とする方針だ。

普通です。なので冒頭のように駅まで数百メートル歩くという習慣がなく、数百メートルはバイ

ことが多く、こんなところでもカルチャーギャップを感じます。この両国の徒歩圏内の違いがどん

クなどで移動する距離だと考えます。
ベトナムの歩道は道沿いにある商店など

②道が歩行者にとって歩きにくい

の駐車場として使用されているケースが多
く、歩行者が歩くスペースが圧迫されて、

徐々に改善されてきてはいますが、まだまだ道が悪く歩行者のためになっていないようなところ
がたくさんあります。また歩道には商店に乗り付けたバイクや車などの駐車場にも使われていま

道路を歩くことを余儀なくされるケースが

すので、歩くスペースが圧迫され、車道をあるくことを余儀なくされるケースも珍しくありません。

多い。

長距離を歩くとなるとなかなかのストレスになります。

今回の法案ではより歩行者の安全を確保

③子どものときから徒歩通勤の習慣がない

できるための改善案という意味合いも含ま

日本のような集団登校はありませんし、近距離であっても親がバイクで送り迎えをすることも普

れているが、実現にはバイクなどの停車を

通です。理由としては交通モラルの悪い道で子どもを単独で歩いて行かせるのは危ないという

受け入れる店側などの協力も必要になり
そうだ。

ことと、単純にその方が楽で早いからという二つの理由があるそうです。
このように社会的な要素によって徒歩に関する意識が違うことが窺えます。余談ですがあまり
歩かないベトナム人女性でかつ運動の習慣がない人は、脚のたるみが日本人女性よりも早く
表れるのだとか。。。

2

街角便り

ベトナム料理のギネス記録
日本でとてつもない長さの巻きずしを作ってギネスに認定されたりしていますが、ベトナムでも
考えることは同じようでして、巨大なベトナム料理をつくってギネス認定されているものがいくつ

マイナス 10℃のカフェ：若
者から人気
ハノイとホーチミンで若者から人気のマイ

かあります。大きければいいというものでもありませんが、やはり巨大料理と言うのは見ていて

ナス 10℃カフェ「Ice Coffee」が話題を呼ん

圧巻なものです。今回はベトナムでギネス認定された巨大料理をいくつかご紹介します。

でいる。このカフェは経営しているのが現
役の 3 人の大学生と言うから驚きだ。

①直径 3.68ｍの巨大バインセオ

年間を通じて暑いホーチミン市で寒い環境
を提供したいと考えたことがきっかけだそ
うで、東南アジアでは体験できない氷点下
の世界に震えながら楽しんでいる若者が
たくさんいる。オープンから現在で 3 年ほ
どたつが、それでも毎日 200 人以上が来
店すると言うからその繁盛ぶりがうかがえ
る。
そして今年の 6 月に 2 号店となる店をハノ
イの旧市街に出店したが、こちらでは以前

イメージとしては巨大なもんじゃ焼きをつくるような感じでしょうか。巨大なフライパンの周りに
いる人達が小さく見えることからその大きさが窺えます。量にして 200 人前だそうです。

からの話題も手伝って、1 日平均 400～
500 人が来店するペースとなっている。
店内の机やいすなどは全て氷からできて
おり、飲み物一杯あたり 10 万 VND（500

②長さ 135ｍのバインミー

円程度）で提供されている、これは通常の
カフェなどと比べると割高だが、この氷点
下体験などを含めると、来客からは寧ろ適
正価格だと感じてもらえているようだ。

（次ページへ続く）
3

今月の一品

バインミーとは日本語でいうパン（フランスパン）を指しますが、やはり長さがある食べ物
はその最長を目指すのが性でしょうか。これだけ細長いと立てるときっと折れると思いま
す。

③世界一長い生春巻き

おかゆ

(cháo)

今月の一品はおかゆです。日本でもなじみ深
いおかゆですが、こちらのおかゆは日本のそれ
と比べてかなり水っぽい食べ物です。
日本では少し体調の悪い時などによく食され
ているイメージですが、こちらでは小腹がすい
たときや朝ごはんなどでもよく食べられていま
す。もちろん体調が悪い時にも重宝されてい

日本の巻きずしと似たようなチャレンジ精神かと思います。こういうのって完成品そのもの
より作ってる本人たちが一番楽しいんじゃないでしょうか。こちらは地元の人と外国人観
光客計 600 人が協力して作り上げたそうです。

ます。
具材は鶏肉など色々ありますが、日本にない

今までにベトナムでは巨大な食べ物を作る挑戦がいくつもありましたが、作った後の食べ

具材と言えばホルモン入りのおかゆもありま

物の廃棄の仕方などによく非難の声が挙がっていました。現在では作ったものは多くの人

す。少しク セがあり ま すが、歯ご た え があり

に振る舞うなどして無駄がないような配慮がされるようになり、環境にも優しいチャレンジ

中々いけます。備え付けの香草と一緒に頂く

が推奨されるようになったそうです。

のがいかにもベトナム風です。
一杯 20000 ドン程度～

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）
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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