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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定年年齢や残業時間の引き上げへ
労働法改正の第 1 回会議が開かれ、重要な改正を行った 10 項目につ
いて説明した。この 10 項目には残業時間や最低賃金、定年年齢に関す
ることが含まれている。
主な改正ポイントとして、「一方的に労働契約を解消する権利を拡大」、
「雇用者と労働者の合意に基づき残業時間の上限を年 400 時間へ引き
上げ」、「労働者の残業に関する自己決定権の確保」などがある。
また定年年齢については現行の男性 60 歳、女性 55 歳から毎年段階
的に男性 62 歳、女性 60 歳まで引き上げていく方針を発表した。
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労働者の賃金を企業との交渉制に
労働法改正草案では労働者の賃金を企業との交渉制にすることを打ち
出しており、これに伴い 9 月に意見聴取、2019 年 1 月に政府に提出して
から国会で話し合われる予定となっている。
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これにより給与尺度や昇給間隔などの細かい規定はなくなり、各企業で
設定した賃金制度に関して国が介入することなく実施することができるとされ
いる。この規定が実施されれば各企業は労働者との交渉により自由に給与
の設定をすることができるというわけだ。
この背景として、現行の労働法では企業各社の生産活動や労働者雇用
において自由に定めることができない内容が含まれていたり、労働者の権利
を保護できなかったりする条項が存在することが挙げられる。
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ベトナム人民軍の英雄（トゥオン少佐）死去

ベトナム戦争中に諜報部員として従軍

これに応じなかったため米軍は拷問

したベトナム人民軍の英雄、グエン・

することに切り替えた。

バン・トゥオン少佐が 8 月 13 日に死
去した。（御年 80 歳）

拷問は非常に残虐なもので、足の指
を順番に折ったり両足の甲を打ち砕

トゥオン少佐は米軍の捕虜となり残酷

くなどして歩行できないようにする

な拷問を受けたが最後まで口を割るこ

など凄惨を極めた。最終的には両足

となく耐え抜き、ベトナムの戦争勝利

を切り落とすまでに至った。

に大きく貢献したとして現在まで語り
継がれている。
1969 年に機密文書を運搬中、ビンズ
オン省で米軍に捕縛された。米軍は多
額の現金や車、別荘などを交換条件に
機密を聞き出そうとしたが、同少佐は

それでもトゥオン少佐は屈せず、最
後には米軍に「鉄の男」と言わしめ
たとされている。
その後収監されていたが、1973 年
の和平条約を機に解放され、ベトナ
ム 人 民 軍英 雄 の 称号 を 送ら れて い
る。
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どんな男がベトナム女子からもてるのか？？
ベトナム人と恋愛をする日本人も増えてきた昨今、タイトルのような疑問を抱く日本人も増え

立小便の取り締まり強化：
違反者の実名公開へ

ているようです。ベトナム国内で発表されている「もてる男性」というのがありましたので、こちら
を紹介しながら私見を交えてお話します。
◆ベトナム女子が好きな男性５選：ローカル情報誌「Tuoi Tre」より抜粋

ホーチミン市の環境局は、このほど衛生に

①優しい ②誠実 ③顔がいい ④背が高い ⑤収入がある

関する規定の罰則強化を発表した。同局
は公共の場における立小便について証拠
となる映像と実名の公表を提案している。
公表された者の羞恥心などを促すことによ
り違反者を減少させることが狙いとされて
いる。

①～⑤を見て「なんだよ、面白くねぇな！」と思うかもしれません。しかし冷静に考えると上記
すべてを兼ね備えた男性はどこの国でもモテますよね。性格と容姿とお金は万国共通で求め
られます。「性格＞容姿＞金」 みたいな感じでしょうか。
さて、これで話が終わってしまってもなんですのでもう少し突っ込んでみましょう。
◆ベトナム女子はスポーツ男子よりインテリ男子好きが多い
学生のころからその傾向があるそうです。これだけ男子がサッカーに明け暮れている国なので少

市内各地に設置されたカメラを用いて違反

し意外な気もしますが、モテる男子は学校の成績がいい男子だとか。日本のように部活動な

者を特定し、基本は現行犯での罰則を考

どもありませんので、スポーツで格好良さを感じる機会は少ないのかもしれません。日本では子

えているが、今後はそういった部分につい

どもの頃、足が速いだけで何となくモテることもできるんですけどね…

ても協議していく方針だ。取り締まりによっ

◆とても面食いベトナム女子

て徴収された罰金は取り締まりのために

日本人よりベトナム人のほうが面食いな気がします。というより男子に対するルックスの品定め

編成された部隊の運営費に充てるとされ

がすごいです。同僚、上司、会社に来るお客様から、配達員までとりあえずルックスに関する

ている。

談議で盛り上がってます。自分の彼氏や夫にできるかは別として、とりあえずイケメン好きなん
です。若い男性は間違いなくルックスの品定めをされていると考えて間違いないでしょう。

このほか公共の場への土砂やレンガ、セメ
ントなどの不法投棄にも同様の罰則を与
えていく方向で話を進めている。

◆タバコを吸うことで半分以上の女子から恋愛対象外にされてしまう
日本もそうですがベトナムでも喫煙者が減少しています。健康面でもいいことですが、ベトナム
女子から嫌われないということでもいいことかと。ベトナム女性の嫌煙家はハッキリしており、恋
愛対象外として「タバコを吸う人」というのをはっきり挙げています。
いかがでしょうか。こうやって書いてみると案外分かりやすいような気もします。もちろん個々の
性格がありますから相性というのもあるんでしょうが、外国人だからと言って変に複雑に考える
必要はないのかもしれませんね。来月は「モテる女」を紹介します。
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ベトナムの集団結婚式とは

違法人工中絶が横行
現在のベトナムの法律では妊娠 6 週以下

ベトナムでは毎年ベトナムの建国記念日である 9 月 2 日に集団結婚式が開かれていま
す。集団結婚式と聞くと、日本ではかつて統一教会でそのようなことがあったと思い出す方も

の胎児で規定の条件を満たしている場合

いるかもしれません。しかしこちらの集団結婚式はそういった宗教的なものではなく、ベトナム

に限り中絶が許されている。しかし実際に

の低所得者層同士の結婚式という位置づけになっています。本日はその集団結婚式の概

はホーチミン市内の病院などで妊娠 10 週

要とベトナムの結婚式事情をご紹介します。

以上、場所によっては 18 週以上でも人工
中絶ができると謳っているクリニックがある
のが実情だ。

①ベトナムの集団結婚式とは
毎年南部ホーチミン市で開かれるこの集団結婚式ですが、開催元は青年労働支援セン

ホーチミン市のあるクリニックではオンライ

ターで、一つの慈善事業というような位置づけになります。この集団結婚式に参加するカップ

ン上で、妊娠 17 週以上で中絶希望をする

ルにはペアの結婚指輪や披露宴、家財道具から保険などが無償で与えられ、自費でこう

女性からの相談を受けた。クリニックから

いった式を挙げることができない人のためのイベントです。結婚に当たって必要な意識や生
活に関する基礎知識を与える講習もあるようです。また特に生活が困難なレベルの所得層
には電動自転車や住まいも提供します。こういった農村の低所得者層は日本人ではありえ
ないほどの低所得者で、その日に食べるものも困るぐらいの層もいます。日本のように健康で
文化的な生活を送るという基準がこちらではいかに恵まれているかということが窺えますね。

は事前の検査を受けて問題がなければ中
絶可能だという旨の回答をしている。
インターネットで「人工中絶」とベトナム語
で検索すると、無料の診療所がいくつか表
示される。そこでの問合せで、法律で指定
されている期限以上の中絶ができるか問
い合わせると、検査の結果如何では可能
だという回答が寄せられることも多く、既定
の法律が順守されていないクリニックが散
見される。
母体の安全第一を謳っているところが殆ど
だが、実際の安全性などは不明で、当局

②現在のベトナムの結婚式事情

でも摘発の対象として監視を強めている。

現在のベトナムでは都市部を中心に日本のようなウェディング形式で式を挙げるカップルも
増えてきました。しかしまだまだ両家の自宅で挙げるというのが主流です。これは費用の面も
ありますが、実家で式を挙げることにより、より多くの人に気軽に来てもらえることや、時間や
方法などを自分の好みにアレンジしやすいという理由もあるようです。実際に式に参加する
人、挙げる人両方とも自宅で挙げる式のほうが好きだという人も多いです。

（次ページへ続く）
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月餅 (Bánh Thung Thu )
今月は月餅です。日本でも中華街などで販
売されていますが、中国の文化を引き継ぐベ
トナムでも多くの人から愛されています。特に
今月はベトナムの中秋節にあたり、この時期
には多くの人から需要があるため、店や臨時
の出店などで色々な月餅が販売されていま
す。
伝統的なものは中に鶉の卵が入っており、味
も比較的甘さを抑えたものが主流ですが、最
近では若者受けを狙ってか、カスタードやチョ
コレートを中に入れた、ケーキのような味わい
のものも出てきました。この時期にベトナムに
訪れた際には是非一度ご賞味ください。

②結婚式を仕事としているフリーランサーたち
ベトナムの田舎ではそこかしこの自宅で結婚式が開かれています。特に結婚シーズンの
テト明けや秋のシーズンはほぼ毎日村のどこかで結婚式が開かれていると言っても過言
ではありません。
そういった自宅で開かれる式には音響や司会役などを自前で準備する必要があるわけ
ですが、どの村にも腕利きの司会者や音響のフリーランサーがいるものです。一度村の中
でいい評判が挙がると、自動的に結婚式の度に声がかかりますから、それで生計を立て
ている人もいます。オフシーズンはバイクタクシーなど別の仕事で収入を確保するなど、ダ
ブルインカムで生活しているフリーランサーも多いようです。

1 個 20000 ドン程度（100 円）

お問い合わせ

ベトナムは平均年齢が低く、婚姻率も高い国ですのでブライダル需要は今の日本より圧
倒的に高いと言えます。こういった結婚式産業が今後経済の発展に伴いどのように進化
していくのか興味深いところです。

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。

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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