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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！！
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2018 年 12 月より開始された強制社会保険の外国人加入義務により企
業での一部負担が始まり、2022 年以降からは従業員の負担も予定されて
いる。強制社会保険に関する概要は以下となっている。

WP 取得者で且つ無期雇用契約または 1 年以上の雇用契約を結んでいる
者は強制社会保険に加入する義務となっており、日本からの出向者はこの
対象から外れる。ベトナムにおける強制社会保険とは「疾病手当、妊娠・出
産手当、労働災害・職業病手当、退職年金、死亡手当（遺族給付）」の
保険を指す。

雇用者、従業員が負担する強制社会保険の負担率は以下のように規定さ
れている。

§雇用者、労働者の強制社会保険負担テーブル

負担開始時期

雇用者 労働者

疾病、出産

労 働 災

害、職業

病

退 職 年

金、死亡

手当

退職年金、死亡手

当

2018 年 12 月 1

日～
3% 0.5% 0 0

2022 年 1 月 1 日

～
3% 0.5% 14% 8%
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る失踪した内 52 人の身柄を確保したとさ
れている。逃亡したベトナム人のうちアパー
トに潜伏していると情報を受けた台湾当
局は現場へ立ち入り、4 人のベトナム人を
拘束したと発表した。そのうちの一人は冷
蔵庫に身を隠して逃れようとしていたそう
だ。

本件では台湾の工場などで、低賃金で働
かすためのブローカーが介在していると考
え、当局は依然行方不明のベトナム人の
捜索とともに、組織的な犯罪の可能性も
含めて調べを進めている。

台湾でベトナム人旅行客 152 人が集団疾
走する事件が起きた。ベトナムの旅行会社
が企画する団体ツアー旅行に入国したベト
ナム人が一斉に失踪したという内容だ。

本件に関して旅行会社は全く感知しておら
ず、自社も被害者として責任を回避しようと
しているが、大量の失踪者を出してしまった
責任は重大だ。

台湾はベトナム人旅行者に向けてビザの緩
和を行っているが、今回の事件により今後の
ビザ発給が見直される可能性が出ている。

事件の発生から現在までで、台湾当局によ

ベトナムで和牛の育成：日

本の牧場が協力

世界的に高級食材として知られている和

牛の育成をベトナムで試みるという発表が

報じられた。これまで日本政府は和牛の種

牛の輸出を禁止していたため、供給量が

少なく価格も非常に高いものであった。

最初に和牛の飼育を手掛けたのはラムドン

省 に あ る 神 戸 牛 ベ ト ナ ム 株 式 会 社 で

2011 年から和牛の遺伝子の輸入を開始

した。現在は 420 頭の飼育を行っている

が、ブランド名「ベト和牛」として Kg あたり

約 2 万円に上る。今後の需要を見ながら

飼育数を拡大していく予定だ。

また最近では南部のロンアン省にてバナナ

農園を経営している企業が新たに和牛の

販売に乗り出すとしている。これついては滋

賀県近江牛を扱っている澤井牧場が和牛

の肥育技術の移転で協力をするとしてい

る。最初はレストランやホテル向けに出荷を

し、今年の春以降一般市場向けに出荷を

していく予定だ。

お正月を終えてまた普通の日常に戻っている頃かと思いますが、ベトナムのお正月はもうそこ
まで近づいてきています。本日はベトナムのお正月にあげるお年玉についていくつかご紹介しま
す。

①大人にもお年玉をあげる

日本ではお年玉は大人が子どもあげるイメージですが、こちらでは大人同士でお年玉をあげる
こともあります。例えば収入のないお年寄りにお年玉をあげることは一種の礼儀ですし、新年
のご挨拶で訪問先の家族にばらまき用のお年玉をあげることもよくあります。小さい会社では
上司が自分の部下にお年玉をあげることもよく見かけます。

②テト前には両替の手数料が上がる

外貨を両替するのではなく、高額紙幣から小額紙幣への両替手数料が上がります。①で書
いたようにばらまき用のお年玉は結構な数になりますので、それようの小額紙幣がたくさん必
要になります。一般的には 5 万ドン札が多く使用されます。

③お年玉用のポチ袋に入れて渡す

日本と同じようにお年玉はそれようのポチ袋に入れて渡します。よくあるデザインは赤の背景に
金色で「福」と書かれたものや、その年の干支がデザインされたもの。ただ最近では若者うけを
狙ったスタイリッシュなポチ袋も見かけます。ベトナムでお年玉をあげたことがない人はあまり馴
染みがないと思いますが、この時期は色々なところで販売されていますのでもし興味があれば
一度見てみてください。

④相手に応じて金額を変える

日本でも子どもの年齢に応じてお年玉の金額を変えますが、ベトナムでも相手の年齢や立場
によって金額を変えます。その家族で一番の年長者には一番高い金額を渡すのが普通で
す。同じ家族の中で年少者のほうが高い金額となってしまうと失礼になるので注意が必要で
す。子どもの場合は単に年齢で分けることができますが、大人となるとその人の家庭内での役
割や立ち位置なども加味しなければなりませんので若干気を遣うそうです。

いかがでしょうか。もしテトの期間やその後の新年の挨拶などでベトナム人の家庭を訪れる場
合、お年玉をあげるときっと喜ばれると思います。

旅行先台湾でベトナム人が集団失踪

時事
ベトナム人にあげるお年玉
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・「結婚後もやっぱり働くにこしたことはないけど」
今は夫婦共働きで収入も私のほうが上です。でも正直旦那は日本語を話すし、私よりしっか
りしています。でも単に日本人と言うだけで必然的に給料が高くなってしまうんですよ。旦那か
らしたらプライドとかもあるので若干気の毒な気もしますが、ちゃんと夫を立てて過ごすようにし
ていますよ。

・「姑のキャラ次第で天国と地獄」
多くの人の場合外国人ということで夫の親族も気を遣ってくれるんだけど、中には普通にベトナ
ム人嫁に対してと同じようにガンガン言ってくる人もいます。私はベトナム語 が分からないけどお
構いなしにいつも怒られています(笑)

・「類は友を呼ぶ」
何だかんだ同じベトナム人夫をもつ日本人同士で集まることになります。チョイスする店とか話
題も日本人同士の家庭とは違いますしね。女同士で共通の話題がないというのは致命的で
す(笑)

・「家庭でどんな料理を作るか」
日本料理はともかくベトナム料理はかなり意識して学ばないと作れないです。家族だけならま
だいいんですけど、親族や夫の友達が家にきたときに日本料理だけ並べるのは少し気が引け
ますから。私の夫は料理が得意なんで、そういうときはベトナム料理は夫の担当になってもらっ
ています。

さて、先月はベトナム人嫁を持つ日本人夫の紹介をしましたが、今月はベトナム人夫ともつ
日本人妻の飲み会に参加してきました。ベトナム人コミュニティでたくましく生きている奥様
方の声をお伝えします。

街角便り

ベトナム人夫を持つ日本人妻の雑談会
エジプト爆発テロ：ベトナム人

観光客複数名死亡

世界遺産に登録されているエジプトのギザの
ピラミッドより数 Km 離れたところで爆発騒ぎ
の事件が 12 月 28 日に起きた。
爆発により観光バスに乗っていたベトナム人観
光客３名を含む計 4 名の死亡が報告されて
いる。

爆弾は道路沿いの壁に設置されていたとされ
ているが、同観光バスがレストランへ向かう途
中に巻き込まれた。これまでのところ本事件に
対する犯行声明などはだされていない。

ツアーの催行を負っているベトナムの大手旅
行会社、サイゴンツーリストは死亡者の遺族を
無償でベトナムに向かうことができるよう手配
を進めている。またビザや各種手続きに関して
はエジプトの国も協力する方針だ。

またこの事件で無傷、または軽傷を負った 9
名は 1 月 1 日付けでホーチミン市のタイソン
ニャット空港へ帰国したとされている。しかし重
傷を負った 3 名は依然安全面などからエジプ
トの病院で入院中だ。

今回の事件を受けてサイゴンツーリストを含
め、ベトナムの旅行会社はベトナムへのツアー
旅行サービスを一時停止している。

また今回被害にあった遺族向けにバオベト保
険会社は日本円で約 1000 万円超えの保
険金を支払うとしている。
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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

・「何だかんだで男社会だなぁと感じるとき」
女性の日があったりレディファーストに扱われたり、恐いベトナム人の奥さんみたいなイメー
ジがあるかもしれませんけど、家庭ではやっぱり男性のほうが強い気がします。もちろん気
の強い奥さんもいるので絶対ではありませんが、家庭での発言力は男性のほうがあるとこ
ろが多い気がします。

・「日本に住んでいたらどんな感じかなと考えることがある」
結婚後ずっとベトナムに住んでいるから今の生活がもし日本だったらどんな感じかなぁと
時々考えることがあります。多分今の仕事とか子どもの話す言葉とか色々なものが違って
くるんじゃないのかなあと。まあベトナム人住んでいるから上手くいっていることもたくさんあ
るのはわかっているんですけどね(笑)

いかがでしょうか。どういった伴侶を持つかでその人の一生は大きく変わってきますが、今
回お話した方たちはどなたも現実と向き合って、日々楽しく、たくましく生きていらっしゃい
ます。海外で生活するのに必要なパワーを感じさせるような雑談会でした。

ココナッツアイス
(kem dừa)

本日はココナッツアイスです。南国特有のフ
ルーツ、ココナッツですが、ベトナムでは色々
な料理にココナッツが使われています。
今回ご紹介するココナッツアイスは細かく砕
いたココナッツの実がアイスの中にちりばめら
れていて美味です。ハノイではタイ湖エリア
にあるココナッツアイスが有名で、連日地元
の人、観光客で賑わっています。
暑い時期にはココナッツジュースもいいです
が、ココナッツアイスで清涼を得るのもいいで
すね。
カフェで 50000 万ドン（250 円）～


