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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 

 

ベトナムの電気料金 8.36％の値上げへ 
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 ベトナムの商工省が電気料金を 8.36％引き上げる案を提出し、首相がこれを

承認した。これにより新電気料金が 3 月末から１KW あたり 0.08USD（9

円）となる。これまでのベトナムの電気料金は世界平均の半分ぐらいの値段で、

調査国 93 各国の中では 23 番目に電気代が安い国であった。 

 ベトナムより電気料金の安い国はイラン、イラク、クウェートなど産油国が上位を

占めており、１KW あたり 0.03～0.06USD（約 3.36～6.7 円）となってい

る。因みに日本は 0.26USD（約 29 円）でベトナムの 3 倍以上の電気料金

である。 

  

ベトナム国内空港の乗客満足度調査結果 
 ベトナム航空局は 2018 年におけるベトナムの国際航空における満足度調査

の結果を発表した。結果では満足度が最も高かったのはハイフォン省にあるカットビ

―国際空港で、最も満足度が低い空港はホーチミン市のタンソンニャット空港だっ

た。 

 対象となった空港は全部で 6 か所で国際線のある都市空港から地方空港も含

まれている。今回の満足度を測る項目として 7 施設が測られており、「出発ターミ

ナル」「チェックインエリア」「保安検査場」「出入国審査エリア」「搭乗待合室」「到

着ターミナル」「公共交通機関」のそれぞれを点数評価するものだった。 

 タイソンニャット空港が最下位になった理由として、同空港の年間旅客数が大幅

に増加したことから同空港の処理可能数を超えてしまったことが考えられる。 

因みに 1 位から 6 位までのランキングは以下となっている。 

1、カットビ―空港、２、カムラン国際空港、3、ダナン国際空港 

4、ノイバイ国際空港、5、フーコック国際空港、6、タンソンニャット空港 
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イルスセキュリティ国内大手の Bkav

は、これらの解決策としてワクチンソフトの

使用を推奨しており、無料版も含めたソフ

トを配布中であるという。 

Bkav によると、近年ベトナムにおけ

るコンピュータウイルス被害は増加傾

向にあり、2018 年には前年比＋

21%増の 14 兆 9000 億 VND

（約 720 億円）となり、一昨年に

続いて過去最高を記録した。 

[Dau Tu 19/02/2019] 

最近、ベトナム国内の多数の企業・

組織で「身代金要求ウイルス」という

攻撃を受けているという。具体的に

は、ロシア、欧米諸国を中心とした国

のハッカーが「32.WeakPass」と呼ば

れるウイルスによって多数の国内サー

バーを攻撃していると見られる。 

このウイルスに感染してしまうと、データ

が暗号化されてしまい、復旧するため

の条件として多額の身代金を要求さ

れる。さらにこの身代金を支払ったとし

ても復旧するという保証はなく、結果

的に多額の費用がかかってしまう。ウ

訪日ベトナム人看護師候

補者の滞在を緩和 

今月 22 日、日本政府は、EPA（経済

連携協定）に基づき訪日ベトナム人を始

めとした看護師・介護福祉候補者の滞在

期間延長の決定を下した。 

具体的には、2016～2017 年度に日本

へ入国したベトナム・インドネシア・フィリピン

の計 3 カ国の看護師・介護福祉士候補

者のうち、滞在期間中において最後の国

家試験で不合格になってしまった者を一定

の条件に該当した場合のみ 1 年間の滞

在期間延長を認める形としている。 

これにより、同 3 カ国の看護師・介護福祉

士候補者は、滞在期間中における国家

試験の受験機会が増加するため、合格者

の増加が見込まれる。 

資格取得を目的とした看護師候補者は

最大 3 年間、介護福祉候補者は最大 4

年間の日本入国・滞在が可能である。 

特にベトナムにおいては、2018 年までで

計 48 人が看護国家試験に合格。介護

福祉国家試験は初年の 2018 年時点で

89 人が合格している。 

 

日頃ベトナム人の採用を担当している方は候補者の英語力の資格で見慣れないもの

が履歴書に記載されていることがあるかもしれません。「英語力 A 級取得」のように日本

人からするとイマイチそれがどの程度のレベルをさすのか分からないのではないでしょうか。

これは英語力証明試験と呼ばれるベトナムでのみ通用する資格試験であり、今回はそ

の資格試験について詳細を紹介します。 

 

・thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Anh（英語力証明試験） 

 

ベトナム国内でのみ通用する資格ということで、いわゆる日本の英検に近い存在です。試

験内容は読み書き、聴解、スピーキングと 4 技能にわたります。大学が試験会場で使わ

れることから学生に奨励していることもあり、大学生の受験者も多いのが特徴。ただし前

述のとおりベトナム国内でしか効力がないので、外資系を志望する人は TOEIC を受験

する傾向があるようです。 

レベルは結果に基づき A～C で分類され、A が一番高いレベルとなっています。ざっくりと

A は上級、B は中級、C は初級と言われているようです。 

ただし 3 段階しかなく B レベルでもビジネスレベル（TOEIC730 以上）とは言い難いの

で、英語が必須の求人では A ランクがほしいところ。また国内のみでの試験ということで賄

賂により資格の売買がされているという情報もあるため、客観性は疑わしいところです。求

職者がこの英語資格のみしかもっていない場合は、あくまで参考程度にとどめておいた方

が無難でしょう。いずれにしても面接時にしっかり確認することが重要となります。 

 

ただし上記の試験はベトナム国内でしか通用しないことや、そもそも試験自体が昔から

あることにより、内容的にテスト形式が古いとも言われています。ですので学校などから強

制的な受験をさせられない限り最近の学生間では敬遠されつつあると聞きます。またこ

の試験を受けていたとしても他の英語試験（TOEIC など）を受験している場合、履歴

書にはそちらのみを書くようにしている人も多いようです。 

 

 

ベトナム企業が危ない、ウイルス被害が多数 

時事 
ベトナムでのみ通用する英語資格とは 
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今月 27 日、28 日の 2 日間に渡り、米・トランプ大統領と北朝鮮・金正恩朝

鮮労働委員長による米朝首脳会談がベトナム・ハノイにて開催されました。この

会談は昨年 6 月以来、米・トランプ大統領就任後 2 回目となる会談で、到着

したノイバイ空港には国内外の多くの報道陣が訪れトランプ大統領のハノイ入り

を見届けました。 

 

①米朝首脳会談の背景 

米朝首脳会談では、北朝鮮における核問題や朝鮮半島の平和化などに焦点

が当てられ、米・朝両国の首脳陣によるクリティカルな意見交換が行われます。

昨年 6 月にシンガポールで行われた第 1 回階段に引き続き今年で 2 回目とな

りました。前回の階段では、米朝関係の改善、朝鮮半島の平和構築や非核

化、朝鮮戦争で行方不明になったアメリカ人兵士の遺骨返還などが合意されま

したが、朝鮮戦争終戦宣言や完全な非核化については未だに問題として取り上

げられています。 

 

 

 

 

 

②今回の首脳会談で期待されたこと 

今回の首脳会談では。前回の階段で合意に至った「朝鮮半島の完全な非核

化」や「朝鮮戦争の終戦宣言」についてどこまで進展があるのかという点に焦点が

当てられていました。北朝鮮・金委員長は、「みなが喜ぶ素晴らしい結果が出せ

ると信じており、最善を尽くす」と語りました。これに対し、米・トランプ大統領は、

「1 回目も非常な成功だったが、今回も同じかそれ以上の成果を上げたい」と 1

回目の会談をポジティブに捉えています。このように大きな注目を集めた首脳会

談、どのような結末が待っているのでしょうか？ 

 

 

 

街角便り 

 

米朝首脳会談：ハノイで開催 

誘拐犯に間違えられ 29 歳男

性刺し殺される 

 

今月 21 日 17 時ごろ、メコンデルタ

地方ロンアン省ドゥックホア郡ハウギア

町において若い男性が誘拐犯と間違

えられ刃物で刺され死亡する事件が

発生した。 

 

死亡したのは、レ・ホアイ・バオさん 29

歳。事件の発端は、実の子供と公園

で鬼ごっこをしていたところ、通りすがり

の女性に誘拐犯と誤解されたことだっ

た。 

 

女性が「誘拐だ！誘拐だ！」と大声で

叫ぶと、多くの住民らが集まり、そのうち

の 1 人の男性グエン・ハイ・ディエン

（26 歳）がバオさんから勢いよく子供

を引き離した。その後、飲酒をしていた

ディエンは、バオさんの説明を聞かずに

口論へ。我を失ったディエンが近くのお

店から奪ったナイフでバオさんを殺害し

たと見られる。 

 

バオさんは地元の病院に緊急搬送さ

れ応急処置を受けたものの、刺された

場所が悪く、出血多量により病院で死

亡が確認された。なんとも痛ましい事

件であった。 

 

警察はディエンを殺人の容疑で逮捕

し、捜査を進めている。  
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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 

③首脳会談の結果 

非常に注目の集まった第 2 回米朝首脳会談、結果としては、両首脳とも

合意はなく、合意文書署名は行われませんでした。27 日の報道では、28

日午後 4 時すぎに両首脳そろって合意文書の署名式を行い、午後 6 時

前からトランプ大統領が記者会見する予定と言われていました。今回の会

談も平和構築や非核化などの問題は持ち越しになってしまいました。これ

に対し米・ホワイトハウスは「トランプ大統領と金正恩委員長は 2 日間に

渡り、建設的でとても良い会談を行った。2 人の首脳は非核化と経済の

発展に向け、様々な方式を話し合った。今回の会談で合意に至らなかっ

たが、米朝それぞれのチームが、今後、協議を続けることを期待している」と

前向きに捉えています。今後も続いていくと思われる首脳会談。終着点は

あるのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

④実際の目で見て感じたハノイへの影響 

今回の米朝首脳会談はハノイに住む住民にも大きな影響を与えました。

具体的には、北朝鮮・金委員長が宿泊していた旧市街に位置するメリア

ホテル周辺の多くは通行止めとなり、通勤や帰宅ラッシュに大きな影響を

与えました。道路には、道を阻まれた多数の車やバイクがいつも以上にクラ

クションが鳴っていましたね。しかし私の目から見て、現地のベトナム人から

は米朝首脳会談に対する興味が感じられず、いつも通り生活している中で

渋滞に巻き込まれたみたいな感覚に感じられました。ベトナム人にとっては

あまり関心がないみたいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的にも、ハノイにも大きな影響を与えた第 2 回米朝首脳会談。今後

の進展が気になります。 

 

 

 

 肉まん 

(Bánh Bao) 

今月のメニューはこちらです。いわずと知れた

肉まんです。元々中国文化の影響を強く受

けているベトナムは、中華料理に起源をもつ

料理もいくつか見られます。この肉まんはその

典型的な代表例といってもいいでしょう。 

日本の肉まんと比べて中の具材が若干ことな

ります。こちらの肉まんの特徴としては中身に

春雨やウズラの玉子が入っていることです。 

各店によって若干中の具材は異なりますが、

春雨とウズラの玉子が入っていることにより腹

持ちがよく、ベトナム人の朝ごはんとしてよく食

べられています。 

1 個 15000 ドン（75 円）～ 

 


