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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 

 

1～3月度のベトナム海外労働派遣：日本が最多 
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 労働傷病兵社会省海外労働管理局が発表した統計によると 2019 年度

1～3 月に送り出した海外労働者は 3 万２343 人で日本へ送り出した数が

1 万 9056 人と最多となっている。政府は年間の目標派遣数を 12 万人に

設定しており、3か月で約 27％を達成したことになる。 

派遣数の多い国は上から順番に、日本、台湾、韓国、ルーマニアとなっている

が 2 位の台湾が 1 万 976 人に対し、3 位の韓国が 977 人と 2 位と 3 位

の数の差は明らかである。 

 日本政府が 4 月から新しい在留資格「特定技能」を実施したことにより、今

後もベトナムから日本へ就労に来る人数は増えるとみられており、各関係機関

からも注目を浴びている。 
 

ガソリン価格８％の値上げへ 

ベトナムの最大手石油会社ペトロリメックスがガソリン灯油などの値上げを

発表した。理由としては世界ガソリン価格が上昇しているためとし、現行よ

り 8％上乗せされることになる。具体的なには以下のようになっており、輸送

業者などにはコストの上昇を迫られることになりそうだ。 

ガソリン（1L）：20030VND→+1484VND 
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学生や恵まれない人たちで行列がでてきて

いる。また理容師も皆若く、最近の流行の

髪形も良く知っているので、ファッション性の

ある髪形もできるのが人気の理由だ。 

暑い日には待っている客に冷たいお茶をだ

すなどのサービスも行っており、非常に感心

を呼んでいる。この青空散髪屋を運営して

いる代表者は「髪を切った人からの感謝の

言葉と笑顔が何よりの報酬」と笑顔で語っ

ている。 

ベトナム国内には他にもこのような無料の

青空散髪屋があり、自身の理容師として

の腕を磨く場としても使われている。 

街を歩いていると路上で髪を切っている青空

散髪屋を目にすることがある。個人で営んで

いるこの青空散髪屋はれっきとした商売で、

これで生計を立てているという人も少なくな

い。利用客の殆どは男性で、大体３～5 万

VND（150～250円程度）が相場だから

非常にリーズナブルな床屋だ。 

しかし今回このような個人で営む青空散髪

屋ではなく、大道路に面した歩道で 10 人

以上の理容師が髪を切っている光景が話題

になっている。 

この集団はボランティアで髪を切っており、苦

2018 年のストライキ発生件

数：前年比 35％減 

ベトナム労働総連盟の発表によると、

2018 年度に発生したストライキの発生件

数は前年度の 35％減、214 件であっ

た。今回の結果を受けて 2019 年度は更

に 10％減を目指し、労働者の環境改善

に力を入れていくとしている。 

ストライキの発生原因は 67％が賃金や賞

与に関する内容で、主な理由としては賃

金の未払い、遅延、不適切な残業手当

や賞与の不平等などが挙がっている。また

企業側から労働者への労働シフトの組み

方や、労働環境の衛生面などを考慮しな

いこと、食事の質の悪さや社会保険に加

入しないことなども主な原因として挙げられ

ている。 

統計では 2018 年に発生したストライキの

多くは南部の重点経済地域に属する一部

の地域に集中している。北部ではバクザン

省、バクニン省、フート省などで発生してい

るが全体としての発生件数は減少してい

る。 

 

在住者や旅行者でベトナムのお金を両替したり、その逆が必要になることがあります。一般的に

両替と言えば銀行や両替ショップがありますが、ベトナムにいるとそれ以外の両替屋を紹介され

ることもチラホラ。今回はそんなベトナムにある両替屋をいくつか紹介します。 

 

・銀行、両替ショップ 

どこの国に行っても大体はありますが、レートは銀行や場所によって若干変わってきます。ただし

一番安全性が高く、ぼったくりなどの心配もありませんので、特別警戒する必要もありません。

旅行者などで少額を両替する程度であれば若干レートが悪いとされる空港などでもそれほど気

にする必要はないでしょう。 

 

・宝石屋、貴金属店 

世間一般に闇両替の位置づけです。レートは良く、これまで多くの人が利用していたという実績

がありますが、最近では公安の取り締まりが厳しくなっており、利用するにはリスクを伴います。ま

ずそこで渡されるお金が本物かどうか分からない危険もありますし、ちょうどやり取りをしていたとき

に公安の摘発に遭う可能性もあります。因みに運悪く現場で摘発を食らった場合、両替金の

没収と闇両替利用の罰金（金額は両替額による）が課されます。 

 

・路上の両替商 

ハノイではホアンキエム湖周辺を歩いているとよく声をかけられます。闇両替であることは言うまで

もありませんが、間違いなく利用はやめておいた方がいいでしょう。まず拠点とする店を持ってい

ませんので、何かトラブルがあったとしてもすぐに雲隠れされる可能性があります。またこの手の両

替では汚れていたり破れて使用できないような札を忍び込ませて渡すという手口もよく聞かれま

す。レートを見せられると一瞬「え！？」と思うようなお得なレートが書かれていることがあります

が、使用できなくなった札を他から安値で買い付けて旅行者などに渡して処理しているという話

も聞きます。素性が分からない両替商には近寄らないにこしたことはありません。 

 

以上のようにベトナムではきちんとした両替のライセンスを持っていない両替商が色々いますが、

できる限り正規の両替所を利用することをお勧めします。 

 

   路上で髪を切る青空散髪屋とは？ 

時事 
両替するならどこでする？ベトナムの両替事情 
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・いじめ問題はスマートフォンの普及によりエスカレート 

日本でも SNS を利用したいじめの話がよくありますが、ベトナムでもこの手のいじめが問題視

されています。携帯電話にカメラ機能が搭載されていることにより、意図的にいじめの現場を

撮影して脅しに使用したりするいじめも発生しています。中にはこういったデータをインターネッ

ト上に拡散することもあり、いじめに直接関わっていない子でさえ、面白半分に写真や動画を

取っている子もいるようです。 

 

・近年は女子による暴力的ないじめが増えている 

女の子同士の暴力的ないじめが最近ではよく話題になります。女同士の暴力的ないじめで

は複数の女子が一人の女の子に暴行を加えたのち、服を脱がせて写真や動画に収めると

いった卑劣なものもあります。 

 

 
 

 

上の写真は数年前に公開された映画で、いじめによって命を絶った女の子が死後に霊となり

自分をいじめた人に復讐していくという内容です。この映画のワンシーンであるいじめのシーン

は当時のベトナム社会に衝撃を与え、またあまりに過激な表現だったので社会的に物議を醸

しました。 

 

日本の学校などにおける少年少女のいじめ問題はよく話題に挙がりますが、それはここベト

ナムでも同じです。特に最近ではスマートフォンの普及によりいじめもより陰湿なものになって

おり、現場の対応方法も複雑なものになっています。今回はベトナムのいじめ問題について

書きます。 

 

 

次ページへ続く 

 

街角便り 

 

少年少女によるいじめ問題とどのように向き合うか 

6 歳児死亡：近所の飼い犬に

かみ殺され 

 

近所の飼い犬 7 頭に下校中の 6 歳児がか

み殺されるという痛ましい事件が発生した。死

亡した少年は頭部や腹部など複数を噛まれ

た際の失血が直接の死因とされている。 

 

下校途中にあまり人気のない道で事件は発

生した。この犬を追い払った大人の男性によ

ると、「まるで狼のような気性の荒さで暴れま

わっており、追い払うのに 5 分近くかかってし

まった」と言っている。 

 

この犬の飼い主に対しても公安は何かしらの

処分をすることを検討している。現在ベトナム

では犬の放し飼いに対する取り締まりを強化

しており、外に出す際には必ず首輪の直用と

リードの使用を義務付けている。今回事件を

起こした犬は首輪、リードのいずれもされてい

なかった。 

 

またこの犬は以前から獰猛なことで有名で、

家畜や農作物を荒らすことがよくあったそうだ。

今回の事件を聞いた近隣住民は「いつか事

件を起こすのではないかと思っていたが、まさか

こんな悲惨なことになるとは」とショックを隠せな

い様子だった。 

 

またこの犬の飼い主はこれまで自分の飼い犬

が起こした事件は知らないとしつつ、今回の少

年殺害事件に関しては明白なので、然るべき

罰を受けると供述している。 
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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 

・いじめに対する学校側の対応も十分ではない 

いじめが発生した場合、事前にそれに気づいて適切な対応がとれない学校に対して責

任を追及されることがあります。ベトナムでは各教師のそれに対する対応がまだ十分では

なく、ときに教師側の不適切な対応（発言）によって世間から非難を浴びることがあり

ます。 

 

最近ではいじめで精神病院へ入院した女子生徒に対し、「ライフスキルが足りず、気が

弱いからいじめられたのだ」とあたかもいじめられた女子生徒に一方的に非があるかのよう

な発言をし、非難の嵐となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年ではこういった事件が起こらないよう、子ども教育、学校側の対応の仕方、また親と

子どもの関係性など様々な角度からいじめについて議論がなされています。人が集まると

ころではいじめは無くならないものだという意見もありますが、少なくとも周囲がこういったこ

とに目を向けて真剣に考えることにより、少しでも多くの子どもが安心して学校に行けるよ

うな環境になってほしいものです。 

 
揚げ豆腐  

(đậu phụ rán) 

今月は揚げ豆腐です。日本でも普通に食べ

られているものですので、特に真新しくはない

と思いますが、ベトナムでも豆腐は日常の食

卓に並ぶ人気の食材です。 

今回ご紹介の揚げ豆腐はローカルの居酒屋

（ビアホイ）では定番のメニューで、各テーブ

ルで大体注文されるほどの人気メニューです。

日本のように揚げ豆腐にあんかけなどをかけて

調理するのは一般的ではなく、こちらはベトナ

ム式の醤油などをつけて食べるのが一般的で

す。また大体香草が添えて出されるところがい

かにもベトナム式という感じがします。 

 50000ドン（250円）～ 


