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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 

 

労働法改正案：6つの検討事項 
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 労働傷病兵社会省は労働法改正案を発表し、これに対しての意見を集め

いている。当局の話によると、この改正案には 6 つの話し合いが必要な問題が

あるとしている。具体的な 6 つは以下の通り。 

1、残業時間の上限に関する問題 

 特別な場合の上限をこれまでの年間 300 時間から 400 時間に引き上げ

ることを検討。 

２、定年退職に関する問題 

 現行の男性 60 歳、女性 55 歳から、男性 62 歳、女性 60 歳に引き上

げる方針で、この引き上げを実施するタイミングをどのように実施していくかの議

論が必要となる。また現在は定年退職について年齢差があるが、将来的には

男女差をなくす方向で検討している。 

３、職場の労働者代表組織に関する問題 

４、テト休暇日数の問題 

 これまでのテト休暇 5 日は間に休日が入る場合は振り替え休日を用いてき

たが、これを適応せずに正味 5日の休みにすべきか検討している。 

５、祝日関する問題 

 7月 27日を「戦争傷病者・烈士記念日」を祝日に加える方向で検討中。 

６、全国の行政機関の営業時間に関する問題 

 原則として全国の行政機関の営業時間を午前 8 時半から午後 5 時半ま

で、昼休みを 60分で統一する方向で検討中。 
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化の可能性について評価を行う予定だ。 

プロジェクトで使用する廃プラスチックは洗

浄した後に乾燥させて細かく砕き、溶かし

てアスファルトに溶かす。こうすることにより

通常のアスファルトよりも強度が増すとさ

れ、建設後の耐用年数も伸びると言われ

ている。 

ベトナムは世界的にもプラスチックごみの廃

棄量が多い国の一つとされており、ハノイや

ホーチミンのような都市部は特にその量が

多いことから今回の計画がその解決の糸

口になることが望まれる。 

 

北部のハイフォン市ににある工業団地内で、

プラスチックごみをリサイクルして作る道路建

設計画がスタートした。プラスチックごみの大

量廃棄が問題となっており、これに対する取

り組みとして近年各国から注目を浴びてい

る。いくつかの国では既にこの計画が実施さ

れているが、ベトナムでは初めての取り組み

だ。 

この計画では使用済みのビニール袋やプラス

チックを道路の建設資材に利用することで経

済循環にも寄与すると期待を受けている。

完成時期は今年の 9月あたりとしており、完

成後は同市にあるベトナム海事大学が実用

「行政機関の開業時間統

一」に反対多数 

労働傷病兵社会省が発表した労働法改

正案に各行政機関の開業時間を全て統

一するという草稿が盛り込まれたが、これに

対し関係機関、国民から反対多数挙がっ

ている。 

今回の草案は開業時間を全国統一する

ことにより、より各機関同士のやり取りをス

ムーズに行うという目論見があるわけだが、

都市部と地方での生活形態の違いなどか

らこのような反対意見が挙がっているよう

だ。 

具体的には通常 8：30～17：30 まで

の時間が一般的な開業時間とされている

が、地方では 7：00 から開業しているとこ

ろもある。これは例えば農村地域のように、

一般的な都市部よりは一日の始まりが早

い地域などに多い。行政サービスの提供と

いう点では各地域の利便性に合わせて開

業時間を考えるべきだが、今回の決定は

国側の都合を優先したものであると批判が

集まっている。 

 

ベトナムに来た初めのころ、ベトナム人から日本語で「こんにちは」と挨拶されたときに「微妙に

時間がずれているな」と感じていました。例えばまだ朝の 10：30 ぐらいであるにも関わらずそう

言われることが頻繁にあったのです。この点に疑問を感じていましたが、ベトナム語における時間

枠の区切りに違いがあったと気づいたのは暫くたってからのことでした。 

・日本は朝、昼、晩。ベトナムは？ 

日本では大きく一日を３つに分けて朝昼晩と区切りますが、ベトナムではこれを 4 つに区切

ります。朝は日が出てから正午まで、昼は日が沈むまで、夜は暗くなってからと考えるのが一般

的でしょう。ではベトナムの時間枠の概念はどのようになっているのでしょうか。 

・４つの時間枠「sáng,trưa,chiều,tối」とは？ 

「sáng」：日が出てからの時間帯を指す。元々の意味は「明るい」 

「trưa」：正午前後の時間帯をさす。大体 10：00～14：00 辺りを指すことが多い 

「chiều」：上の時間が終了して日が沈むまでの時間帯 

「tối」：日が沈んでからの時間帯。元々の意味は「暗い」 

・「trưa」とはどのような時間帯なのだろう？ 

10：00～14：00 という時間枠は日本人にとって馴染みがありませんが、ベトナム人にとっ

てはどのような時間枠になるのでしょうか。一説では昔のベトナム人は皆朝早くから活動し、正

午前後は気温が高くなることもあり、休む時間だと考えられているようです。現代のように会社

務めをしているような人の労働時間の感覚は、私たちのそれとほとんど変わりませんが、田舎で

農業をしているような人は上のような感じで一日を過ごしている人も多いです。ベトナムでは昼

寝文化が浸透しており 14：00 ぐらいまで昼寝している人も多いので、この時間帯は比較的

街が静かな印象もあります。 

 

 ベトナムでは「trưa,chiều」のどちらも「昼」と訳されるので、冒頭のように「こんにちは」の挨

拶が午前でも出てしまうというわけです。異文化の人の考え方を知るには相手の母国語を学ぶ

のが一番の早道だとよく言われますが、今回の話はその典型かと思います。 

   プラスチックごみのリサイクル道路建設へ 

時事 
ベトナム人にとっての時間枠 
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・高級ブランドの偽物 

シャネルやヴィトン、プラダといったバッタ物は当地でもよく見られます。もちろん本物の正規品も

売られてはいますが、本物を買うお金がない人がよく利用しているようです。しかし品質は本家

と比べてもかなり粗悪品で、耐久性という部分でもかなり劣ることは否めません。都会的な若

者にとってはバッタ物を身に着けているということに対して「ダサい」という感覚があるようですの

で、どちらかというと田舎の人やそれなりの年齢がいっている女性が好む傾向があるとのことで

す。 

 

・携帯電話の偽物 

ベトナムでの携帯電話の人気ブランドと言えば間違いなく iPhone が挙がります。しかし高価

で値段が張りますので偽物が出回ることもしばしば。見た目は iPhone そっくりですが、中身

のパーツは中国製の粗悪品を使っているという話もよく聞きます。また正規の iPhone を個人

の修理屋に出したところ、中身のパーツを別のものに変えられて返却されたという被害も聞き

ます。 

 
 

 

 

ベトナムでは街を歩くと色々な偽ブランド品を見ることがあります。シャネルやヴィトンなどのバッ

タ物は街中でも堂々と売られていますし、ただの服にロゴだけ貼ったユニクロのバッタ物もよく見

かけます。日本も一昔前までは海賊版のものがよく売られていましたが、最近では賢明な取り

締まりと国民の海賊版の偽ブランドを買わないという意識改革により、その数はかなり少なくな

りました。今回はベトナムの偽ブランド品についてお話します。 

街角便り 

 

街に横行する偽ブランド品 

癌患者数の上昇がベトナムでも

懸案事項に： 

 

現在ベトナムの癌患者数は確認できるだけで

も 30 万人余りいるとされ、ベトナムは癌患者

の多い国の一つとされている。世界的ながん

患者数の中で 65％は中・低所得国に住ん

でいるということもあり、ベトナムも国を挙げてこ

の状況の改善に取り組みを進めている。 

 

男性で特に多いのは肝臓癌、肺癌、胃癌、

直腸癌となっており、女性では乳癌が最も多

く、胃癌、肺癌と続いている。現代の医療で

は癌を早期で治療した場合、殆どが治療でき

るようになっているが、ベトナムではかなりス

テージが進んだ段階で受診に来ることも多く、

それが生存率を下げる一因となっている。 

 

ベトナムでは癌治療を専門とする病院が全国

に 8 か所あり、腫瘍などを専門に扱う病院が

69 か所ある。ハノイ市にあるがん治療専門の

某病院では、世界各国の大学や病院と提携

して癌治療に関する研究を行っている。 

 

同大学の院長によると、2023 年までにはベ

トナムにおける癌治療の更なる進歩を目指し

ているとのことで、これからも癌患者によって命

を落とす人や新しく癌に罹患する人を少なくす

るための取り組みに尽力したいと語っている。 

 

 



4 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

・偽ブランドの食品で健康被害も 

身に着けるものなどであればまだしも、口の中に入れる偽物は気をつけたいところです。

日本製の赤ちゃん用粉ミルクはベトナムでも人気の商品ですが、中にはパッケージだけ

そっくりのものを使い、中身だけ他のものを入れているということもあります。しっかりとした

店で買えばそういった被害に遭うことはありませんが、出所が不明な店などで購入すると

こういった被害に遭いやすいようです。また酒類などでも同じく、中身だけ別のものを詰め

替えたものを販売するといったこともあるようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近では警察も取り締まりに本腰を入れて取り組んでおり、一昔前ほど自由に偽物を

販売しているような雰囲気は無くなりつつあります。しかし一度取り締まりでそういった販

売所を壊滅させてもまた時間が経つにつれ雨後のタケノコのように出てきますので、警察

とのいたちごっこは続きます。食品などはほとんどの人が本物だと思い込んで購入している

ので、こういった偽物の撲滅にしっかりと取り組んでほしいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
焼きフォー  

(phở xào) 

今月は焼きフォーです。焼きそばの麺にフォー

を使用したものになりますが、日本風に言えば

焼うどんといったところでしょうか。 

今の季節は気温も高く、フォーを食べるには

ちょっと暑苦しいというときには焼きフォーをお

勧めします。具材は主に牛肉と香草、トマト

などが使われており、栄養のバランスも中々の

ものです。 

フォーを扱っている店では大抵メニューとしてあ

りますので、フォーを食べ飽きたという人には気

分転換に食べてみるのもいいかと思います。 

ローカル食堂で 25000VND（125円）～ 


