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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 

 

21年テト 7連休、建国記念日は 4連休へ 
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2021 年度のテト（旧正月）休みを 2 月 10 日から 16 日までの 7 連休、

建国記念日を 9 月 2 日から 5 日までの 4 連休とする提案を首相が承認した。

労働法ではテトは 5 連休としているが、2021 年は既定の休暇が土日に当たるこ

とにより、振替休日を合わせて 7 連休となった格好だ。また建国記念日について

は 2021 年より施行される改正労働法により建国記念日の休日が 2 日間とな

る。今回はこの 2日間の祝日に土日が加わり 4連休になった。 

 

なおこのスケジュールが適応されるのは土日が休みになっている公的機関のみ

で、一般企業については各社での決定に委ねられる。 

 

給与支払い無利子融資：条件緩和で利用者増加 
 ベトナム社会政策銀行は給与支払い目的のため無利子融資事業について、

先月 11 月 20 日までに 60 社の企業、労働者約 2400 人が融資を受けて

いることを明らかにした。因みに政府は 10月 19日に新型コロナウイルスの影響

により給与支払い目的の無利子融資を受けるための条件を緩和している。 

緩和条件として「休暇期間中の給与 50％以上を既に支払っていること」とい

う条件が廃止され、「休暇期間中の給与支払いに充てる資金が確保できないこ

と」という条件が「売上高の減少率」などに変更された。また対象となる労働者の

休暇期間も「4 月 1 日から 6 月 30 日まで」から「4 月 1 日から 12 月 31

日」までに拡大された。 

旧規定では融資受けるための条件が厳しかったので条件が揃った企業が全

国で 1社のみであったため今回の条件緩和が実施された。 
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カード利用ができない店が多かったが、現

在は個人商店などを除きほとんどの店で

カードの利用ができるようになっている。 

買い手にとっては都度ＡＴＭで引き出しを

する手間や現金を持ち歩く危険性などが

なくなり普及してきている。 

今後もこの流れは進んでいくと見らており、

各店もそれに合わせた販売形態を導入し

ていく必要がありそうだ。  

 

 

 

 

ベトナム国家決裁社によると ATM の現金

引き出し件数の割合が 2015 年と比べて

60％ほど低下しているという発表があった。

その一方で送金サービス（オンラインで口座

から振り込みなどを行うもの）は飛躍的に伸

びているという。 

この背景として近年ベトナムではオンライン

ショッピングが普及していること、またインター

ネットバンキングやカード利用など現金を持ち

歩かずに支払いをすることが主流になってい

ることが挙げられる。 

これまでベトナム国内ではオンライン決済や

ベトナムのコロナワクチン：

接種費用 50 万 VND 以下

の見通し 

ナノゲン社が開発中の新型コロナワクチン

の臨床試験について、国防省傘下の軍医

学院は 10 日からワクチン接種を受けるボ

ランティアの募集を開始する。募集人数は

40 人で既定の年齢や健康状態、持病の

有無などの条件を満たした者が対象とされ

る。 

臨床試験は計３期に渡って行われる予定

で、第３期については市中感染の多いバ

ングラデシュ、インド、インドネシアの３国と

協力のもと行われる。 

ワクチンは来年５月にベトナム国内で一般

向けに販売される予定で、販売価格は

50 万 VND 未満になる見通し。現時点

での生産能力は２００万回となっている

が、ワクチンを開発するナノゲン社は今後

６か月で３０００万回分に増やす計画

もあるという。ベトナム国内でも独自に新型

コロナワクチンの開発を進めており、こちらは

２０２１年度末の発売を目指している。 

コロナ禍で破綻したベトナム人の拠り所 

 

 コロナ禍で生活に困窮するベトナム人留学生や技能実習生のニュースが報道されていま

す。日本からベトナムへの航空機がほぼ飛んでいない状況で、帰るに帰れない彼ら彼女達

をサポートしている、ベトナム人尼の存在をご存知ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

東京でベトナム人の供養を引き受ける、ティック・タム・チーさん 

 

一般社団法人「在日ベトナム仏教信者会」の会長を務めるベトナム人尼僧のチーさん。ベ

トナム中部高原・ザライ省の農村出身で母子家庭に育ち、7歳で出家しました。恩師の勧

めで 2001年日本の大学へ進学、博士課程の 2011年に東日本大震災が起こり、被災

したベトナム人の避難に奔走したことがきっかけで、日本で尼僧として活動することを決めまし

た。震災後、チーさんの元にはベトナム人仏教信者が多く集うようになりました。 

 

2012年からは、日本で亡くなったベトナム人技能実習生や留学生らの供養を引き受けて

います。大使館の依頼などを受けて葬儀に呼ばれることも増え、2018〜2020年の 3年

間で 200名の葬儀を執り行いました。供養するのは 20〜30代の若者で、病死や事故

死のほか自殺も多く、やるせなさを感じています。 

 

長く東京都港区の浄土宗寺院を拠点にしていたが、今年 8月に埼玉県本庄市に拠点を

移しました。来年は東京にも集いの場を開設する予定です。コロナ禍で困窮するベトナム人

支援の現状を直接お伺いしました。 

（取材日 2020年 11月 30日） 

 

 

ATM利用者が激減：オンライン取引が主要に 

時事 
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Q1.コロナ禍で困っているベトナム人にどんな支援をしていますか？ 

「行っている支援は主に 6種類、食料・お葬式・人道相談・保護（シェルター）・帰国支

援です。3/25 の時点でビザ期間満了で帰国したい 1万人と、留学や旅行など中短期

滞在者 8,000人が途方に暮れていました。 

 

まずは食料を 6,000 カ所に郵送しました。360万円掛かりました。7月末には支援金が

底をついたので、信者会のメンバーと一緒に物資（米・インスタントラーメン・調味料・マス

クなど）を 1万 9,000人に手渡しました。 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ期間中で 40名弱のお葬式を行いました。遺族はベトナムから来れないので、全て

火葬の許可を得ました。9月には台風 10号による土砂崩れで犠牲となった技能実習

生の葬儀のため、宮崎県へ行きました。声が掛かれば全国どこでも可能な限り飛んで行き

ます。 

 

人道相談は主にメンタルケアです。足止めされているベトナム人はお金のない人ばかりで

す。将来を悲観して自殺未遂に走る人や、様々な理由から妊娠中絶した女性に寄り

添って話を聞きます。 

 

ベトナム大使館と協力して保護施設（シェルター）を東京や千葉に 4 カ所開設しまし

た。住む場所を提供するだけでなく、食費や光熱費などの生活費支援を 600名に行って

きました。 

 

最後に帰国支援。これまでにベトナム行きのチャーター飛行機 45便で 1万人以上帰国

させました。成田空港までは 19回無料バスを出しました。チャーター便の航空券は帰国

者自身が払います（9万 3,000円）。ベトナムの親族が協力してなんとか工面する

ケースも多いです。しかし、これまで無料だった現地の隔離施設費用（8万円）が 11

月から帰国者負担になったので、経済的な理由から帰れない人も増えてきています。現

在、1万 6,000人の帰国希望者がいます。」 
 

 

 
 

街角便り 

 

犬食文化の衰退：ハノイの犬

肉街も消滅へ 

 

ベトナムの北部では中国の食文化の影響も

あり犬肉を食べる文化が現在でもあるが、禁

煙では若者や都市部の住民を筆頭に犬肉を

食べる習慣が無くなってきている。この背景と

して、国としての「イメージアップ」や「商品安全

衛生」のために国が率先的に呼びかけている

ことも影響している。 

 

ハノイのホン川に沿ったニャットタン街区ではか

つて犬肉レストランが軒を連ね、朝から晩まで

繁盛するその通りは「犬肉街」としてしたれて

いた。しかし現在ではそのほとんどの店が廃業

し、今では 1店舗のみとなっている。 

 

時代の流れもあるが犬肉レストランでの仕事

は体力的にハードなこと、また犬をと殺する精

神的なキツさもあり、客だけではなく従業員も

減っているのが現状だ。犬肉街があるこのエリ

アは下町という雰囲気だが、近年は都市化が

進むにつれて地価が上昇しており、多くの店

主がそれを機に店を閉めて土地を売り、職を

変えることを選択した。 

 

犬食文化については、犬を食べる文化が無い

国から批判的な指摘を受けることが多く、国

際的な発展を目指し、外国人観光客の増

加を目論むベトナムとしては一つの足枷となっ

ている。また近年では個人の生活が豊かに

なってきていることから、犬をかつての畜生から

ペットとして可愛がる層も増えており、そういっ

た感覚の人を中心に国内からも犬食文化に

対する否定的な声が上がっている。                         
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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 

Q2.支援を求める方々は、どういう経緯でチーさんの元に来るのですか？ 

「私は 10年近く日本で活動しており、ベトナムや日本のメディアにも出ていますの

で、在日ベトナム人のコミュニティでは有名なんです。直接 Facebook のメッセージ

を送ってくる人が多いけど、友達の紹介もあります。 

技能実習生は契約が満了した人か逃亡している人なので、元々所属していた企

業を頼れない場合がほとんどです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋でベトナム仏教寺院を開いた、トラン・トウィ・カンさん 

 

愛知県名古屋市で尼僧として働くカンさん。ベトナム戦争中に中部・クアンナム省

に生まれ、15歳で出家しました。2003年に縁あって愛知の大学院に留学し、そ

の後、日本で仏門に入る道を選びました。博士になるため論文を書く研究者でした

が、ベトナムに帰るより日本でベトナム人信者へ仏教を伝えたいという気持ちが大き

くなり、現在まで活動を続けています。 

 

自動車産業が盛んな愛知県は、外国人労働者が多いことで有名です。愛知県

内で技能実習生として働く外国人の 4割がベトナム人という統計があるくらい、ベ

トナム人が急増している地域です。 

 

長年拠点としていた、名古屋市天白区にある曹洞宗の徳林寺（とくりんじ）には

若いベトナム人が多く訪れ、仕事や生活の相談や情報収集、心の安定を叶えるな

ど、異国で働く彼ら彼女達の駆け込み寺として重要な役割を担っていました。 

 

カンさんは「日本にベトナム仏教の寺院を建てたい」という長年の夢を 2019年春

に叶え、名古屋市西部の稲沢市に愛知福慧寺（ふくえいじ）を開きました。宗教

法人として認められるよう、今まで以上に宗教活動と社会貢献に尽力したいそうで

す。 

 

コロナ禍の現在は、信者や知人から寄付された食料や生活用品を、愛知・三重・

岐阜の 3県に住むベトナム人へ配っています。Facebook を通じて支援を求める

連絡が多数来ています。 

 

 

バインクオン  

(Bánh Cuốn ) 

今月の一品はこちらです。バインクオンは米粉

をフライパン上で薄く伸びしたものを巻き上げ

筒状にしたものです。専用の甘酸っぱいつけ

ダレといっしょにお召し上がりください。 

 

付け合わせの肉は地域によって種類が異なり

ますが、ハノイの南にあるハーナム省の郷土料

理でして、そちらでは豚肉を炒めたものが添え

られています。ハノイでもお昼時によく食べられ

ており、学生からは間食としてのおやつ代わり

として人気があります。 

 

ローカル食堂で 25000ドン(125円)〜 


