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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日本の製造業の有望事業展開先：ベトナム 3 位
日本の製造企業の海外事業展開における動向を調査したアンケート結果によ
るとベトナムは有望な事業展開先として 3 位に位置付けられており、前回実施さ
れたときと同順位であった。
この調査は国際協力銀行（JBIC）によって実施され、今回で 32 回目とな
る。対象企業数は 954 社でそのうち有効回答数は 530 社であった。ベトナムが
3 位になった主な理由として、現地の経済成長や安価な労働力、優秀な人材な
どが挙げられた。一方課題としては不透明や法整備や他社との競合の激しさ、賃
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金の上昇などが挙げられている。
今号のハイライト

ベトナムの識字率 97.85％
教育訓練省によるとベトナムの 15 歳～60 歳における識字率は 97.85％で

時事ニュース

2

街角便り

3

今月の一品

4

あった。少数民族については 93.7％と全国平均を下回る結果となったが、ベトナ
ムの経済レベルから相対的に見ると、非常に高い識字率をほこっており、各地の初
等、中等教育の質の高さが窺える。
少数民族などへは国を挙げて子どもの教育環境の改善に取り組んでおり、地
域や民族による教育水準の格差が少なくなるように取り組んでいるところだ。また
大人で文字の読み書きができない人に対しても地域のボランティアなどが講習を
開催して支援を行っている。サパなど観光客の多い地域では就学中の子どもに
特産品の売り子をさせるなどして問題となっているが、こういった子どもの教育機
会を奪わないよう親や保護者への意識啓発も必要とされている。
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日本人女性が HCM のマンションで強盗被害
ホーチミン市内にある高級マンション

届け出て捜査を開始した結果、南部

で日本人女性が強盗被害にあう事件が

メコンデルタ地方にあるベンチェ省

起こった。女性が一人でいる際に空調

の男を犯人と特定し逮捕した。

の整備を装った強盗が家に入り犯行に
及んだとされている。

容疑者は以前このマンションの警備
員として勤務していたことがあり、

男は刃物で女性を脅し、騒ぐことがで

空調メンテナンスの作業員に転職後

きないよう口も塞いだという。これに

も 女 性 の部 屋 に 出入 り した こと が

より女性は気を失い、その間に犯人は

あったという。その際に高価な家財

部屋にあった金品を奪い逃走。盗まれ

があることを知り、犯行に及んだと

たものの総額は日本円で約 136 万円

されている。

にも上った。
この女性が意識を戻したあとに警察に

外国人はこういった被害に遭いやす
いので、突然の来訪者に対しては慎
重な対応が求められる。

時事
鉄道チケットのキャンセル：
現金不足で対応できず？
1 月の終わりから 2 月にかけて新型コロナ
ウイルスのクラスターが起きていることを受け

ベトナム入国時の強制隔離制度について
現在海外からベトナムへ入国すると強制隔離の措置を受けますが、国が指定するホテルにて 2
週間隔離の後、更に自主隔離として自宅や宿泊施設として 2 週間の隔離期間を過ごさなけれ
ばなりません。この制度については状況に応じてよく変更されますが、2021 年 2 月現在、入国し
た方の隔離体験を聞きましたので紹介します。

て事前に購入した鉄道チケットのキャンセル
が相次いでいる。しかし急なキャンセル対

・ベトナムへ入国後は専用車で隔離施設へ直行

応で窓口の現金不足が発生し、返金対

ベトナムへ入国後は専用車で隔離されるホテルへ直行します。ここで 2 週間隔離となります

応が出来ていないという。

が、完全に外に出ることができません。またバルコニーなどがない部屋の場合もありますので、窓
以外からは一切外の空気を吸うことができない状況になります。定期的に体調に関する問診が

ちょうど今の時期は旧正月前ということもあ
り、その期間の帰省や旅行のためにチケット
を事前予約していた人が多かったことで、こ
ういった事態に見舞われている。

ありますが、スタッフが十分な英語を話すとは限りませんので少し込み入った話をする場合は苦
労する可能性があります。

・食事、通信環境は？

南部にあるドンナイ省ではこういった返金対

部屋には Wi－Fi が繋がっていますのでネット環境は確保されています。食事は 3 食供給され

応ができないことに不満を感じた客が騒ぎ

ますが、基本はベトナム料理だけですので慣れていない人は厳しいかもしれません。一応部屋に

を起こし、警察が出動する事態にまで及ん

は湯沸かし器がありますので、日本からインスタント食品を持ち込んで食べることは可能のようで

でいるようだ。

す。

鉄道会社はチケットの利用期限の延長や
返金対応を提案しているが、返金対応の

・2 週間強制隔離の後に自主隔離とは？

場合は購入額の何割かをキャンセル料とし

ホテルでの隔離を終えると晴れて自由になれるかと思いきや、ここから更に 2 週間の自主隔離

て客が負担しなければならない。返金対応

を求められます。食料品など必要に応じて買いに出ることはできますので、若干自由は許されま

の場合は 3 か月後に払い戻しを実施する

すが、知り合いや友人などとの会食などは控えるべきでしょう。今の状況下ではコロナ感染者に

と鉄道会社は発表している。

対する世間の目線も厳しいですし、それが外国人によるものだと分かると少し恐いものがありま
す。今の時期は入国から 1 か月は完全に自由に行動することはできないと思っておくべきでしょ
う。

。
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野球全国大会：優勝はハノイ
チーム
1 月に日越野球協会主催による野球の全

テト休み直前のクラスター発生！？ハノイの様子は？

国大会が実施されたが、優勝はハノイチーム
となった。大会はベトナム南部のドンナイ省に
ある工場地内の野球場にて開催された。

テト休みを 2 週間前に控えた時期にベトナム北部でクラスターが発生しました。これまで市中
感染ゼロを長く保ってましたが、再度緊張が走ります。ベトナム人にとって最大のイベントを控
えた目前のクラスターに「よりによってこんな時期に～」と思っている人も多いと思いますが実際
にどのような雰囲気なのか、ハノイを中心にお伝えします。
・各企業や学校ではテト休みを前倒しにするところも
ちょうど休みに入る 1 週間前ぐらいの発生でしたので、テト休みを前倒しにしたりリモートにさっ
さと切り替える企業、学校が多かったようです。またこの時期は忘年会シーズンではありました
が、そういったイベントの開催も中止され、おとなしくテトを迎える雰囲気が出ていました。

今回が初めてとなるこの大会はハノイ、ダナ
ン、ホーチミンの 3 チームが参加し、準優勝は
ホーチミン市のチーム、3 位はダナン市のチー
ムとなった。
日越野球協会は 2018 年に設立され、ベト
ナムにおける野球の普及や野球環境の整備
を目的に活動している。今後も日本人ではな
くベトナム人にも野球に興味を持ってもらうた
めにベトナム国内での活動を実施していく予
定だ。
ベトナムの球技と言えばサッカーが真っ先に上
がり、その次にバレーボールと続いている現

・帰省への影響
移動の制限があることや、既に陽性者との接触があって隔離されている人など、テト期間中に
帰省ができなかったという人達もいます。相当ショックだったのではないかと思われますが、こう
いった声があまり挙がって来ないのは、ある種の諦めとも言えるでしょうか。一方帰省の必要が
ない人たちにとっては通常通りのテト休みを過ごしており、お寺参りなども従来よりは数が少な
いものの、普通に行われていたように思います。

状。野球は存在は知っているがルールを知っ
ている人はほとんどいないという認知度であ
る。
ベトナムはまだまだスポーツの選択肢が少ない
国で、学生なども様々なスポーツに触れる機
会が少ない。特に学生のクラブ活動といった
制度も今の時点ではないので、スポーツの普
及が今後の経済の発展に伴い進むことが期
待されている。

・テト期間中の旅行が中止に
テト期間中はベトナム人でも旅行をする人が多いですが、今回の一件で中止にしたという人
もたくさんいます。政府から極力控えるように言われていることもありますが、やはり自分が感染
することや他の人に移してしまうことに対する恐怖心が強いことが窺えます。また日本人も同
様で、テト休み期間中に一時帰国ができず国内旅行を検討していた人たちも取りやめになっ
たという話がチラホラ聞かれます。
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今月の一品

・再度打撃を受けるホテル、飲食業
国内の感染状況はしばらく落ち着いてきましたので、飲食業やホテル業は国内旅行
者を中心に盛り返してきていましたが、ここに来て再度客足が遠のくことになってしまい
苦難に立たされます。特にホテル関係は昨年から 1 年近く客足が遠のいているところ
も多く、飲食店と共に廃業しているところが目立ちます。外国人観光客が多い旧市街
もこの 1 年は閑古鳥の鳴くシャッター通りとなっていました。まだ先行きの目途も立た
ず、楽しいテト休みとはいかなそうです。

おかゆ

(cháo)

今月の一品はおかゆです。日本でもなじみ深
いおかゆですが、こちらのおかゆは日本のそれ
と比べてかなり水っぽい食べ物です。
日本では少し体調の悪い時などによく食され
ているイメージですが、こちらでは小腹がすい

・テトを控えて抑え込みに躍起になる政府。その効果は？

たときや朝ごはんなどでもよく食べられていま

テト休みで色々な機関が休みになる中でクラスターが大量に発生という事態は避けたい

す。もちろん体調が悪い時にも重宝されてい

政府。国会でもテト休暇に入る前の抑え込みを訴えていました。実際感染が疑われる

ます。

人や場所はバンバン隔離していましたので、現在の時点で大きなクラスターは見られてい

具材は鶏肉など色々ありますが、日本にない

ません。気温もこのテトの時期は 25 度前後と高めでしたので、そういった要素もあるの

具材と言えばホルモン入りのおかゆもありま

かもしれません。まだ感染が完全に収まったとは言えない状況ですが、一先ずの危機は

す。少しク セがあり ま すが、歯ご た え があり

脱したような気がします。

中々いけます。備え付けの香草と一緒に頂く
のがいかにもベトナム風です。

丁度一年前にコロナが始まり、行ったり来たりを繰り返しているような気がしますが、ベト

一杯 20000 ドン程度～

ナムは早期の抑え込みに成功して比較的普段通りの日常を戻すことができた国です。

お問い合わせ

今回のテト前のクラスターは国民に若干の焦りを与えましたが、これまで通りの対応でとり
あえず乗り越えられると信じたいです。

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。

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。
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