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訪越団派遣の延期について 
 

平素は本協会の運営について格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

本協会は、会員の拡大やベトナム総領事館との連携・支援、訪越団の派遣など順調に友好活

動に取り組んでまいりましたが、このたび 関西日越協会（事務局・関経連）の皆さまを新たに

お迎えして共に活動を進めることになり、新たなる旅立ちの一歩として今年 10月に訪越団を派

遣する予定にしていましたが、日程及び参加者など諸般の都合により延期となりました。 

参加を予定されていた方に対しては、誠に申し訳なく存知ますが、今一度ご考慮願い是非参

加して頂けるようお願いしたいと存じます。 

 

予定では、来年 4 月頃の派遣を考えております。日程など詳細決まり次第再度ご案内申し上

げますので、ご参加の程宜しくお願い致します。 

 今回の訪越は、ハロン湾があるクワンニン省・古い宮殿があるニンビン省や中部地区の美し

い海岸沿いのビィンディン省など新天地としてのビジネス観光を視野に入れた訪越を考えてお

ります。 

 

人材育成支援活動の実施について 
  

本協会は、これまでもベトナムの人材育成の支援活動を推し進めてきましたが、NPOの認定

を受けた後、皆様方のご協力も得て、幅広い支援活動ができるようになり、この度、その支援

活動の一環として、ゴルフ実習の体験指導及び語学留学生に対する介護施設の見学教育を実施

しました。 

1、ベトナムゴルフ界の将来を担う若者が来日 

http://jva-k.org/ 



昨年、ベトナムゴルフ協会からの派遣により、3名のゴルフ研修生を受け入れ日本のゴルフ場

の運営やゴルフマナー・国際ルールなど、これからのベトナムゴルフ界に欠かせない知識習得

研修を６ヶ月間に亘り実施しました。 

ベトナムゴルフ協会はもとよりベトナム外務省からも、高い評価を得られ更なる人材の育成

に期待されました。 

この活動を受けこの度、現在アメリカにゴルフ留学中の 13 歳～19 歳の男女 4 名がベトナム

ゴルフ協会の派遣で来日し、夏季休校中の１ヶ月間日本プロゴルフ協会のプロの体験指導を受

け、また、日本の文化・歴史・慣習などを学習しました。 

 

 各人それぞれがサンフランシスコ・フロリダ・テキサスのゴルフアカデミーに所属しており、

ゴルフの実力もなかなかの腕前で、ベトナムゴルフ協会ハオ書記長は、将来ベトナムのゴルフ

界を背負って立つ原石と期待しています。             

2、語学留学生に対する介護施設の見学教育  

現在、外国人看護師の候補者は、経済連携協定（EPA）に基づき 2008年以降インドネシアと

フィリピンから合計 629 人が来日し、国家試験に挑戦していますが、言葉の壁はどうしても否

めず、合格者は少数にとどまっています。 

そういう現状を踏まえ本協会は、安原記念福祉財団の賛同を得て同財団のご支援の下、看護

師などを目指すベトナムの若者に対する将来の夢の実現のため日本語習得は勿論のこと、介護

施設での見学学習を実施することにしました。 

今年 7 月２日、ベトナムのハノイ近郊にある看護大学の卒業生 23 歳～34 歳の女性 6 名が将

来、介護しとして日本で活躍したい希望をもって語学留学生として来阪し、大阪市内の日本語

学校で 1年間の日本語教育を受けることになりました。 

留学生らは、日本語を勉強する傍ら、本協会の笠原理事（泉南生活協同組合）の協力で、大

阪市内の宿舎で生活しながら同生協の介護施設（大阪府貝塚市）での介護教育の見学学習を受

け看護師・介護福祉士の国家試験の合格を目指します。 

 

  

高齢者向け介護施設での訪問交流      ベトナム総領事館スタッフと留学生達 



ベトナム進出企業の紹介 
 

 本協会の会員企業である特殊梯子製作所（兵庫県神戸市長田区所在）は、昨年ベトナムのハノ

イ近郊にあるタンロン工業団地に進出し、現地のベトナム人を雇用し企業展開を図りました。  

同企業は、平成 17 年香港新幹線の脱出用非難梯子を手がけ特許製品を生かした業界屈指のエキ

スパート企業でもあり、防衛庁・警察庁・川崎重工・大手ハウスメーカーなど各団体、企業のニ

ーズに応じた製品の開発製造に取り組んでいます。主となる製品としては、安全性・機能性を備

えたスーパーラダー（伸縮性の梯子）やロフト梯子などであり、常に日々の生活に直結した快適・

利便性を追及した製品開発に挑んでいる企業です。 

    

ベトナム支店で働く従業員             本社で勉強中の研修生 

 

現在タンロン工業団地の工場では、18 名のベトナム人雇用者を採用し、主に下記写真の自衛隊

などで使用される背負いバックなどを製造しています。            

        
製造中の背負いバック             工場で働く女性達（手作業が中心） 

 

特殊梯子製作所本社では、現在 4人のベトナム技術研修生が日々技術取得に取り組んでおり、

寺本社長は、今後もベトナム人の勤勉さ器用さを生かし、日本の技術力がベトナムの技術革新

に繋がるよう、日本とベトナム両国間の発展のために貢献していきたいとの事でした。 

 



ベトナム人材派遣セミナーの実施結果について 
 

2009 年ベトナムは、日本との経済外交において戦略的パートナーシップと日本を位置づけ

多角的かつ積極的な外交を推し進め、来年は日本との経済外交 40周年を向かえつつあります。 

ベトナムの経済現況において、問題点としてインフレ・財政システム経済・マクロ経済の発

展などが挙げられ、交通事情の整備化・医療関係・原子力の構築化など多方面において多くの

課題が残されており、それに携わる人材と労働力の確保は、日本とベトナムにとっても必要不

可欠であり、ベトナム人口の約 7割が 40歳以下と若くバイタリティーな国です。 

日本とベトナムの人材交流の魅力は、両国間の政治・外交・経済が良好であること、文化が

共通し、国民性が近いこと、勤勉性があって技術拍手早いことなどが挙げられます。 

現在、日本にはベトナムの研修生・実習生・技術者・留学生など約 18000 人が在日し、ベ

トナムへの日本の進出企業は、約 1200社に及んでいます。 

本協会へも「ベトナム人を雇い入れたい」「ベトナムで支店や工場をつくりたい」など様々

な問い合わせがあり、今回の人材交流セミナーを実施することになりました。 

 

本協会の新理事（建設ソリュウージョン協同組合）の主催でベトナム社会主義共和国総領事

館と本協会が合同で、ハノイから TMS人材株式会社を向かえ「ベトナムの経済現状と日本ベ

トナム人材交流潜在性」というテーマで、 

 

日時     ７月 30日午後 2時～午後 4時の間、 

場所   ベトナム社会主義共和国総領事館 

 

において人材セミナーを開催しました。 

本協会からは、和田理事長が出席「人材育成の必要性について」説明され、ティーン総領事

は、「ベトナムの現状と人材交流の必要性について」説明されました。 

セミナーには、中小企業団体 25 団体が参加し、質疑応答を踏まえ有意義なセミナーで終始

しました。 

    

和田理事長                ティーン総領事 



 

ベトナム投資誘致セミナーの開催 
 

 本年 9月 17日～9月 21日までベトナム南中部沿岸地帯のビンディン省のミッション団が来

阪することになりました。 

 ビンディン省は、国内外の往来に利用できる国際港湾や工業団地・経済特区が整備されてお

り、今後益々発展が期待される地域でもあります。 

今回のセミナーは、日系企業の進出や投資に向け、ビンディン省の投資・ビジネス環境などを

ご紹介します。 

このセミナーにご参加希望の方は、本協会事務局までお問い合わせ下さい。 

 

   開催日時  9月 19日（水）  午後 2時～午後 5時 30分（受付午後１時 30分） 

   開催場所  堺商工会議所 2階 大会議室 

   定  員  150名 

 

   主  催  ビンディン省・在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館・堺市 

 

   後  援  日本ベトナム経済交流センター、関西経済連合会、大阪商工会議所、ジェ

トロ大阪本部、大阪産業振興機構、大阪国際経済振興センター、近畿経済

産業局、NPO 法人日越関西友好協会、日本ベトナム堺友好協会、堺国際

ビジネス推進協議会 

 

 

ベトナム建国 67周年記念式典の開催 
 

 本年 8 月 31 日ベトナム社会主義共和国総領事館において、ベトナム建国 67 周年記念式典

が開催されます。 

 

開催日時  8月 31日（金）  午後 6時 30分～ 

開催場所  ベトナム社会主義共和国総領事館 5階 

主催    ベトナム社会主義共和国総領事館 

 

毎年この時期に催しされ政界・経済界・在阪東南アジア諸国の総領事館の関係者などが多数

参列され盛大に開催されます。 

 式典及びパーティーの参加人数には限りがありますので、当総領事館からの案内をもってご

通知申し上げます。 



 

時事通信 

ベトナム経済 

1．主要産業                  農林水産業、鉱業、軽工業 

2．GDP（2011年）               約 1,227億米ドル 

3．一人当たり GDP（2011年暫定値）   1,374米ドル 

4．経済成長率（2011年、IMF）       5.9％ 

5．物価上昇率（2011年）          18.6％ 

6．失業率（2011年） 

2.27％（都市部：3.60％、農村部：1.71％） 

（不完全就業率 3.34％（都市部：1.82％、農村部：3.96％）） 

7．貿易額（2010年） 

（1）輸出 969億ドル（対前年比 34.2％増） 

（2）輸入 1067億ドル（対前年比 25.9％増） 

8．主要貿易品目（2011年） 

（1）輸出 縫製品、原油、携帯電話・同部品、履物、水産物等 

（2）輸入 機械機器・同部品、石油製品、ＰＣ・電子機器・同部品、布、鉄鋼等 

9．貿易相手国（2011年） 

（1）輸出 米国、中国、日本、韓国、韓国、ドイツ 

（2）輸入 中国、韓国、日本、台湾、シンガポール 

10．通貨          ドン（Dong） 

11．為替レート      1 ドル＝20.800 ドン（2011年 12月）（ベトコムバンク） 

12．外国からの投資実績（認可額）（2011年）     147億ドル（対前年比 26.1％減） 

13．経済概況 

（1） 1989年頃よりドイモイの成果が上がり始め、1995年～1996年には 9％台の高い経済成長

を続けた。しかし、1997年に入り、成長率の鈍化等の傾向が表面化したのに加え、アジア経済

危機の影響を受け、外国直接投資が急減し、1999年の成長率は 4.8％に低下しました。 

（2） 2000年代に入り、海外直接投資も順調に増加し、2000年～2010年の平均経済成長率

は 7.26％と高成長を達成した。2010年は当初の目標である 6.5％を上回り、6.8％成長を達成

した。2011年は 5.9％。しかし、急速な物価上昇、自国通貨の不安定化など、マクロ経済状況

は不透明である。この状況を受けて、政府は 2011年の経済運営に関し、マクロ経済の安定化

とインフレ対策を最重要課題として挙げています。 

（3） 近年ベトナムは一層の市場経済化と国際経済への統合を推し進めており、2007年 1月、

WTOに正式加盟を果たしたが、慢性的な貿易赤字、未成熟な投資環境等懸念材料も残って

います。 



 

 

7月のベトナム経済事情 

2012 年8 月 

在ベトナム日本大使館通信 

 

１ ．消費・投資等の需要動向 

 

財貨・サービスの合計は，年初7か月では対前年同期比18.7％増の1327.5 兆ドンとなっ

た。物価上昇分を除いた実質伸び率は対前年同期比6.7％増であった。 

輸出は，対前月比2.9%減の96 億ドルとなり，年初7か月の合計では，対前年同期比19%

増の629億ドルとなる見込み。他方，輸入は，前月並の95 億ドルとなり，年初7か月の合計で

は，対前年同期比7.3%増の630 億ドルとなる見込み。年初7か月の貿易赤字5800 万ドル

（輸出総額の0.09%相当）と，過去数年間で最小となる見込み。 

年初から7 月20 日時点までの外国直接投資認可額は80 億3000 万ドルであり，対前年

同期比33.1%減と落ち込んでいる。新規投資だけで見ると，総額51 億9930 万ドル（44.1％

減）であり，このうち，日本からの投資が約69%を占めている。なお，産業別では新規投資の

62%が製造業。 

 

２ ． 産業活動 

 

7 月の鉱工業生産指数は対前月比3.2%増，年初7か月では対前年同期比4.8%増となった。



鉱工業全体の付加価値創出の約75%を占める製造業では，造船・通信設備・自動車部品・電

子部品が伸びているものの，全体としては伸び悩んでおり（対前年同期4.3%増），在庫指数も

依然として高い。なお，地方省別の鉱工業生産指数を見ると，バクニン省が大きく伸びている

（30%増）。  

 

３ ．物価及び金融・財政情勢 

 

7 月の消費者物価指数（CPI）上昇率は，前月に引き続き対前月比マイナ（0.29%減）を記

録した。対前年末比では2.22%増，対前年同月比では5.35%増である。なお，年初7か月の

平均で見ると，対前年同期比11.2%増となった。 

7 月1 日，国家銀行は政策金利の1%引下げを実施（5か月連続の引下げ。ディスカウント

レート：9％→8％，リファイナンスレート：11％→10％，貸出基準レートは9%で変更なし）。 

7 月上旬，国家銀行・ビン総裁は銀行に対し，既往の貸出に対しても上限金利を15％と

するよう指示。為替相場は，銀行提示レート1 ドル＝20,900 ドン前後で推移（国家銀行の提

示する基準レートは1 ドル＝20,828 ドン）。 

 

 

 

会費納入のお願い 
平成 24年度の会費については、 

 

正会員   3 万円 

賛助会員  1 万円 

 

皆様からの会費については、ベトナムとの友好活動及び支援活動など幅広く活用させていた

だいています。当協会は、発足以来 17 年目を迎え会員の数も増えて益々活動の場が広がって



います。何卒ご協力の程宜しくお願い致します。 

 

 

【注】平成 23年度の会費が未納の会員様にあっては、誠に申し訳ありませんが本年度の会費

とあわせて納入していただければ幸いです。 

 

※当協会へのご相談・ご質問についてはお気軽にご連絡下さい。 

          

お問い合わせ先 

            特定非営利活動法人 日越関西友好協会  

事務局 担当者（石黒・古賀） 

                              電話 06-6266-0562 

                              FAX  06-6266-1192 

E メールアドレス  jva@cure.ocn.jp 

 

ベトナムの交通と町並み 

 


