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ごあいさつ 
 

日越友好愛知県議会議員連盟は愛知県とベトナム社会主義共和国との交流を促進し、相互

の理解と友好関係を発展させることを目的として、愛知県議会内に超党派の議員連盟として

平成２０年１０月に発足し、現在では６９名の会員を有しております。その間、平成２１年

１月にハノイで開催された愛知県サポートデスク開設に伴う記念交流会への出席、平成２１

年度から毎年、名古屋大学日本法教育研究センターが開催する夏季セミナー受講のために来

名するベトナム人学生のホームステイ受入れなどの活動を行ってまいりました。 

今回、大村知事より愛知県とベトナムとの関係強化を図る

という県として重要なミッションのために渡航するので議

員連盟もぜひ一緒にとの要請があり、会員に対して参加者を

募ったところ３１名が参加することとなりました。これだけ

の議員が目的を一つにして渡航するのは初めてのことであ

ります。今回の渡航を機に愛知県とベトナム社会主義共和国

とのパートナーシップがより強固なものとなり更なる交流

促進が図られることを願うばかりであります。 
 

                      日越友好愛知県議会議員連盟（調査団団長） 

                             会 長   倉 知 俊 彦 
   
 

〈日程概要 2012 年 4 月 15 日～20 日 ４泊６日〉 
 

４月１５日(日)〈中部国際空港からノイバイ国際空港へ ハノイ市〉 

・在ベトナム日本国大使主催夕食会※ 
 

１６日(月)   ・トヨタモーターベトナム企業視察 

・経済交流会※ 
 

１７日(火)  ・三菱重工エアロスペースベトナム企業視察 

・名古屋大学日本法教育研究センター訪問※ 

〈ノイバイ国際空港からタンソンニヤット国際空港へ 

ホーチミン市に移動〉 
 

１８日(水)  ・在ホーチミン総領事訪問※ 

・ホーチミン副市長訪問※ 

・元留学生等交流会※ 
 

１９日(木)  ・ベンチェ省知事、書記長訪問※ 

・グエンディンチュー病院視察※ 

・口唇口蓋裂患者宅訪問※ 

・ザオロン工業団地視察※ 

・ツーズー病院視察※ 
 

２０日(金)〈タンソンニャット国際空港から中部国際空港へ〉 

※印は経済交流訪問団と同行。右記枠内は経済交流訪問団に議連代表が同行した日程 

１５日(会長及び会派代表) 

フック前計画投資大臣訪問 
 

１６日(会長) 

国家副主席訪問 

計画投資大臣訪問 

首相訪問 

ベトナム中央健康委員会訪問

厚生大臣訪問 
 

１７日(会長及び会派代表) 

ベトナム航空訪問 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出発を前に結団式で挨拶される倉知会長 

 
 

     首都ハノイ 

 

 

 

 

             フエ 

 

人口：約 8,500 万人 

通貨：ドン 

時差：-2 時間 

 

      商都ホーチミン 

          (旧サイゴン) 
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2012 年 4 月 15 日(日) 

《経済交流訪問団―フック前投資計画大臣訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 15 日 17：45～18：30 

 ・場 所：フック前大臣自宅 

 ・対応者：フック前計画投資大臣 

(知事、議長、名古屋商工会議所会頭、中部経済

連合会会長、倉知会長(調査団団長)、会派代表) 

 ・会談概要 

   知事は、ベトナムと愛知県との人の往来を活発にしたいとし、ベトナム航空を訪問し、中

部国際空港への直行便の増便を要請するので、ぜひお口添えをお願いしたいとしたのに対し、

フック前大臣は協力を約束された。倉知会長からは、日越友好議員連盟を組織してから初の

大議員団での訪越であることや今後の実のある交流に対しての抱負について発言があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《在ベトナム日本国大使主催夕食会》 

 ・日 時：2012 年 4 月 15 日 19：00～20：30 

 ・場 所：在ベトナム日本国大使館 

 ・対応者：在日本国大使他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、名古屋

商工会議所会頭、中部経済連合会会長他) 

 ・調査概要 

   はじめに大使より歓迎の挨拶につづきベトナムとわが国との交流等についてご報告をいた

だき、知事をはじめ各界関係者より代表者の挨拶の後、各テーブルで議員連盟議員と大使館

関係者及び経済界関係等の方々と交流が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

2012 年 4 月 16 日(月) 

《トヨタモーターベトナム企業視察》 

 ・日 時：2012 年 4 月 16 日 9：30～11：30 

 ・場 所：トヨタモーターベトナム本社 

 ・対応者：丸田社長 奥部長 

(奥村調査団幹事長はじめ議連議員) 

 ・調査概要 

本県屈指のモノづくり産業である TOYOTA グループのベトナム進出は、1995 年 9 月、トヨ

タモーターベトナム（tmv）設立に遡る。以来 17 年の間に同社のシェアはベトナム全土で約

24％（現地製造台数 11 万台、並行輸入 9万台）にのぼり、昨年地元企業にトップの座を奪わ

れるまでは、圧倒的な地位を堅持している。本県は 2008 年ベトナム政府と経済交流協定を締

結、さらに中部経済連合会も 2011 年 6 月に同政府と協定を締結、名古屋商工会議所も同年 9

月派遣団によるベトナム訪問を実施した。世界との地域間競争に打ち勝つ“世界で戦える愛

知”を目指す我われは、本県の経済の支柱であるグローバルカンパニー、TOYOTA グループが

取り組むアジア戦略、特に近年成長著しい ASEAN 諸国のなかでも我が国との関連が急速に深

まりつつあるベトナム社会主義共和国の拠点工場を視察調査に訪れることによって、地域行

政と議会、そして企業との新しい関係と役割りを再考する機会を得ることが本調査視察にお

ける主たる目的である。 

張会長曰く「昔の日本の作り方の匂いがする。」との言

葉通り、工場内は“創意”と“工夫”に溢れている。まさ

に“手づくり”の気風が溢れている。12 年に一度の

“Dragonyear”にあたる今年は、平均年齢が 24 才の工場で

働く従業員にとっては特別な年にあたる。“縁起の良い

年”に結婚し、龍年生まれの子をもうけたいと願うという。

社は、現地の風習や文化、伝統を企業経営に取り入れ融合

を図りつつ融和と協調を持って現地での人材発掘と育成に

力を注いでいる。 

人口8,600万人、急成長を続けるベトナムに対して現在、

世界約 60 カ国の企業が積極的な投資に乗り出しており、そ

の中でも日本企業による投資額は米国に続いて第 2位であ

る。しかしインフラ整備が不充分であり自動車年間売り上

げ数は 15 万台と伸び悩んでおり、まだまだ市場が未成熟で

あるのが大きな課題である。 

また法定賃金は年々追うごとに上昇しており 2008 年には

100 万ドン、2009 年には 120 万ドン、2010 年には 134 万ド

ンにまで跳ね上がり低賃金だけを目的に進出するのも困難

な状況になりつつある。 

2020 年にはモータリゼーションが訪れると目されるベトナムでは、2018 年に ASEAN 域内の

関税撤廃されベトナム経済において大きな分岐点となること予測されるが、突然の税制変更

など産業政策における制度の変更や見直しは現地に進出している企業にとって大きな損失を

起こしかねない、国として確かなビジョンや政策すなわち明確な行動計画が必要である。そ
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こで愛知県として進出企業が安心して事業展開できる太いパイプ役となり、制度に対する意

見集約やサポートまた自国の国会に対する的確な発言が求められる。 

 

《経済交流訪問団―グエン・ティ・ゾアン国家副主席訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 16 日 10：00～10：45 

 ・場 所：大統領官邸 

 ・対応者：グエン・ティ・ゾアン国家副主席他 

  (知事、議長、名商会頭、中経連会長、倉知会長) 

 ・会談概要 

国家副主席が、愛知県とベトナム地方府とはすばらしい

関係を築いており、進出している日本企業の 25%は愛知県

の企業である。また、愛知、中部にいるベトナム人に対す

る支援に感謝しているとしたのに対し、知事は、愛知県に

は 4,000 人以上のベトナム人が住んでおり、この内 200 人

以上は留学生で、ベトナムで留学生 OB のネットワーク組

織もできている。交流を促進するには直行便の増便が不可

欠。ベトナム航空に増便の要請を行うが、副主席にもお力

添えをお願いしたいとした。また、議長、倉知会長ともに

ベトナムに対する関心の高さを報告した。 

 

《経済交流訪問団―投資計画大臣訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 16 日 11：00～11：45 

 ・場 所：計画投資省 

 ・対応者：計画投資大臣他 

(知事、議長、名商会頭、中経連会長、倉知会長、中部国際

空港株式会社社長、病院事業庁長) 

 ・会談概要 

知事がベトナム航空に対し増便のお願いをする件に対し、

計画投資大臣は、日本からの進出企業数は最大で、愛知県

からの進出企業もサポートデスク(外国投資庁内)ができた

2008 年には 58 社だったが、現在では 107 社に倍増した認

識を示す。また、倉知会長は、ビン駐日ベトナム大使の要

請で、友好議員連盟を組織し、連盟として初めて大議員団

での訪越であることを報告し、相互協力を要請した。 

 

《経済交流訪問団―グエン・タン・ズン首相訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 16 日 14：00～14：30 

 ・場 所：首相府 

 ・対応者：グエン・タン・ズン首相他 

(知事、議長、名商会頭、中経連会長、倉知会長、中部国際

空港株式会社社長、病院事業庁長) 

 ・会談概要 
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   知事が愛知県は製造業の集積地であり、ベトナムへの投

資意欲が強く、また本日は、厚生省や中央健康委員会にお

いて、医師や看護師の受け入れ、患者の受け入れに関する

覚書を締結する予定であると報告。直行便の増便をベトナ

ム航空に要請する予定であるので、お口添えをお願いした

いとしたのに対し、首相は、ベトナムと日本は共通点が多

い、両国の関係を戦略的パートナーシップに格上げした。 

日本はベトナムで一番大きい投資国。両国は貿易投資の面でまだまだ潜在力があるので、両

国の関係強化の役割を担なっていきたいとした。人的交流も期待しており、ベトナムと日本、

愛知で、貿易、経済、投資、観光の促進を図っていきたいので、直行便の増員は応援してい

る。医療分野での協力も喜んでいる。日本はハイレベルな医療技術を持っており、両国の病

院同士が協力することは喜ばしい。教育分野でも大学間の良い関係を築いていきたいとした。 

 

《経済交流訪問団―ベトナム健康中央委員会》 

 ・日 時：2012 年 4 月 16 日 14：40～15：20 

 ・場 所：ベトナム共産党中央委員会 

 ・対応者：グエン・クォク・チヨ委員長、中央病院長他 

(知事、議長、名商会頭、中経連会長、倉知会長、中部国際

空港株式会社社長、病院事業庁長) 

 ・会談概要 

 委員長が、ベトナムでは、伝染病、心臓病などの内臓疾

患、がんが課題となっている現状、医療器具なども日本に

依存している現状を報告し、人材育成面での協力を要請し

たのに対し、知事はがんセンターで患者を受け入れるとし、

覚書によりベトナムの医療技術がさらに発展することを望

むとした。病院事業庁長からは県立病院でも患者を受け入

れる用意があるとした。会談後、「医療サービスの提携に向

けた協議開始に関する覚書」を締結した。 

 

《経済交流訪問団―厚生省》 

 ・日 時：2012 年 4 月 16 日 15：30～16：00 

 ・場 所：厚生省 

 ・対応者：グエン・チ・キム・テエン厚生大臣他 

(知事、議長、名商会頭、中経連会長、倉知会長、中部国際

空港株式会社社長、病院事業庁長) 

 ・会談概要 

 知事が、本日、研修生の受け入れに関する覚書を締結するが、これからがスタート。ベト

ナムの医療がさらに発展することを望むとしたのに対し、厚生大臣は、日本の医療機関で研

修を受けられることのほか、治療を受けられることを期待している。また、医薬品メーカー

など企業の医療分野への進出も期待しているとした。また病院事業庁長は、がんセンターで

は、世界トップレベルの医療技術を提供でき、外国人研修生の受け入れのノウハウもあるの

で安心して派遣してほしいと説明した。会談後、「研修生招聘に関する覚書」を締結した。 
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《愛知県とベトナム社会主義共和国との経済交流会》 
 ・日 時：2012 年 4 月 16 日 16：00～19：00 

 ・場 所：ホテルニッコーハノイ 

 ・対応者：ダン・ティン・ドン計画投資副大臣 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、名古屋

商工会議所会頭、中部経済連合会会長他) 

 ・調査概要 

   セミナーでは最初に主催者挨拶として大村知事から、愛知県からベトナムへの企業進出は

10年前に比べて3倍超(2010年時点で60社 74拠点)となるなど本県とベトナムとの交流につ

いて及び、2008 年 3 月の経済交流に関する覚書の締結などこれまでの経済交流に関する主な

取組について、また経済界との交流についてスピーチ。 

   共催であるベトナムのダン・ティン・ドン副大臣のスピーチによると海外からの直接投資

の中で日本が 1位であり昨年度までに 2,600 億米ドルの名目資本額のある 1,596 のプロジェ

クトが日本からのものでり、本県企業は自動車部品生産、電子部品、製造用の工具等の分野

でベトナムで活躍している。また、中小企業の進出への期待や環境に優しく資源と土地を効

果的に利用し国内企業との連携に貢献する案件を優先的に誘致すること等方針が述べられた。 

   進出企業や、留学生を交えての交流会は鈴木在ベトナム日

本国大使館公使、岩村議長の来賓挨拶、三田中経連会長の乾

杯で始まり和やかに行われ、髙橋名商会頭の中締めで散会。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 4 月 17 日(火) 

《三菱重工エアロスペースベトナム(MHIVA)企業視察》 

 ・日 時：2012 年 4 月 17 日 10：30～11：30 

 ・場 所：三菱重工エアロスペースベトナム(MHIVA) 

 ・対応者：増田社長他 

(奥村調査団幹事長はじめ議連議員) 

 ・調査概要 

工場所在地はハノイ市タンロン工業団地（敷地 19,000 ㎡）、設立 2007 年 12 月 28 日、資本

金 700 万ドル（三菱重工 100％出資）、事業内容は民間航空機用コンポーネントの構造組立（ボ

ーイング 737 フラップ（飛行機の揚力を増大させるための装置。これを主翼に取り付けるこ

とにより、低速の離着陸時などに不足する揚力を補足する。）、人員 173 名（日本人駐在員 5

名、研修生 43 名を含む）。 

タンロン工業団地はハノイ市中心部から車で約 30 分の距離にある工業団地で、団地内には

キャノン、パナソニック、デンソー、住友重機、TOTO など日系企業が多く入っている。増田



- 7 - 

 

社長はこの団地に工場を構える利点として、通勤が便利なこと、インフラが整備されている

こと（慢性的な電力不足で計画停電が頻繁に発生する中、団地内は優先的に電力供給がされ

ている）、そして日系企業間での情報交換ができることを挙げていた。MHIVA は 2007 年 12 月

に投資ライセンスの認可を受け、翌 2008 年 4 月に工場建設着工、2009 年 6 月から生産を開

始した。社員育成については、現地で 3か月間の日本語教育を行った後、日本で 11 か月間の

研修（語学および実技）を実施（1 期生、2 期生）。3 期生以降は、現地で日本語教育および

実技研修を展開し、これまでに 7 期生まで採用、研修を行っている。（各回とも約 20 名程度

の採用）社員の平均年齢は 24.3 歳、勤続年数 1.6 年、実務経験年数 1.1 年と、非常に若い会

社である。生産当初は、ボーイング社への納入前に日本で最終検査が必要であったが、100

号機完成時に直接出荷を認められたそうで、「MADE IN VIETNAM」と表示された製品を誇らし

げに示す増田社長の姿が印象的であった。 

  工場内は空調が効いており、快適な作業環境である。製

品維持の点からも空調は必要とのことであった。目立った

機械は見当たらず、完全な労働集約型の工場である。飛行

機は生産量が少ないため、機械化はコスト高につながるそ

うで、三菱重工では高度な作業、最先端な技術は日本、労

働集約的な作業はベトナムという棲み分けをしているそ

うである。 社員食堂にも案内いただいた。この社員食堂

が重要な要素ということで、「食」に対する現地社員の期

待はとても大きく、食事の質が悪いとストライキの原因に

もなり兼ねないと、相当気を使われていた。また、社員旅

行も社員を惹き付ける重要な要素になっているそうであ

る。ただ、一般的にベトナム人の離職率は高いそうで、

MHIVA では給料を少し高めに設定するとともに、賃上げ

についても十分に応えているそうである。（現状の人件費

であれば十分に採算が合うとのこと）また、昇進を見える

形にして離職率を抑える一方で、若干余裕を持った人員確

保も意識しているとのことであった。（これまでの採用で

は毎回応募が殺到し、人員確保には困っていない） なお、

主な離職理由を伺ったところ、ベトナム人の「向上心」が

起因しているそうで、日本語が話せ、三菱ブランドに就職

しているという経歴を持って、さらなるステップアップを

目指すべく、離職する人が出てくるそうである。 

  訪問を終え、今後ベトナム進出を検討する企業は、いくつかの「リスク」も考慮しなけれ

ばならないと感じた。一つは電力リスクである。ベトナムでは急激な経済成長に伴い、電力

需要が爆発的に増加していると言われている。タンロン工業団地はこれまで優先的に電力を

供給されてきたそうであるが、それでも昨夏には計画停電が実施され、MHIVA では非常用

発電機を取り付けたそうである。もう一つは人件費リスクである。現状では採算が取れてい

るそうだが、毎回の賃上げ、ストライキや離職によって、魅力が減少していくことも考えら

れる。とはいえ、低廉な人件費と豊富な労働力、まじめで器用なベトナム人の気質など、リ

スク以上に大きな魅力を訪問先から感じることができた。 
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《経済交流訪問団―ベトナム航空》 

 ・日 時：2012 年 4 月 16 日 10：00～11：30 

 ・場 所：ベトナム航空本社 

 ・対応者：ファム・ゴック・ミン社長他 

(知事、議長、名商会頭、中経連会長、倉知会長、

会派代表、中部国際空港株式会社社長) 

 ・会談概要 

      知事は、愛知県からベトナムへは 107 社が進出しているなど経済交流が盛んで、企業交流

を支える人の交流は重要であり、ベトナムから愛知県への留学生も多く、今回のベトナム訪

問中、医療に関する覚書も締結したので、ますます人の交流が盛んになることが期待できる

と述べ、人的な交流を促進するためにも、ベトナムと愛知県との間の直行便を増やす必要が

あると指摘。また日本とベトナムはオープンスカイ協定を結んでいるので、ベトナムからセ

ントレアを経由して、米国の西海岸への便を設定いただけるとありがたいとした。ミン社長

は、2011 年のハノイ便の利用者数が 4万人にのぼること、2012 年の第一四半期の実績は 2万

にであったことなどから、2012 年の年末から 2013 年にかけて、ハノイ便はデイリー化し、

ホーチミン便は４～５便に増便する。また、2014 年～2015 年にはアメリカへの路線を開設予

定であるので、セントレアを日本からの経由空港として検討するとしたが、着陸料などの条

件面で関西国際空港との競争になるとした。さらに、ハノイ経由でラオスやカンボジア、ミ

ャンマーへの乗り継ぎが可能であるので、利用促進のため、これらの国への観光プロモーシ

ョンに対する協力要請があった。 

 

 

《名古屋大学日本法教育センター（ハノイ）》 

 ・日 時：2012 年 4 月 17 日 13：30～14：45 

 ・場 所：名古屋大学日本法教育研究センター 

 ・対応者：ファン・チ・ヒョウ ハノイ法科大学学

長 日本法教育研究生他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、名古屋

商工会議所会頭、中部経済連合会会長他) 

 ・調査概要 

移行国の大学と協力して日本語、日本法の教育を行っている組織で、そのひとつにベトナ

ムがある。2007 年にハノイ法科大学（司法省が直接管轄する唯一の大学でベトナム随一の法

律専門家養成機関と位置づけられる。学生数は１万人ほどで大学院も設けられている。）内に

設立し、現在、卒業生のうち 2 名が名古屋大学大学院法学研究科修士課程に進学したほか、

政府機関、法律事務所等に就職している。学生数は 52 名（4 年生 14 名、3 年生 11 名、2 年

生 13 名、1年生 14 名）、教師数は 6名（日本人 3名、ベ 

トナム人 3名）、学習時間数は週約 9時間（1.5 時間☓6コ

マ）で、開講科目は日本語、日本法準備（日本史・公民）、

日本法、学年論文、研究計画等。 

   4 年生代表ヴィエットさんから「国家を相手とする国際

民事紛争の解決のための鍵としての主権免除」と題するプ

レゼンテーションが行われた。「主権免除」の概要（→国
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家は行為や財産について、外国の裁判所の管轄権に服する

ことを強制されない）や日本とベトナムの主権免除に対す

る立場等、非常に興味深い内容を流ちょうな日本語で発表

し、勉強熱心な学生の姿を知ることができた。 

議連メンバーは各グループに分かれて学生との意見交

換を行った。日本語の会話でも困らないほど、彼女たちは

日本語を学習している。残念ながら意見交換の時間が短か

ったが、学生が女性ばかり（27 名中男性は 1 名）である

ことについて尋ねると、男子学生の多くは理数系の大学に

進学することや進路希望などは先生、法律事務所に就職し

たいなど各テーブルで会話が弾んでいた。また、ベトナム

の大学進学率は 30％程度とのことであった。 

   社会主義国のベトナムが、なぜ日本に法整備支援を求め

ているのか？答えは 1986 年に開始されたドイモイ政策に

ある。急激に市場経済化が進展する中、適合する民法や民

事訴訟法の整備が追いつかず、信頼のおける日本にその支

援を求めたそうである。日本としても国際協力の一つとし

て支援する一方で、日本法の考え方が浸透することにより、

ベトナム進出をする日系企業にとって「社会主義リスク」

を回避できる副次的な効果も出ている。いずれにしても、

若くて意欲のある優秀な学生に対し、留学を含めた支援を

愛知県として継続できるよう、議員団としても尽力する必

要を強く感じた。 

 

 

2012 年 4 月 18 日(水) 

《在ホーチミン日本総領事館 訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 18 日 9：30～10：15 

 ・場 所：在ホーチミン日本国領事館 

 ・対応者：日田春光総領事他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、中部経

済連合会会長他) 

 ・調査概要 

首都ハノイ市から空路約 2 時間、ベトナム最大の人口 800 万人余、地方からの出稼ぎで出

て来ているという潜在人口を含めると人口 1100 万人を誇る、ベトナム最大の都市であるホー

チミン市を訪れた。まず、大村秀章愛知県知事、三田敏雄中部経済連合会会長と共に、在ホ

ーチミン日本総領事館を訪れ、日田春光総領事との会談に臨んだ。ここで、簡単にホーチミ

ン市の概略を整理しておく。ホーチミン市は旧名称のサイゴンでも知られ、古来首都が置か

れた事もあり、フランス植民地時代も中心都市とされ、また、海運等の交通の要所でもある

事から、GDP の 20%、総輸出入額の 30%、総税収の 30%を占める、名実ともにベトナム最大の

商業都市となっている。活発な経済活動を繰り広げている。日田総領事は 2001 年の赴任時を

含め、通算 5 年弱という豊富なベトナム駐在経験があり、その見識から、ベトナムの現在抱
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えている問題点などを伺った。特に愛知県との関連性が高いと思われるものを、議員連盟の

見解を添えつつ、項目別に以下、述べる。 

生産拠点としてのベトナム（ホーチミン） 

「ものづくり立県」として製造業中心の成長を堅持し目指す

愛知県の中小企業の生産性向上、生き残りのためには、労働

力コストが中国の 30%〜60%（日本貿易振興機構調べ）と非

常に安いベトナム、そしてその中でも工業化が最も進んでい

るホーチミン周辺地域への生産拠点移転は、検討すべき課題 

である。実際にホーチミン市は、ベトナム最多の約 560 社の日本企業が進出（うち愛知県内

企業 107 社）が進出しており、それに伴って、単身赴任・家族での赴任など、在ホーチミン

の邦人は 4300 人に達している。日田総領事の説明によると、邦人のうち小・中・高校生の児

童・生徒は合計で 320 余人に達し、日本人学校の受け入れキャパシティを超え始めている。

500 人規模の学校に改築する予定であるが、今後もまだ児童・生徒数の拡大が見込まれるとい

う。これは、あくまで一例であるが、「（邦人・企業が）安心してベトナムに進出する」ため

には、ベトナム在住環境を整備し、周知していく事が肝要である。国に働きかけ、また、県

としてもベトナムでの生活をバックアップしていく様な施策を今後検討する必要性を感じた。 

ベトナムと法務リスク 

また、三田中経連会長から「法務リスクの低減がベトナム進

出の要件である」という指摘があり、日田総領事も「法制度

が未発達で、条例・法律ともにころころ変わる事がある。ま

た、2007 年の WTO 加盟により、企業誘致優遇税制が撤廃さ

れ、より厳しい環境となっている」という説明があった。既

に愛知県としても、サポートデスク等で企業の法務リスク 

低減のための相談等を行っているところではあるが、これをより強化する必要性を感じた。 

観光・交流について 

日田総領事からは、ホーチミン周辺の自治体から東北大震災義援金を頂いているなど、ベト

ナム人の対日感情が極めて良い旨のご説明があった。また、2013 年は日越国交樹立 40 周年に

あたり、「日越交流年」として各種イベント等が予定されている。我々愛知県・愛知県議会と

しても、この機会を捉え、セントレア―ベトナム間の航空便増便なども含め、官民挙げての

交流に取り組むべきという意見で一致をみた。 

 

 

《ホーチミン市役所 人民委員会 訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 18 日 10：30～11：30 

 ・場 所：ホーチミン市役所 

 ・対応者：レ・マン・ハー副市長他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、中部経

済連合会会長他) 

 ・調査概要 

ホーチミン市役所からは、関係部局長にご出席頂き、タイ・ヴァン・レー計画投資局長か

らホーチミンでの投資環境について詳細なプレゼンテーションを頂いた。以下、プレゼンテ

ーション内容を要約しつつ、愛知県との関連性に関する所見を含め述べる。 



- 11 - 

 

投資・製品市場としてのホーチミン 

愛知県・日本にとって、ホーチミンのもう一つの大きな魅力は、製品の消費の場所として、

また、直接投資の対象として発展し続ける市場としての存在である。現在ベトナムではイン

フレ抑制のための金融引き締めによって、消費は低調となっているが、それでも 2011 年には

5.9％の経済成長率を達成しており、また、その中でもホーチミン市は10.3%の経済成長率で、

順調に市場は拡大を続けている。タイ局長のご説明によると、1988 年からの国別投資額で日

本は第 6位であるが、ODA 総額では 2010 年・2011 年は第 1位となっており、ホーチミン市も

高速道路建設、水道網の整備、都市鉄道など日本の ODA によるインフラ整備が進展している。

ホーチミン市周辺地区は、都市化が進んでいるわりには自動車普及率が未だ低く、人口も多

いという、愛知県の主力産業である自動車関連産業にとって、非常に魅力的な市場のひとつ

である。しかし、先立つ会談で日田総領事が指摘されていた様に、道路・橋梁などのインフ

ラストラクチャーが依然未整備である事が自動車販売にとって大きな障害となっている、と

いう現状がある。愛知県の製品販売市場拡大、特に自動車関連製品のためにも、日本の ODA

を道路・橋梁などの分野で戦略的に活用する必要があると感じた。ODA を「海外での（日本

向け）公共事業」に終わらせず、その後、日本企業が活躍できる市場を育成する事を最優先

とした戦略的投資としていくため、国に働き掛けていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《愛知県・ベトナム留学生交流会》 

 ・日 時：2012 年 4 月 18 日 18：00～19：30 

 ・場 所：レジェンドホテルサイゴン 

 ・対応者：レ・マン・ハー副市長他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、中部経

済連合会会長他) 

 ・調査概要 

日本留学経験のあるベトナム青年たちや進出企業との交流会が開催された。概しての感想

は、当然の事ながら、対日感情が極めて良好であること、そして、日本に留学された経験を

生かし、政府・民間の要職に就かれている方が大変多いという事だった。特に、弁護士・行

政関連職の方が多く、これまで名古屋大学などが行ってきた日本法教育が実を結びつつある

事が感じられた。先にも述べた様に、例えば、給与の減額は原則的に違法であるなど、日本

とベトナムの間では労使間の関係性、関連法、そして文化に大きな差異が認められる。企業

進出のためにも、ベトナムでの法環境の整備を、留学生支援なども含め積極的に進めていく

べきであると感じた。 
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今後の県政進展のために、①企業のベトナム進出におい

て、住環境の不安を解消するバックアップ制度の実現。②

企業のベトナム進出において、法務リスクをさらに低減さ

せるための調査活動・相談体制の拡充。③日越交流年（2013

年）を契機とした交流機会の更なる拡充。④ODA の戦略的

実施に向け国への提言。企業の円滑な活動を促進するため、

留学生を含む基礎的な交流のさらなる充実などを議連と

して提言していくことが重要である。 

 

 

2012 年 4 月 19 日(木) 

《ベンチェ省 知事、書記長 訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 19 日 10：30～11：30 

 ・場 所：ベンチェ省人民委員会 

 ・対応者：グエン・タイン・フォン書記長他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、中部経

済連合会会長他) 

 ・調査概要 

2011 年 11 月ベトナム首相が訪日し、戦略的パートナーシップを締結し、二国間は友好関係

にある。2013 年には日越友好 40 周年の佳節を迎え、更なる交流に期待。経済面では、日本企

業 400 社が進出。愛知県からも 100 社以上の多くの企業が進出し、日系企業が省の発展に貢

献。ベンチェ省は、メコンデルタ地域にある１３省のうちの１つでホーチミン市から車で２

時間の場所に位置し、投資に有利な立地条件。ココナッツを中心とした農業地である。ＧＤ

Ｐ成長率は 8.74％。１人当たりの年収は 1,128 米ドル（ベトナム平均は 1,300 米ドル）。農業

地ではあるが、近年の経済戦略の成果で成長が顕著である。人口 120 万人。70％が労働人口

で、海外企業の工場や営業拠点の開設が多く、人材育成のため教育には熱心。教育機関が 

221 施設あり、教育、人材育成に適している。工業団地とし

ての立地条件や豊富な労働人口と日本企業が持つ付加価値

の高い裾野産業のマッチが期待される。工業団地の造成を優

先課題としており、また日本企業の進出が輸出総額の伸びに

反映する。ベンチェ省は、日本企業に対して、ワンストップ

サービスと優遇措置の準備を行い、積極的な投資に期待をし

ている。経済交流とともに、医療協力も含め愛知との友好関

係を築いていくことが必要。 

 

 

《グエンディンチュー病院 訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 19 日 11：30～12：30 

 ・場 所：グエンディンチュー病院 

 ・対応者：ホアン・ビエ病院長他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、中部経

済連合会会長他) 
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 ・調査概要 

障害者施設に入院中の子どもたちから、琴や笛、歌、合唱等のパフォーマンスで歓迎を受

ける。特に、谷村新司の「昴」を熱唱して頂き、親日であり、日本口唇口蓋裂協会のボラン

ティア活動による友好関係の強さを実感。6 棟 25 診療科、病床数 950 床、医師 160 人。外来

6万人、入院 5万 4千人。ベンチェ省最大の総合病院。日本との医療協力を行っており、口唇

口蓋裂唇の患者に対して、日本口唇口蓋裂協会が 1993 年から支援活動を開始。貧困層の子ど

もへの支援に力を入れ、これまでに 1,130 人に無料手術を行う。手術病棟の完成により、今 

まではホーチミン市で手術を行

っていたが、年間１万２千人が手

術を受けることができるように

なった。今後も、医療器材の提供

や、医師、看護師への研修活動等、

ハード、ソフト両面の支援が期待

される。 

 

 

《口唇口蓋裂患者宅 訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 19 日 14：30～14：45 

 ・場 所：ベンチェ省 

 ・対応者：グエン・タイン・フォン書記長他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、中部経

済連合会会長他) 

 ・調査概要 

昨年１２月手術を受けた口唇口蓋裂患者の少女を訪問。自給自足が中心の生活。大人数の

訪問にも関わらず、ヤシの実ジュースを御馳走になり、日本に対する医療援助に関する感謝

と感心の高さをはかり知る。手術費用は約１万円だが、周辺の貧困村の現金収入は月２，４

００円。無医療村で病院がある市まで２０ｋｍほど離れており、バイクやタクシーで通院す

ることとなり、自己負担であると経済面において相当な困難を極める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《古河電工 古河ＡＳ㈱ 企業調査》 

 ・日 時：2012 年 4 月 19 日 15：00～15：20 

 ・場 所：ザオロン工業団地 

 ・対応者：グエン・タイン・フォン書記長他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、中部経
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済連合会会長他) 

 ・調査概要 

2008 年 12 月に設立。2009 年に操業開始。ホーチミン市から約 90ｋｍ南のメコンデルタ地

域に位置しており、ホーチミン地区と比較し労働力の確保が容易である。賃金は月 180～200

米ドル。ホーチミン地区より 10～20％安い。また、10 年 2 月には高速道路が開通し、コンテ

ナ輸送も可能となり工業団地としての環境整備も進んでいる。 

古河 AS は、自動車用の電線、ワイヤーハーネスの生産を

しており、日本やその他地域に輸出をする輸出加工型企業

（ＥＰＥ）。対象企業は、トヨタ 38％、ダイハツ 62％とな

っている。従業員 3,800 名（日本人 5名）男性 14％、女性

86％ 平均年齢 23.4 歳。軽作業が多く、女性作業員が中

心であり、若い労働力が確保しやすい環境を活かしている。

一方で、離職率が 10％以上と高く、１年以上継続して勤務

している従業員は 40％を切るとも言われている。そのため、

継続勤務のために社員教育や家族も含めた社員旅行、懇親

会等、職場でのコミュニケーション作りにも工夫をしてい

る。製造ラインでは、現地雇用の従業員が効率的に働き、

技術力の高さをはかり知ることができた。工場内には広大

なレクチャールームがあり、若い従業員が熱心に講習を受

ける姿を見学。高い技術力の背景には、こうしたたゆまな

い従業員育成の取組があることを知ることができた。 

 

 

《ツーズー病院 訪問》 

 ・日 時：2012 年 4 月 19 日 18：15～18：45 

 ・場 所：ハノイ市内 

 ・対応者：病院長 副院長他 

(倉知会長はじめ議連議員、知事、議長、中部経

済連合会会長他) 

 ・調査概要 

ベトナム南部最大の産婦人科専門病院。年間分娩数

45,000 件。ベット数 1,000 床。医師 140 名。水頭症などで

入院中の患者をお見舞い。枯葉剤の影響による奇形児（胎

児）の資料を見学することができたが、胸に詰まるものが

あった。自身も枯葉剤による障害児で生まれたドクさんも

職員として働いている。ベトナム戦争の負の遺産の一部を

目の当たりにし、戦争ほど残酷なものはない、戦争ほど悲

惨なものはないと実感した。今なおベトナム国民の心を苦

しめている現状を認識できた。 

 

 

※経済交流訪問団スタッフの皆様はじめご協力頂いた関係各位に感謝申し上げます。Cam on(カム・オン ありがとう) ′ ＇ 
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直江弘文 

青山秋男 
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                         To be continued 


