
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期 間   ２００４年 ２月 １日 （日 ）～10 日 （火 ） 

      （１，２日：都内で学習会、10 日：帰着日） 

訪 問 先   ベトナム社会主義共和国 

参 加 者   連合愛媛女性委員会 副事務局長  安 藤 伸 子

2003 年度  

ベトナム国際交流女性チーム

報 告 書 



＜国際労働財団（JILAF）・連合共催＞ 

１．派遣の目的 

 ①ベトナムで働く女性労働者との交流を通じて、グローバル化の中での労働運動について 

理解を深める。 

②ベトナム労働総同盟（VGCL）を通し、ベトナムの労働事情と労働運動における国際連帯 

協力を体験する。 

③ベトナムの政府等各種団体と意見交換を行い、女性の労働に関わる問題について学ぶ。 

④ベトナムに進出している日系企業への訪問を通じ、現地の労働者の労働条件等について 

理解を深める。 

 

 

２．スケジュール 

月  日 時 間 内      容 

２月１日（日） 15：15～ 事前学習会１ 

２月２日（月） 

9：15～ 
 

18：05～ 
22：20～ 

事前学習会Ⅱ 
 小高泰氏「ベトナム学習会」講義 
VN959便にてハノイへ出発 
ハノイ着後ホテルへ 

２月 3日（火） 
10：30～ 
14：00～ 

トヨタモーターベトナム（日系企業）訪問 
労働傷病兵社会福祉省訪問 

２月４日（水） 
9：00～ 

14：00～ 
VGCL本部訪問 
ベトナム女性連合訪問 

２月５日（木） 
9：00～ 自治労「アジア子どもの家」訪問 

 昼食交流会 

２月６日（金） 
 
14：00～ 

ハノイ→フエへ（VN245） 
VGCLフエ支部訪問 

２月７日（土）  フエ視察 

２月８日（日）  フエ→ホーチミンへ（VN251） 

２月９日（月） 
9：00～ 

14：00～ 
23：45～ 

BINH MINH訪問 
VGCLホーチミン支部訪問 
ホーチミン出発（VN950）帰国の途へ 

２月 10日（火） 7：25 成田到着、解散 
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ベ ト ナ ム 情 勢 の 概 略 

１．ベトナムの社会／経済事情について 
・1954年以降、南北に分立して独立したベトナムは、1960年頃に始まる第 2次インドシナ戦争（ベ
トナム戦争）の結果、アジア諸国の中でも経済社会成長に大きく遅れをとった。しかし 1976 年
の統一、それに続く計画経済時期を越え、1986年ドイモイ（刷新）政策後 18年間、外貨導入、
市場経済システム導入をはかり社会的・経済的に著しく発展している。 
・長期にわたる戦乱で疲弊していたベトナムはインフラ整備にともなって外資が導入され、1996
年には ASEANに加盟、しかし 1997年アジア経済危機による周辺国不況の影響を受け、やや成
長は鈍化している。1999年には外国直接投資が急減し、4.8％の成長率と落ち込んだものの、2000
年から施行された会社法により、民間企業の設立手続きが簡素化された結果、国内の景気は回復

傾向にある。経済の成長率は 2000年 6.7％、2001年 6.8％、2002年には 7％。教育水準の高い
労働力が豊富であるなど外国資本にとって見当に値する投資国である。 

・10年前に対して GDPは 2倍、輸出金額は 6倍に成長している。 
・外国企業の対越投資も大きく増加し、中でも日系企業の役割は大きい。 
・産業構造は約 75％が農業だが、工業・サービス業の比率が増加し、農業が低下しており、今後
もこの傾向が続く見込みである。 

・貧困削減が重要な課題であり、貧困層の割合は、1992年の 30％から 2000年には 11％に減少し
た。しかし、未だにシンガポール、タイ、インドネシア等に比較しても東南アジアの最貧国の一

つである。 
・市場経済を推進するため、国営企業の民営化を奨励しており、これに伴って失業者も多数発生す

る見込み。 
・今後も経済発展を続けるため、グローバル化に伴う国際競争の下、労働者に対する社会的な問題

を解決し、経済構造を変化させながら対応していく必要がある。 
・政府レベルでは南北対立はないが、国民レベルでは南北対立がまだまだある。経済面でも格差が

あり、格差是正が政府にとっての重要課題の一つである。 
 

  参考１．「ドイモイ政策」 
    1986 年、第 6 回党大会にて採択された。ベトナムの経済を活性化させることを狙いとした資

本流通の市場化政策。この政策によって、今までの「非社会主義国とは対決する」姿勢から「非

社会主義国と共存する」姿勢へ大転換した。正確には「社会主義国と資本主義国は、政治的には

対立することがあっても、経済的な面では協力を推進していき、世界人民の利益と平和に貢献す

る」という主旨。ドイモイ政策の 4大骨子は ①社会主義体制の路線変更 ②産業政策の見直し 
③市場経済の導入 ④国際協力への参加 である。 
（背景）  

1989 年以降、ソビエト・東欧では社会主義体制の崩壊が起こり、ベトナムが直接的・間
接的に影響を受けた。それは継続されてきた経済援助が停止されると同時に、同盟国を失う

ということである。これまで社会主義の指導的立場であったソビエトが崩壊したということ

は、ベトナムのようなソビエトに追随し、ソビエト型社会主義を国家戦略としてきた国が大

打撃を受けるのは至極当然のことである。その結果ベトナムは自分たちで奮起し、ドイモイ

政策を押し進めた。近年、西側諸国の理解と協力により、市場開放と外貨導入が軌道に乗り、

ドイモイの成果が表れてきた。「豊かさ」と「活性化」がドイモイの２つの柱である。ベト
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ナム社会主義の最終目標は、ベトナムの独立とベトナム国民の自立と繁栄である。ただ他方、

ドイモイの進展の裏で貧富の差の拡大、汚職蔓延、官僚主義の弊害や散発する暴動などマイ

ナス面も顕在化している。 
   参考２．「ベトナム戦争」 
     1960 年代初頭から 1975 年 4 月 30 日までの南ベトナムと北ベトナムとの武力衝突であるが、

戦争の実態は南を支援したアメリカと北を支援したソビエト、国と国との政治戦略的な戦争とい

える。ケネディ、ジョンソン、ニクソンの３代の大統領が関与し、1,500億ドルの巨費とピーク
時には年間 54万人の軍人を派遣。結果は、北ベトナム側の勝利に終わり、アメリカ軍はベトナ
ムの地から撤退を余儀なくさせられた。この戦争には、アメリカからの経済援助とひきかえに各

国の国策のもと、韓国・タイ・オーストラリア・ニュージーランド・フィリピンから兵士が送り

込まれた。この戦争の犠牲は大きく、撤退したアメリカ軍でさえ5万8千人以上の戦死者を出し、
南北ベトナム人民に至っては 200 万近い人が犠牲になったといわれている。そして、大量に空
中散布された枯葉剤の後遺症（特にダイオキシンの影響）が、四半世紀たった今でも残っている。

日本は派兵こそしていないが、沖縄・厚木等の基地がアメリカ軍の後方支援の重要な役割を果た

した。 
２．ベトナムの労働事情について 

(1)一般労働事情 
  ①ドイモイ政策にもかかわらず、ベトナムの労働力構造は依然として農業労働を基盤とし、労働

者の 7割近くが農業（稲作が主で 40％、生産の 50％を自給用）に従事し、GDPの 12％を担
う農業国であり、貧困の原因でもある。しかし、労働者所得は毎年 5～8％上昇している。自
給的労働と市場化された労働の二重構造を抱えている。 

   ②国家セクターの労働事情 
   ドイモイ政策は主に流通部門に市場経済化、生産部門に競争原理の導入を許認したもので、生

産部門においては依然として社会主義要素が堅持されている。国家セクターは行政関係（行政、

公務員、軍事、福祉、共産党等）サービスと国有企業（SOE）。第 2次産業労働者だけでも 20％
を越す。国有企業は中央管理と地方管理で、総数は 1,900以上あり、依然としてベトナム経済
の極めて重要な要素となっている。したがって国家セクターの労働者の賃金や労働条件は、ベ

トナムの賃金水準のスタンダードに影響している。 
 (2)労働法 

   ①ベトナムの労働法は北ベトナム時代の社会主義体制下での労働法を基礎として、その上に市場

経済の制度を重ねて、1994 年に国会で可決（翌 1995 年施行）制定された労働法典が基礎と
なっている。戦争で周辺諸国から経済が遅れたことを意識したため開発優先指向があり、国家

管理と労使協調を特徴とする労働法制を作り出した。大きな特徴の一つに労働者のストライキ

権が明記されたことがある。 
   ②1992年に労働組合は社会・政治団体と規定され、「国家機関と経済団体の管理・監督に関与し

て国家行政と社会管理に参加し、他の労働者などに国家建設と防衛を教育する」としている。

1957年に制定された労働組合法がある。 
   ③労働法改正 2002年 4月、ベトナム労働法典について 56項目にわたる法改訂が行われ、2003

年 1 月施行となった。1994 年に労働法典を制定してからはじめての改正である。ドイモイ政
策による市場経済化に対応すべく法整備の一環として行われている。  

 主な改正：職業紹介機関、有期労働契約、解雇・退職、外資企業 等 
   ④女性労働者の待遇 
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    ＜国営セクター＞ 
     ・出産の１ヵ月前から休業が認められ、加えて 3ヵ月の産後休暇の延長可。この間の給与は

100％保障（源泉は社会保険基金） 
     ・授乳のために終業時間 1時間前早退が可能。また乳児が病気の場合休業可。この間の賃金

差し引きなし。 
     ※国営セクター以外は国営セクター並にするよう組合が働きかけ 
   ⑤年金制度：給与の 5％を支払う。雇用主は 15％負担 
   ⑥労災：労災基金法適用あり 
     ＜参考資料・出典＞ 「東南アジアの労働事情」（2002年 6月） 国際労働財団 
               「ベトナムの労働事情」日本労働研究機構 海外調査シリーズ 
               「最新・ベトナム労働法」日本労働研究機構 海外調査シリーズ 
                ベトナム学習会事前特別講義 講師：小高 泰氏 
               （拓殖大学言語文化研究所講師・大東文化大学非常勤講師） 
３．ベトナムの政治、経済、社会と人間関係 
  ベトナムは 1,000年の中国支配、残り 1,000年もその色彩が色濃く残る国である。しかし、社会主
義革命が北部で成功し、1975 年に国家統一をして以来、共産党体制を嫌う南部の人々との間に感情
的軋轢が残る。その南部では、架橋が多く住む一方で、フランス、アメリカの影響が強く残っている

ため、南部特有の地域性に加えて、資本主義的合理主義が定着している。 
  北部は、1930年から反封建、反植民地主義を目標に社会主義運動が続き、30年以上に及ぶ革命と
戦争を経験した。そのため、経済的には苦しく、政治的勝利の代償は国民に忍耐を強いた結果でもあ

った。75 年以降の生活も、カンボジア進行後に中国と戦い、国際的に孤立し、さらに度重なる経済
政策に失敗して、国民生活はソ連の支援に依拠する配給制度で支えた。それは夢も希望もない、潤い

も見出せないような無味乾燥な暗い社会関係を作り出した。 
  今日、ドイモイ（刷新路線）が功を奏して、個人の生活レベル向上のための経済活動が許されると、

都市部を中心に生活が一変する中流層が形成される。それまで経済的に（政治的には別として）日陰

の存在にあった公務員や団体職員も、自らの地位、職務権限、ひいては道徳観との整合性も忘れて、

ひたすら経済活動（その規模は人により異なる）に邁進した。 
  そのため、現在の社会関係は、伝統的社会関係と、急進的な経済成長による思考の変化、社会主義

的な悪しき平等観などが複合した、複雑な状況にあるといえる。 
４．ベトナムの家庭事情について 

ドイモイという刷新をする路線をひいた以降、それまで全国民おしなべて低所得者層だったのが、

これは悪しき労働を強制したからだが、中流層・上流層が出てきた。そういう風になりたい、近づき

たいという風潮が強い。かつて 80 年代半ばまでは経済活動すら禁止されていたが現在、経済的活動
は自由で、共産党反対を言わなければ何をしても自由である。例えば個人でなにか経営してもいいし、

アルバイトしてもよい。外国へ出稼ぎに行ったり、（日本にも 1,500人くらいは研修生として来る。）
最近台湾でもベトナム労働者を受け入れるようになったので、現在ベトナム人のお嫁さん６万人が台

湾に行っている。（経済的な理由による結婚もある。）とにかく生活のレベルを向上させたいという思

いが蔓延している。ベトナムは副収入が収入の国といわれるくらい副収入が多い。そもそも税金をと

るという概念がなく、高所得者からは所得税を徴収しているが、対象はほとんど外国者である。 
北部ハノイと中部のフエ、そして南部のホーチミンでそれぞれ町の雰囲気が違いまた、同じ北部で

も都市部と 1,2km 離れた農村部でも違う。これは貧富の差にも表れている。ハノイなど特に北の地

方では共働きをしないと生活がなりたたないという状況もあるので、男性も子供を迎えに行くとか、



料理をするとか協力している。ハノイで４人家族が普通に生活するのに 300～400ドルかかる。ホー
チミン市で４人家族が文化的な生活を営むためには、500ドル必要。 
今、ベトナムで女性が車を運転するのは珍しい。都市部では限られた人たちであるが、成金がいる。

また、合弁企業、外国企業に勤めている 30 代で月 500～600 ドルの収入の人もいる。現地の工場労
働者は 1ヵ月真面目に働いて 70ドル。よくて 100ドル。農村の現金収入 20万ドン（800円）～30
万ドン。都市部では副収入が多い。副収入を得るには掛け持ちで勤める場合もあるが、ほとんどの場

合アルバイト物を紹介してそのマージンをとる、大学関係者なら外国のプロジェクトに参加して助成

金をもらう。また会社社長の運転手等。才能がある人は収入の 5倍をアルバイトで稼ぐ。主婦は勤め
ていないのがおかしい。                   （参考：15,000ドン＝１ドル） 
社会保険としては年金制度、遺族年金、革命功労者、戦死者、医療保険がある。 

  定年については女性自身が 55歳になると、「年だー。」と思ってしまう。男性も 60歳になったら一
切合切子供に譲るという考えになっている部分がある。問題はまだ働ける体力がある中で、男性は 60
歳、女性は 55歳でやめなければならないのはよくないのではないか。その後事業を始める人もいる。 
ベトナムの娯楽  海外旅行（タイ・シンガポール・中国）、老人は毎週寺参り 
          男性はアルコール（ビール腹の人が多い） 
          女性はおしゃれ美容、エステ、洋服 
       
 

ト ヨ タ モ ー タ ー ベ ト ナ ム 

トヨタモーターベトナムの概要・説明、工場見学  
                                    2004年 2月現在 

会 社 名 
TOYOTA MOTOR VIETNAM CO.,LTD（英語名） 
CONG TY OTO TOYOTA VIETNAM （越語名） 

設 立 １９９５年 ９月 ライセンス取得日（事業許可を受けた日）：有限会社 

事 業 開 始 
１９９６年１０月 仮工場で 1日あたり２台の生産で開始 
１９９７年１０月 本工場完成 

所 在 地 
ビンフック省 メリン県 フックタン地区（ﾊﾉｲ北西約 30ｋｍ） 
ハノイに支店、ホーチミンに事務所設置 

資 本 金 ４，９１４万 US＄（＝約６０億円） 

資 本 構 成 

・トヨタ自動車（日本）  ：７０％ 
・Ｖｅａｍ（ベトナム）  ：２０％（ﾍﾞﾄﾅﾑｴﾝｼﾞﾝ農機具公団：工業省傘下） 
※土地が国有なので、土地を持っている傘下の公団と共同しなければならない。 
・KUO ASIA（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） ：１０％（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ商社） 

事 業 内 容  自動車製造・販売 

生 産 車 種 
カムリ・カローラ・ヴィオス・ゼイス（ｱｼﾞｱ版多目的乗用用途車）・ハイエース・ 
ランドクルーザー  （ベトナム国内向け ６車種） 

生 産 能 力 ７，１００台／年（１直生産ベース） 
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生 産 工 程 プレス（０３年３月より）・溶接・塗装・組立 

敷 地 面 積 ２１０，０００㎡（東京ドーム４．５個分に相当）※現在半分を活用 

販売・ｻｰﾋﾞｽ網 

１２拠点（１０販売店・１認定サービス工場・１支店） 
 ハノイ：４拠点、ホーチミン：５拠点、ハイフォン：１拠点 
 ダナン：１拠点、ドンナイ：１拠点 
 直近の実績では、販売の南北比率は６５：３５で南が多数を占める。 

従 業 員 数 ６７１名（含む期間従業員５４名） 

販 売 実 績 

０３年９月累計３万台生産・販売を達成 
事業開始(‘96年)～’04年 1月までの累計で 35,623台 
(‘96年:201台、‘97年:1,277台、‘98年:1,836台、‘99年:2,179台 
‘00年:4,600台、‘01年:5,759台、‘02年:7,335台、‘03年:11,769台） 

経 営 幹 部  

会 長 豊田 章男＜トヨタ自動車 専務取締役／非常勤＞ 

副 会 長 Dr. Nguyen Thang Giang（ｸﾞｴﾝ・ﾀﾝ・ｻﾞﾝ）＜VEAM社長／非常勤＞ 

社 長 笹川 誠＜０３年１月よりトヨタ自動車ヨーロッパ部より派遣＞ 

副 社 長 Mr. Lam Chi Quang（ﾗﾑ・ﾁｰ・ｸｱﾝ）＜VEAMより派遣＞ 

・トヨタモーターベトナムは世界で一番小さいトヨタの工場であり、どうやって自動車ができるのか、

原始的な製造が目の前で見える。 
・キャノン・ホンダは従業員がほとんど女性だが、トヨタモーターベトナムは車の組立等という職種な

ので、男性中心であり 671人のうち女性比率は 15％と低い。（最終の検査は女性が多い） 
・労働構成は 30歳未満が 60％と若い。（会社ができて年数が浅いため） 
平均年齢 トヨタモーターベトナム 20歳 ⇔ 日本のトヨタ 39歳 
  雇用体系    正社員   617人    

          期間従業員 54人（10％弱：生産部門で働くワーカー） 
    

          生産量が増えているので期間満了後、正社員となる。 
 期間従業員→１年の正社員→無期限の正社員となる。 
・従業員の半分は地元出身であり、半分はハノイ市内から来ている。 
・日本人男性は管理・監督をし、外人向けのアパートに住んでいる。日本人女性は出張としてこの会社

に来ることはあるが、現在はいない。 
・スタッフ事務職は初任給 200ドル。 
・ベトナムでは健康診断は年 2回が法律化されている。 
・設立当時は、従業員が 8時間働くということが大変だった。当初からひとつひとつの社員教育を大切
にしている。 
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・労働組合はあるが、概念がなく、労使という概念もないので、賃上げ交渉はない。 



・労働組合費：ベース賃金の 1％を本人、2％を会社が負担。 
      福利厚生に使う（組合の旅行、慶弔等） 
・組合出張も会社が旅費を負担する。 
・工場では、日本で 30 年間くらい使った中古の機械を整備して持ってくる。→生産台数が少ないので
間に合う。 
・塗装の設備に大部分投資している。 
・1990 年前半参入してきた理由は、ベトナムの国民所得が日本の 1/100 だったというメリットがあっ
たため。 
・税制改正によって、2003年 8月以前は 20％であった CKD関税（部品の輸入関税）が、段階を追っ
て 2007年には 40％に。また、5％であった SCT（特別消費税）が 80％まで引き上げられる。これに
よって小売金額が２倍近く高くなるのを懸念している。 
  
 

労 働 傷 病 兵 社 会 福 祉 省 

Ⅰ．労働傷病兵社会福祉省とは 
（Ministry of Labour,Invalid and Social Affairs：略称 MOLISA） 

   日本でいう厚生労働省。労働安全を司っている。労働行政全般を担当し、安全衛生分野では安全

監督を含む安全にかかる政策を行う。職員数は約 2,000名で、政策の企画立案等行政事務の中核を
担う業務に従事している職員は約 300名。 

 
Ⅱ．交流内容（質疑応答） 
①省の概要 
 役 割

  ベトナムの労働、雇用、労働安全、職業訓練､傷病兵の問題、社会保障、社会問題などを管理す

る国の機関。 
構 成 

分 野 別 
政策を出すスタッフ 
研究するスタッフ 
その他の分野のスタッフ 

15.6％ 
72％ 

12.68％ 

（内女性  33％） 
（内女性  43％） 
（内女性 42.4％） 

          ※全スタッフ  内女性  41.4％ 
各局の女性リーダー 13.4％ 

 
 

 
年 齢 別 

３０～５０歳が多く      59.35％ 
３０歳未満          21.86％ 
５１～５５歳の女性及び 

５１～６０歳の男性  18.69％ 
②女性部について 

この省には女性局はなく、女性の労働に関連する部署としては、労働雇用局と女性の新法のため

の委員会がある。 
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労働雇用局の機能 
   ・ベトナム政府を代表して全国の労働・雇用に関する全般を担当 
   ・ベトナム労働法に基づき、労働・雇用に関する要望の提案。この提案の中に女性の労働に関す

ることもある。 
   ・女性リーダーのために男女平等についての知識を提供。 
  女性の新法のための委員会の具体的な活動 

・ベトナムの社会の中での男女平等の問題や男女平等の知識を向上させるための助言 
・女性の労働についての提案 
・女性リーダーの教育 
・関係当局と協力し、男女平等研修会の開催 

③男女差別について 
   社会的には男女差別はない。ベトナムの教育法の中にも「ベトナムの国民は宗教と関係なく、男

女に関係なく勉強する権利がある。」と定められている。男女平等についてベトナム労働法の中に

も反映されている。 
  定 年 
   男性 60歳 女性 55歳。これはベトナム女性の健康の特徴を配慮した法律の中の一つ。 
   ※「ベトナムの女性は子供を多く産んでいるので、55 歳くらいになると男性に比べて健康状態

がよくないので法律によって、もう早く休んでいいよ。」と女性の健康を配慮している。 
④雇用状況 

パート労働者や期間労働者が増えている。ベトナム労働法によって規定されているのでパートタ

イムでも期間契約者でも正社員でも同じ労働条件。 
労働契約は 3種類ある。 
無期限労働契約 契約の期限が規定されていない。 
有限労働契約   契約の期限が規定されている。12～36ヵ月 
期間契約    12ヵ月未満。業務ごとに契約書を結ぶ。 

⑤女性の勤続年数と女性が働き続けられるための制度 
   女性の勤続年数は 15～30年間。これは労働条件に影響していない。 
  産 休  

・産前産後４～６ヵ月休める。（産休中、女性は給与と社会保障を受けられる。） 
   ・職場やその人の仕事内容によって差がある。 

※働きたければ働いてよい。働きながら社会保障も受けられる。 
ベトナムではほとんどの場合、産休をとった後職場に復帰する。また産休をとった後、子供

の体の調子が悪ければ休暇をとることができる。出産費用の制度はないが、医療保険に入っ

ていればそれでカバーできる。一般社会保障として一定の金額が支給されるので、出勤しな

くても給与の 100％が支給される。 
近年子供の数が減っているので、子供を育てるため長く休みをとりたいという理由で、産休を６

ヵ月以上とりたいと希望する人が増えているため、ベトナム労働法ではもう一つ女性の優遇措置を

もうけている。それは、政府が規定している産休期間以上休みをとりたい女性は雇用者と交渉でき

るということである。忙しい会社は賃金がもらえないこともあるが、後で正社員に復帰できるとい

うことも交渉できる。 
⑥保育所について 

   保育所は都会・田舎ともたくさんあり、３～６歳までの幼児を預かっている。一般にベトナムは
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大家族の伝統があるので、お爺さんお婆さんが子供の面倒をみてくれる。 
保育料  
・昔は国が 100％負担していたが、今は親もある程度出している。 
・１ヵ月の親の負担は 18万ドン（約 12ドル） 

⑦義務教育の内容（費用など） 
 1998 年に改正されたベトナム教育法によると義務教育は小学校。その期間は無料で教育を受け
られる。しかし貧困者が多い山岳地帯は、小学校になかなか行けない住民がたくさんいるので、子

供を集め、小学校のような内容を教える教室がある。親は必ず子供を小学校に行かせる義務がある

が、現状は以下のとおり。 
【6～12歳の子供対象】 

2000年調査データ 95％の子供が小学校卒業 
2005年目標    97％の子供が小学校卒業 

 2010年目標    99％の子供が小学校卒業 
※法律では 6歳以上 14歳未満までに子供は必ず小学校を卒業しなければならないと規定されてい
る。法律では規定されていないが、17省が中学校までを義務教育にしている。 

    中学 14～16歳 
    高校 16～17歳  ※高校での親の負担は一部分で 月 2万ドン、 1年 20万ドン（1,800円）

程度でほとんどは国が公的な国民費から負担している。 
 ⑧現在の国への女性参画状況（政治や審議会） 
  政府のメンバーへの女性登用が増加傾向にある。 

役  職 女性の比率 

国会議員 
1987年 
1992 ～1997年 
1997 ～2002年 

17.8％ 
18.5％ 
26.2％ 

省レベル（人民協議会） 
1999年 
2000 ～2004年 

20.4％ 
22.5％ 

行政単位 
1994 ～1999年 
2000 ～2004年 

18.1％ 
20.7％ 

政府のリーダー 
（大臣レベル以上） 

1991 ～1995年 
1996 ～2000年 

7.1％ 
7.9％ 

⑨今後の女性の社会参画についての目標 
  （女性の新法委員会で 2010年までの国家戦略の 4つの目標） 

１．労働雇用における男女平等の徹底。 
   ・2005年には新規雇用創出の中に女性が 40％、2010年には 50％を占めるのを目標。 
   ・ベトナムは農民が多い。しかし農民の労働時間は大変少なく、現在都会の企業で 1日 8時間働

いているのに対し、農民は 2、3 時間労働である。農民は土地を持っているので、完全失業に
はならないが労働時間が少ない分、女性はバスの中や電車の中でも働いている。 

・ベトナムより、日本の皆さんの方が働いているのに、最近の日本の経済成長率が横ばいなのが

不思議。以前訪日した際、日本ほど発展している国はないという印象を受けた。私たちの参考

になったのは、高齢者・障害者のための政策がすぐれているところであり、日本人は障害者に

優しく、エレベーターなど障害者や高齢者に対応できるように配慮されているところである。 
    ・都会での失業率は 2005年 5～6％目標、2100年 5％未満を目標。 
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    ・女性が主として働いている家族について、その 80％は貧困者基金から融資を受けられる。 
  ２．教育分野での男女平等の徹底 
  ３．保険医療の男女平等の徹底 
  ４．政治分野・文化分野へ参画する女性リーダーの業務遂行能力向上 
    ・共産党支部の中での女性リーダー割合を次の任期では 15％という目標をたてている。 

 ・企業では次の国会の任期では女性の国会議員の割合を 30％目標 
    ・省レベルの人民協議会の女性リーダーは次の任期では 28％を目標 

・2010年には政府機関各部署リーダーの 50％を女性にという目標をもっている 
＜女性の新法のための活動能力向上について＞ 

    2005年は 100％の女性リーダーが活動についての研修会に参加すること。 
    2005年までに政府機関の幹部が男女平等についての知識を向上させる。 
⑩労働法制に違反があった場合の罰則 

   具体的な罰則について労働法に規定されている。 
・罰金 
・活動許可書の中止 
・保証金の支払い 
・深刻な場合は刑事責任の追求 

⑪日本は急速な少子高齢化で年金制度改革が焦眉の課題となっているが、貴国の社会保障制度の問題

点はないか 
   年金制度の見直し：ベトナムでは女性の定年年齢が低い上、最近年金事業が増えているため、保

障基金の問題が発生している。 
   年金財源：年金支給率が最高 75％なので、年金財政もそろそろ傾いている。 

失業保障：ベトナムの失業率は 5.78％であるが、失業保険という制度がなく、現在検討中である。 
＜女性の定年年齢（55歳）について＞ 

55 歳定年年齢を調整したかったのでアンケートすると、工場の現場で働いている女性の中に
は、40～45 歳になるとこれ以上もう働けない、早くリタイヤしたいという回答が多く、ベトナ
ム女性は早めにやめる（定年＝休める）のがメリットと思っている。（工場で働く人の中には工

場内で 1 日 20～25ｋｍ歩く女性もいて、職業病にかかっている人が増加しており、また日本と
違ってほとんど手作業で行っているので仕事がきつい。都会では定年のあと別の会社で契約社員

になる人もいる。事業主と労働者がお互いに必要と思えば交渉できる。 
 年金給付率 

女性は勤続 15年以内は 45％、15年以上だと女性は 1年ごとに 3％プラスされ、男性は 2％プラ
スされる 

ベトナム平均寿命   
男性 68歳  女性 72歳 
ベトナム出生率    

2.3～2.4  出生率が人口に対して 1.7％、死亡率 0.5％＝人口の増加率 1.2％ 
 
Ｑ：ベトナムの一般の女性は将来に対して何を望んでいるのか? 
Ａ：ベトナム政府の女性に対する政策がはっきりしており、労働法の中にも女性に関する章を１章

もうけている。その中にも産休の時に労働雇用契約を勝手に中止してはいけないと規定されて

いる。また女性労働者が多い企業の方が銀行の融資が優遇される。募集するときもすべての条



件が同じであれば男性より女性が優先される。一般的にはベトナム政府の政策は女性の方を優

先する傾向があるので、政府の政策に適応すると、企業にかかるプレッシャーが高くなるため、

逆に企業が女性を雇いたくないということも起こりうるという理由で、ベトナム女性は男女平

等政策を徹底してほしいが優先しなくてもいいという考え方を持っている。しかしベトナムで

は男女平等の概念が徹底されていなく、その知識を持っている人が少ないので社会に向かって

向上させる課題をもっている。都会だけでなく、田舎の工場も男女平等を浸透させる政策が重

要である。近年ベトナムでは家族の中でも男女平等が徹底されつつある。男性も家事を手伝う。

もともとベトナムは男尊女卑があり女性がすべて家事をしていたが、この 10 年、特にこの 5
年は、男性も家事をよくするようになり、雰囲気が改善されてきた。父親が子どもを学校に見

送り、学校が家から遠い場合は迎えにも行く。料理も上手。1989 年ドイモイ政策の施行によ
りベトナムは世界へドアを開けて、外国文化の影響を受けてきた。特に 1991 年から 10 年こ
の影響力はどんどん強くなってきた。 

 
 

Ｖ Ｇ Ｃ Ｌ 本 部 

Ⅰ．連合・JILAFと VGCL（ベトナム労働総同盟）との関係 
  連合はベトナムのナショナルセンターであるベトナム労働総同盟（VGCL）と両組織関係のあり方
について意見交換を行い、2000 年以来、毎年相互の訪問を通じて交流を続けてきた。2001 年には、
ハウVGCL会長を団長とする代表団が訪日して第２回の会談を行い、相互交流の一層の拡大やJILAF
による人材育成への貢献等の今後の協力を確認した。2002年には VGCLからの強い要請によりベト
ナムに訪問団を派遣し、VGCLとの会談を行い、併せて日本から多数進出している企業の状況を調査
するため、日系進出企業（トヨタ、ホンダ社等）の訪問・視察を行っている。また、2003年 10月の
VGCL大会には海外来賓として招待を受けた。互いの労使事情、労働運動の相互理解に向けて継続的
な取り組みがなされている。 

 
Ⅱ．VGCL（Vietnam General Confederation of Labour）の概要 

        ベトナムは社会主義国であり、行政の仕組みも日本とは大きく異なっている。中央の行政は省
（State）、国家委員会（State Committee）及びこれらと同格の組織体で構成されている。特色とし
て中央レベルでの行政はこのような省庁に加え、社会的組織（Social Organization）と呼ばれる団体
によっても担われている。このような役割を担う団体は労働組合（Labour Unions）、小農民協会
（Peasant’s Association）など 5つあり、中央省庁の行う行政に介入する権利を与えられている。例
えば労働安全衛生に関しては各種労働組合の最上位にあたる VGCL にこの権限が与えられている。
例をあげると、MOLISA が労働安全衛生に係る規則を定める場合、VGCL の同意を得ることとされ
ており、また MOLISAと共同で稟議（circular）を出すことができる。このように VGCLは単なる
労働組合ではなく、行政の一翼を担う機関としての性格を持っている。 
 ・全労働力人口に占める労働組合の組織率は約 70%。非国営企業（外資系合弁企業、農業協力グル

ープ、民間企業、自営業等）では 40％で、今後 VGCLにとって非国営企業の組織化が課題。 
 ・財政  企業が労働者賃金の 2％を供出するよう政府が指示 
      組合員の組合費 
 ＜VGCLの主な役割＞ 
  ①労働者の権利を守る（組合員であるか否かを問わず） 
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  ②政府の行う労働安全衛生に関する法案・政策・規則の作成と施行への参加 
  ③政府の管理下、企業の生産計画・経済運営に参画 
   ・VGCL会長は政府の全ての会議に出席 
   ・VGCLが国会に法案提出（労働組合法 等） など 
  ④「緑・清潔・美と労働安全衛生の確保」の全国キャンペーンの推進 
  ⑤労働安全衛生に関する国家レベルの研究の実施 
  ⑥国づくりのため、労働組合員の教育訓練実施 
  ※憲法によって労働者を代表する唯一の組織は労働組合であると認められているので、いかなる団

体も労働組合以外の団体は労働者を代表してはならないと定められている。 
＜VGCLの主要課題・活動方針＞ 
 ①雇用対策 
 ②民主主義、社会正義を守る 
 ③生活の向上 
 ④市場経済に対応しうる強固な組合組織の確立 
 
Ⅲ．交流内容 
 ベトナムの労働事情 
  ＜ベトナム労働者と労働組合の状況＞ 
   ベトナム人口 8,100万人 内 労働者      1,800万人 
                  行政関係      260万人 
                  国営企業       180万人 
                  外資系・民間企業  140万人 
                  自営業      430万人 
   ベトナム組合員 420万人の内 女性 47％（40％の組合比率） 
   組合化、組織化できる人は 70％を越えている。 

今年 VGCLは 75周年記念行事をした。全国 64省に支部がある。 
大会報告によると、各支部組織に女性幹部 45％ 
産業別 18、地域別組織 418、企業での労組 58,000組織、労働組合の大学 2ヵ所、 
職業訓練斡旋センター 43ヵ所、労働派遣センター １ヵ所、ホテル・ゲストハウス 50軒 
日本の連合・全労連とも密接な関係にある 
女性リーダーの選出基準 

   ①教育された知識を持つ 
 ②活動の実績・能力 
 ③労働者からの信頼関係 
 ④女性リーダーが必要というニーズがある 
VGCLの役員 
・VGCLのリーダー19名の内 女性 3名 
・各支部組織に女性幹部 45％ 

   ・必ず女性委員会があり、中央執行委員会に所属している。 
   ・労働組合は政権・共産党支部に対して女性の意思を反映できる。 
   ・VGCLは男女平等と女性リーダーの教育に力を入れている。 

・女性労働者の権利を確保する政策をもっている。 
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 ・女性委員会から意見が出されたら中央執行委員会と政権に反映される。 
 ・組合員であるか否か、あるいは男性・女性で差別はない。 
定 年 
 ・平均寿命が男性より長く、女性の労働条件はかなり厳しく家事もあるので身体に負担がかかる

ため、女性の定年 55歳は女性を優遇しているものの一つ。 
 ・女性が長く生きる、定年が早いことが政府の社会保障基金の負担になっているが、女性優遇の

ため実施している。 
 産休・育休 
 ・産前・産後合わせて 4ヵ月の休暇がとれる。給与は 100％保障される。 
  ※6ヵ月にした地域もあったが、ベトナムの経済状況にふさわしくなかった。すぐ変わってい

く仕事にとけ込めなく、復帰が難しいという事情があり廃止した。 
 ・１歳未満の子供を育てるため、毎日１時間勤務を短くしている。 
 ・職場に近い保育所に預けられるよう会社も協力。 
 ・妊娠している間、正当な理由なしに解雇をしてはいけない。（労働契約は破棄できない。自分

で破棄するのはいい。） 
 保育所 
 ・昔、ベトナムは国立の施設しかなかったが現在は 40％が国立。 
 ・60％の子供は祖父母の家に預けられる。 
 ・会社機関の努力が必要。 
残 業 
 ・法律で労働時間は１日 8時間と規定しており、市場経済社会になる前に残業はなかった。 
 ・最近、ドイモイ政策でオープン的な海外経済政策を展開している 
 ・年間 200時間までとし、ノー残業デーを強化している。 

 教 育 
 ・法律によって職業教育について男女平等が徹底されている。 
 ・教育しないと労働者が失業になる可能性があるので力を入れている。 
 ・女性は出産があったり主婦の役割で大変なので、勉強するチャンスをどうすれば提供できるか

が課題。 
組織化 
 ・ベトナムでは労働者の数が増えているので現在組織率が高くなっている。 
 ・民間では労働問題が増えているので、解決のために加入したほうがいいと認識する人が増えて

きているが一方、労働使用者は組合を作ってほしくないという考えを持っている。 
 ・ベトナム労働者は農家出身なので、組合の役割をよく把握していない。 
 ・ベトナムに対する日本の投資家がますます重要になっている。 
・ベトナムに進出している日本企業の組合が一番いい状態で、トヨタ・ホンダが成功例として有

名。 
組合費 
 ・企業が２％支払っている。← 法律で給与基金の２％を労組の基金に納めるべきと規定してい

る。（労働者が貢献した一部という理由）

・物質的・精神的のために活用している。→中国でも適用するところがでてきた。 
 ・外国系企業の中にクレームがあり、暫定的にこれを今は廃止した。（外資系企業のみ） 
・組合員が１％納めている。 
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Q：ベトナムの国営で残業はあるのか? 
A：サービス残業はない。必ず残業手当は支払われる。休日は 200％支払われる。 
Q：ベトナムの定年について 
A：VGCLは政府に労働法の改正の提案をしている。 
 ①社会保険の法律の準備 
 ②給与改革制度 

※文面だけでなく、国会議員に対し労働組合に賛成するよう説得している。国会議員の中に

労組の人が少ないので、そうしないと政府の中で主張できない。 
Q：本当に女性は 55歳定年でいいのか? 
A：女性労働者の条件は厳しい（特に繊維工場）。55 歳定年に 90％の女性が賛成しているが一方、
研究所・行政機関で働く人は反対しており、10年間ずっと議論している。 

Q：数年のうちに企業に関係する税金が高くなると、トヨタモーターベトナムで聞いたが？ 
A：それは事実。他の企業にとっては問題であるが、トヨタはすべての資本金を回収できたので困
っていない。国産化比率を向上させたい。ベトナム性のパーツを生産する計画がある。外国か

らパーツ、部品を輸入して、国内で組み立てようと考えている。 
Q：VGCLでは労働条件以外のことでも活動しているのか？ 
A：労働専門関係以外に環境や平和のためにも活躍している。労働安全科学研究所で環境を取り扱
っている。今後戦争がないようにという思いでハノイ、ホーチミンで広島原爆写真を催した。 

  
 

ベトナム女性連合（Vietnam Women’ｓ Union） 

Ⅰ．ベトナム女性連合（Vietnam Women’s Union：略称 VWU）の概要 
   ベトナムでは大きな NGO で 1930年に女性の共産党への参加を促進する目的で結成され、1945
年以前はフランスからの独立を果たすために女性を動員し、また 1954年から 1975年の間は、南北
の統一とベトナム戦争での勝利をめざした。1975年以降の VWUは戦闘活動から離れ、共産党と共
に国家の再建を第一の目的として活動を続け、ドイモイが始まると VWUは再び変化し、急激な社
会経済情勢の変化にさらされている女性のニーズを守るための組織として立ち上がった。歴史が物

語るように、ベトナムの戦争とともに発展し、全国的な女性の組織を作り上げ 1996年現在、約 1,100
万人以上のメンバーを抱え、中央から 53県、500郡、12,000のコミューン・レベルに至るまでネ
ットワークが構築されている。NGO でありながら中央レベルの職員約 300 人の給与は政府から支
払われ、その強い政治力をもって 1988年に「人民委員会と内閣(Council of Ministers)の下にある
全ての省庁・国家委員会及び組織は、女性に関連するすべての政策・計画を VWUに相談しなけれ
ばならない」という法令（Decree No.163）を通過させた。VWUには 16歳以上の女性で年会費 2,000
ドンを支払えば入会でき、メンバーには会則が発布される。 

 
Ⅱ．交流内容 
 ①組織の目的、具体的な活動内容 

ベトナム全国の女性の地位と権利を守る唯一の組織。活動目的は「男女平等」で 1930年設立さ
れ、縦だけでなく、横のつながりをもっている。５年に１回全国大会を開き、5ヵ年計画を立てて、
5年間の実績をレビューする。現在 2002～2007年の 5ヵ年計画を実践中。 
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   １．女性の知識能力向上 
   ２．女性の経済権利の向上 
   ３．進歩的、幸福的、平等的、裕福的な家族構築をめざす 
   ４．女性リーダーの能力向上 
   ５．女性関係の法律についての国の政策への助言・実現・監視 
   ６．VWUの活動の中で新しい分野である国際協力の拡大     
   ７．アジア地域をはじめ世界の女性交流の拡大と生活をよくするための協力 
 ②VWUで働いている人の平均的な労働条件 
   ・基本は１日８時間勤務。国営と同じ条件（産休の期間等） 
   ・ベトナム労働法に規定しているすべての権利を適用。（育児休暇、有給休暇、社会福祉制度 等） 

・専従の幹部の予算がつかないので、ボランティア（無償）を募集している。 
 ③国・自治体に求めること 
   ・女性の権利を保護するため、国の政策に反映しなければならない。 
   ・会長は国会議員なので、国会で訴えている。 
   ・現在、男女平等法を提案している。 
   ・ベトナム労働法の中に女性労働者の章が一つある。これは勝ち取ったものである。 
   ・地方政権への女性の参画を規定している 163という法律が政府から出された。 
   ・1995 年国連によって開催された北京国際会議は、各国政府が男女平等を進めるためのいい契

機になったのではないか。 
   ・政策の策定だけでなく、実現を監視している。（保険、教育の女性分野の政策 等） 
 ④運営について 
   ・ベトナム政府が資金を調達。 
   ・1,100万人のメンバーの費用制度。 
   ・女性のみの組織なので、保守的な感覚を持っている対男性との仕事という点で大変さがあるが、

優秀な能力は高く評価する。 
   ・ベトナムも日本も男女平等を目標として頑張っているが、今後も男女平等事業は重要。 
 

Q：ドイモイ政策のおかげで、男女平等は進んだか? 
 Ａ：この組織は 1930年に設立され、男女平等のために昔から努力してきたが、法律やベトナム政

府の政策では女性政策の実現が課題である。これはアジア全体の問題ではないか。1980年、 
   85年、95年に開催された女性国際会議は男女平等事業にも影響を与えている。ベトナムでは

男女平等についてベトナム共産党の設立以来から考えていたので、長い歴史を持っている。男

女平等を実現するためには、いろいろなプログラムが必要であり、実現は難しい。1985 年に
女子差別撤廃条約を批准した。雇用機会均等法や男女参画基本法など国連の影響は大きいもの

がある。男女平等を実現するためには多くの古い慣習文化を乗り越えなければならない。女性

として自分の中で乗り越えなければならないこともある。加えて配偶者、親戚、社会の協力が

必要である。国の政策を出している男性と闘う前に自分と闘うことが必要である。 
 Q：定年年齢に男女差があるが、これは女性の労働がきついため優遇処置でそのようにしているそ

うだが、それについて環境整備を何かしているか? 日本では男女とも 60歳で、女性は働き続け
ることを大事にしているが。 

 A：ベトナムは昔工場の現場で労働条件が厳しく、早く定年になったほうがいいという考えがあっ
たため、会社との共通の理解でこういう政策が出された。しかし、最近ベトナム経済が発展し
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始め、生活水準や労働条件も改善され、働きたいという声が出てきたので、政府に男性と同じ

年齢にするよう訴えた。単純作業の女性労働者の中には現在の定年年齢を維持したいという気

持ちがある。残りの部分の人は、男性と同じ定年年齢にしてほしいという思いを持っている。

私たちも男性と同じ条件にしてほしいと考えている。現在ベトナム国会や政府に改正するよう

働きかけている。アンケートなどが影響するので、女性の意思を統一させることが重要である。 
 Q：女性メンバーのネットワークについて 
 A：会員は１８歳以上の女性。村（住んでいる地域）のグループ。チャーター（規約）に賛同した

女性は入会できる。地域ごとにメンバー表がある。会費は月 500 ﾄﾞﾝ（5円）。 
 Q：ベトナムで男女平等法制定に向けての具体的な動きは? 
 A：現在は政府に対してこの法律をつくることに賛成してもらう段階である。どのような内容にす

るか、どういう問題について規定するかという案をつくるため勉強中。ベトナムでは家族の中 
   で、女性の勉強は大事でないと考えられてきたので、女性は勉強したくても、時間がとれなか

った。旦那さんや子供のために自分の時間を費やすという人もいる。『夫・子供に対し少しでも

自分の時間を持ってほしい』という考えで女性がすべてやってしまう、『勉強のために家を留守

にできない』と考える、これが女性の発展を阻む一要因でもある。自分の能力を向上させるこ

とが必要である。まず古い慣習や文化を乗り越えなければならない。男女平等は社会ではなく、

家族の中から始めなければならない。社会で活躍して積極的なものの見方を持ち、男性も自分

の存在をクリアにして、協力する必要がある。 
 Q：子供の教育について 
 A：ベトナムでは子供は最低２人。親は平等に接する。学校でも区別なしに教育される。国連の資

金によって設立されたベトナム教育訓練省によって進められる。しかし、山岳地帯は貧困者が

多いのでいろいろな問題がある。 
 Q：定年年齢を改正するにはアンケート調査が必要と聞いたが? 
 A：労働法で定年年齢が規定されており、法律を改正するには摘要用件に『法律を出す前に国民の

声を聞き科学的な研究が必要。』とされているので、55 歳定年を改正するためには女性会員の
賛成が必要であり、またアンケートして大衆の意見となることが必要である。年齢改正につい

て政府は検討する余地があるというが、最初のアンケートではまだ賛成人数が少ない。 
 
 

ア ジ ア 子 ど も の 家 

Ⅰ．アジア子どもの家の概要 
自治労は 1995 年、結成 40 周年を記念する国際協力事業として「アジア子どもの家」事業をス

タートさせた。目的はインドシナ戦争による被害のひどかったベトナム・ラオス・カンボジアの３

ヵ国で、困難な状況に置かれた子ども達に教育を施し、自立を助けると共に、伝統文化を継承させ

ることにある。この事業の特徴は、３つある。①組合員の直接参加 ②継続的な協力活動 ③日本

のＮＧＯと各国政府機関･地方機関との連携協力である。 

  設立・所在地 

   ・1995 年 8 月、ハイフォン市(ベトナム北部の港町。人口は国内 3位)。 

   ・総床面積 30,294m2（コンクリート３階建て）土地と建物は，2000 年３月の評価会議でハイフ 

ォン市に譲渡済み。 

 目 的 
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ハイフォン市レチャン区の主にニエムギア町の６歳から 15 歳（一部の活動は 18 歳まで）までの

困難な状況にある児童（保護者とともに生活できる状況にない児童、小学校未就学または途中退

学児童、被虐待児童、児童労働を課せられている児童、家族状況・経済状況が困難である児童）

を対象として衣食住の提供・初等教育・職業訓練・仕事の紹介などの活動を実施することで、児

童が保護者・地域と共に安定して生活できるための基盤を整えることができるようにすること。 

事業内容 
①困難な状況（親がいない、親が死んだ、刑務所にいる）にある児童の養護・一時保護 

   ②識字クラス（未就学児童、途中退学児童への基礎教育：識字・国語・算数など）、６歳児クラ 
ス（就学準備教育） 

   ③職業訓練･就業斡旋・製品製作（洋裁、刺繍、縫製）  
 ④地域の児童を対象とした文化･スポーツ活動 
 ⑤児童相談（ハイフォン市児童相談センターの支所的機能） 
参考「自治労 HPより」 
 自治労が結成 40周年を記念する国際協力事業として、1994年 2月の中央委員会で取り組
みを決定し、対象国をインドシナ三国(ベトナム･ラオス･カンボジア)に定めて、1995年から
具体的な活動を開始したプロジェクトです。これは、欧米の先進的取り組みに学ぶという名

目の、従来型の調査･交流派遣一辺倒を脱して、われわれもその一員である｢アジア｣に着目

し、資金援助やハコモノ援助にとどまらず、｢組合員の直接参加｣で、当該各国の｢子どもの

健全な育成｣にむけての環境整備に、自治労が｢継続的な｣支援･協力活動を行うものです。具

体的には、当該国政府機関(ラオス政府情報文化省/教育省、カンボジア政府教育省)や地方政
府機関(ベトナム･ハイフォン市児童保護委員会)、日本の NGO(ベトナムは日本国際ボランテ
ィアセンター、ラオス及びカンボジアはシャンティ国際ボランティア会)との提携協力のも
と、各国ごとに子どもを取り巻く課題と活動ニーズに応えた、子どものための施設(アジア
子どもの家)を建設し運営してきました。施設の設置目的や事業内容は、各国異なります。 

 
Ⅱ．交流内容 
設立・活動内容 

   家は日本の皆さんの援助でできた。従業員の頑張りもあり、家庭・人口・教育・訓練教育に成果

があがっている。2003 年 3 月まで日本の自治労から援助をいただき、感謝している。ハイフォン
市のプロジェクトができたきっかけは 2000 年までの子供たちの活動のためである。設立当時は売
り子・捨て子を 30～60人集め、教室一つだった。1994年 12月、自治労の方に日本の海外協力隊
を紹介してもらった。プロジェクトは①1995年 8月～2000年 ②2000年～2003年の 2ステップ。
「アジア子どもの家」の建物 3F資金は建物内の施設を合わせて 36億ドン。1年ごとに 1億ドンの
援助をいただいた。 

    8 年間を通して 100 人がこの「アジア子どもの家」を出て普通の仕事に就いている。1995 年か
らこの家に住んでいた、親がいない捨て子だった 35 人の子供は家を出て今、真面目に会社に勤め
ている。ここで１番長く共同生活している子供は７年間。現在共同生活しているのは 3人で、他の
子供は役場の指導者と話し合って訓練の結果を続けるように約束した上で、家や田舎に帰らせた。

子供がこの家を出る時は 50万ドン持たせる。 
従業員：当初 12人→現在 10人。（正職員 ４人、アシスタント 6人）全員女性。 

 職業訓練 
・職業訓練のクラスは毎日続いている。→１年２回ぐらいある。 

  ・１年に 15～20人参加して織物・シルクの刺繍をつくっている。 



 17

  ・織物のチームは毎年 15～30人。シルクの刺繍を訪問してくれる人に売ったり、自治労のプロ
ジェクトの中で輸出している。 

 自治労プロジェクト 
  ・自治労のプロジェクトは大きな援助であり、家の活動のために助かっている。 
・バックに刺繍して、資料入れとして売る。今年の 5月までに自治労用に 8,000個作るため、子
供が頑張っている。 

   ・運賃、材料費を払って黒字 800万ドンは家の活動費に充てたり、働いている子に給料を渡す。
（１ヵ月 50～80万ドン） 

 子供の家の運営 
  ・2003年まではすべて個人的援助で運営してきた。子供の親からは一切お金をもらっていない。 
  ・ハイフォン市からはピクニック、スポーツの時に援助してもらっている。 
   ・自治労の援助は 95年に 1億ドン、96年から 1年ごとに、20％ずつ減の資金援助をいただいて

いたが、現在はバックなどのプロジェクトのみの援助で資金援助は受けていない。 
政府等の支援 
・毎年 500～600万ドンの資金援助。ただし急に大きな行事かあれば、別にもらっている。 

  ・子供が出て働く時の職場の紹介 
 
 

V G C L フ エ 支 部 

ＶＧＣＬフエ支部の概要・交流内容 
①労働事情 
  女性労働者は 25,000人。（全体の４８％）女性の労働者は男性と同じような厳しい（きつい）仕
事の場合もある。女性には制服と靴を支給している。ベトナムは昔から男尊女卑だったので、こ

れから解決していきたい。それには法律によって女性が仕事をする際の手助けをしていきたい。

勤務時間は１日８時間で、女性労働者の優遇制度として、子供が生まれたら３～４ヵ月休暇がと

れる。加えて大変きつい仕事は健康のために免除される。また仕事が終わってからコンピュータ

ー、外国語など勉強しに行く。女性は国の発展のためだけでなく、家族のためにいろいろな仕事

をして頑張っている。男性と同じような仕事をできるよう勉強したいという希望を持っている。

昔、女性は高校までしか行かなかったが、今は大学まで行く人が増えており、高卒の人も後から

夜間大学で勉強することができる。大学は５年かかるが、夜間の場合は１、２年勉強する。 
   労働者の女性部がある。ベトナムの経済発展には女性の力が必要であり、また地方の力も必要で

あるので、仕事がしやすいように手助けする必要がある。   
 ②男女平等について 
  現在ベトナムは男女同じ仕事をしている。きつい仕事、毒性のものを扱う仕事もあるので同じ給

料である。３年ごとに年金の改定がある。 
今後の目標 
１．夜間大学など女性にもっと勉強させる。 
２．副社長など上の役職につけるように勉強させる。 
３．法律が守られているか点検し、長時間労働がないようにする。 
今は遅れているが、経済成長するにつれ法律によって女性待遇は良くなると思う。 

  定 年  



・男性 60歳、女性 55歳。男性は 20年仕事をしてから定年になる。 
   ・男女同じ仕事だと女性はきついが、健康という点で環境改善は特にしていない。 
   ・定年後は働いても国から給与はもらえない。 
 ③その他 
   ・フエには酒関係で日本との合弁会社の工場が 1996年からある。 
   ・新国道１号線：山を通すのは大変なので、地下に日本のＯＤＡの援助で作る予定。 
   ・日本の援助によってできたものも多い。 
   ・フエ支部長は日本の合弁で旅行会社をつくった。観光客も多い。 
   Ｑ：フエ支部に女性役員は何人いるか? 
   Ａ：この建物の中、27名の内 女性 9名（全員役職についている） 
     フエ市の中に 53,000人の内 女性 25,000人 48％ 
   Ｑ：子供は何人までいいのか。 
   Ａ：2000年 2人まで、2001年 3人まで。    
   Ｑ：デパートもスーパーマーケットにもすべて組合があるのか? 
   Ａ：ベトナムのデパート、スーパーマーケットはまだできて新しいので、国営であるため全員組

合員。 
 
 

B I N H   M I N H 

会社の概要・交流内容・工場見学 
・Tシャツ、シャツなど服を作って日本へ輸出している。（製品 60～70％を日本に輸出） 
・1979年設立、敷地面積 4,000㎡、従業員 108人。 
・ハノイにも支社（支店）がある。敷地面積 20,000㎡ 2,890人内 80％は女性。 
・99年まで 100％国営、99年から 25％国営 
・日本の企業（伊藤忠）と合弁会社になったあと、給与がよくなった。3月目処に、ここから 10
ｋｍのところに別会社を建設中で、更に大きくなる予定。 
・特に女性にとって条件がよい会社だと考えている。ＶＧＣＬからも優良企業とされた。 
①工場について 
 ・工場内に SEIRI・SEITON・SEISOU・SEIKETU（整理・整頓・清掃・清潔）の張り紙。 
・25～27歳の女性が多い。  
・１日８時間（法律によって規定）、2時間で 15分休憩 
・３交代制  

    朝 ５：３０～１４：００ 
７：３０～１６：３０  日本の合弁のみ 
１４：３０～２２：００ 

・3ヵ月間は研修（トレーニング）期間は会社の用意した家、家賃食事会社負担。 
・労働安全のために体操の時間がある。 

②組合について 
組合費 １ヵ月 4,000ドン 
組合人数 2,189人の内 80％女性 
組合執行委員 ９人の内 女性 8人 
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平均年齢 28歳 、勤務年数 6年 
教育研修 
・高校生から工場に入るため、会社がお金を出して夜間大学に行くことができる。 
・製品について３ヵ月勉強させる。この工場には技術試験があり、昇給に関係がある。 
・日本語や英語の語学を勉強することもできる。 
女性委員会 

   ・子会社６社にも女性組合がある。 
    ・組合に各３名ずつ役員がいる。子会社：250～300名 従業員＝組合員 
   ・選出基準は 仕事熱心であること。 
          みんなと協調性があること。 
          貿易関係のこと、ベトナムの法律を知っていること。 
          女性委員会の仕事は仕事中と後と両方ある。 
 ③男女平等について 
   場合によっては女性の方が優遇されている。女性の多い企業は国から優遇される。 
  女性の 55歳定年について 
   60 歳まで延長するよう政府に提案（働きかけ）しているが、まだ返事がない。以前は男性は戦

争、女性は家・家族で大変だったが今は 60歳でも大丈夫でないかと働きかけている。 
 ④女性が働き続けられるための制度 
  産 休 

・５ヵ月ある。（工場の仕事）、事務は４ヵ月（法律によって規定） 
   ・公務員は４ヵ月。 

結婚休暇 3ヵ月。やめることはない。 
  その他 

・子供が 1歳未満までは 1日 1時間休める。 
・妊娠７ヵ月～１歳までは残業なし。 

   ・妊娠中の 3回の定期検診は費用を国が負担する。 
   ・工場内に保育所はないが、近くにはある。 

 
 

V G C L ホ ー チ ミ ン 支 部 

Ⅰ．ＶＧＣＬホーチミン支部の概要・活動 
  ホーチミン支部にも女性部があるが、まだまだ女性問題を抱えている。ホーチミン全体で 100万人
の労働者の内  50％が女性である。ホーチミンは他に比べると男女平等が進んでおり、副支部長４名
の内 女性２名、VGCL では 15 名の内 7 名が女性である。教育や研究の仕事は男女とも同じ給料で
ある。また同じ仕事であれば男女は同じ給料をもらえる。更に女性は子供が１歳になるまで、１日１

時間勤務を短くしている。法律によってホーチミンも女性のために健康への配慮や勉強させるなど努

力してきた。ビンミン工場（午前中訪問）のように女性従業員の割合が大きい会社も多い。公務員の

中では学校、病院で女性が多く働いている。国営の会社は法律によって待遇が改善されているが、民

間はまだまだ進んでいないのでよく検査してチェックしている。民間の会社で法律が守られていなけ

れば、政府が罰金を科せる場合もある。ホーチミンでは 90％以上の女性が働いている。子供がいる
女性は１ヵ月に１日休暇がとれる。また、子供の病児介護など女子労働に対して保護されている。ベ
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トナムの郊外では２世代・３世代家族が多いが、都会は核家族が多いので、家庭と仕事の両立が大変

である。各会社にも女性部があり、女性に関することや会社が法律を守っているかをチェックしてい

る。またホーチミン支部では女性問題を政府に提出することもある。 
 
Ⅱ．意見交換・質疑応答 

Q：日本では女性と男性で、同じ仕事ならば給与も同じか。 
A：法律では同じと規定されているので基本的には同じであるが、日本で男女間の賃金格差がでる
のは、女性は男性に比べて勤続年数が短い、役職が低いという背景がある。 

Q：日本は離婚率が高いようだが・・・。 
  A：日本では近年熟年離婚が多いが、昨年から少し減った。 
  A：ベトナムの離婚率は約 20％。現在ベトナムでは夫がいなくても仕事がうまくいっている。また

ベトナムでは昔、料理は女性の仕事とされてきたが、最近は男性も料理をするようになった。

教育・研修については、ベトナムの女性は優遇されている。例えばホーチミン市の場合、国営

の人がハノイに勉強に行く場合、男性には月 50万ﾄﾞﾝ支給されるのに対し、女性には 70万ﾄﾞﾝ
支給される。 

Q：ビンミン工場で、55 歳である女性の定年を男性と同じく 60 歳に引き上げるよう国に要請して
いるが、まだ返事がないと聞いたが？ 

A：女性の定年は２種類ある。工場（民間）で働く人は 55歳。これは重労働のため目が悪くなった
り手が動かなくなり、長く働けなくなるからである。そのため工場で働く女性の中には、55歳
定年を希望する人が多い。一方公務員は男性と同じ 60歳であるが、55歳から 60歳までは仕事
をすることはできず、専門の博士として研究のみできる。また、55歳すぎると国営では働けな
いが、民間では働ける。その場合は、社長と相談して給与や職種について相談の上、続けるこ

とができる。返事については VGCL本部からここ（支部）まではかえってきている。 
Q：VGCL本部で、男女平等の法律を作成する予定だが、現段階で内容は検討中と聞いたが？ 
A：男女平等の新しい法律をつくる予定はない。現法律で男女平等となっているので、それが遵守
されているかチェックしている。例えばホーチミンは比較的よくなされているが、他の地域フ

エではまだまだである。男女平等は簡単に思うが、実行するのは難しい。仕事をする場合、昔

ベトナムは男尊女卑が根強く、女性は何もできないという風潮があったため、それを変えよう

と女性も頑張ってきた。 
Q：日本では先生、看護婦、スチュワーデスが女性に人気ある職業だが、ベトナムで人気がある職
業は？ 

A：どんな国でも女性は楽で易しく軽い仕事を望んでいるでしょうが、ホーチミンの場合はなかな
かそういうわけにはいかない。タクシーの運転手さんにも女性がいる。また謝礼金等がもらえ

る先生・看護婦がいい仕事といわれている。 
Q：ホーチミン市はハノイやフエより店が多く活気もあり、ベトナムの中では経済的にも豊かだと
思うが、他の地域より労働条件は良いか？ 

A：難しい質問です。 ホーチミンはベトナム経済の中心である。なぜならホーチミンは昔アメリカ
軍が支配していた時、道路・建物・飛行場が広かったため、1986年からベトナムドイモイ政策
で外国の会社がどんどん参入してきた結果発展してきた。ハノイの方にもはいりたかったが、

当時ハノイの空港は小さく、大きい飛行機が入れなかった。ベトナムは共産主義の国でありな

がら、ホーチミンは資本主義に傾いたので外国の会社がたくさんはいり、合弁会社ができたた

めハノイより経済が発展した。 



 
  の記 事 ベ トナム新 聞 
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《ベトナム労働総同盟ドー・ドゥック・ゴ副会長  
日本総労働組合女性代表団

4 月 2 日午前、労働総同盟本部において、ベトナム労働総同盟ドー・

が、奥島加奈恵氏を団長とする日本総労働組合女性代表(JTUC-RENGO&JIL

行には、国際部や女性労働者部の各代表も同席していた。また、メンバー

異なる地域から集まった各地の日本の労組や JILAF の幹部職員も含まれて

会見の時間中、ゴ同志は時間外労働、専門知識、業務、教育レベルの向

女性労働者の権利、とくに、女性の組合幹部の任命にあたっては、すでに

実践活動の能力があり、大衆からの信任があって、職場における女性労働

るなど、関連する諸問題について意見を交わした。ドー・ドゥック・ゴ同

労働組合の状況、組合員の増加、組合費などについて報告した。 
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