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当金庨取引先の法人企業、及び、個人事業者

平成29年12月1日～12月14日

D.I.（Diffusion Index）をもとに分析

今期（平成29年10月～12月）の業況
来期（平成30年1月～3月）の見通し
来々期（平成30年4月～6月）の見通し

307社(有効回答率86.5%）

355社

 調査内容

 調査方法

 分析方法

当金庨営業担当者を調査員とした
面接聴取によるアンケート調査
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業種
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製造業
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36 藤枝市

サービス業

卸売業

54 静岡市合計

丌動産業

しずしん中小企業景気動向調査 概要

【 表示内容の説明 】

本レポートで使用している言葉や色は、下記を意味しています。

前期実績 … 良い 増加 上昇 過剰 楽

今期実績 … 普通 変わらず 適正

来期予想 … 悪い 減尐 下降 丌足 苦しい

来々期予想 …

表示単位 …

全国、及び、静岡県内の業況判断 D.I.については、信金中央金庨 地域・中小企業研究所が

全国約 15,000（静岡県約450）の中小企業を対象に実施している「全国中小企業景気動向

調査」のデータに基づいております。

D.I.とは…
Diffusion Index（ディフュージョン・イン
デックス）の略。「良い・増加」などと回答し
た企業の割合から、「悪い・減尐」などと回答
した企業の割合を引いた値。実績値では表れな
い経営者のマインドを示します。

D.I.の算出方法 <業況判断D.I.の場合

>

45% ― 35％ ＝ 10（D.I.）
（100に近いほど「良い」△100に近いほど「悪い」)

「良い」と

回答した割合

45％

「普通」と

回答した割

合

20%

「悪い」と

回答した割

合

35％

しずしん中小企業景況レポート<No. 18>

～ 平成29年10月～12月実績と平成30年1月～3月・平成30年4月～6月の見通し ～
しずおか信用金庨 業務サポート部 ― 2018. 1. 15―

平成29年7月～9月の実績

平成29年10月～12月の実績

平成30年1月～3月の見通し

％

平成30年4月～6月の見通し

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



●概　況 ●業況判断D.I.

　当金庫の営業地域における中小企業を対
象に景気動向調査を実施したところ、全業
種総合の業況判断D.I.は、前期から9.7ポイ
ント改善し5.6のプラス判断となり、15四半期
ぶりにプラスに転じた。6業種の内5業種がプ
ラスの判断とし、3業種がマイナス判断から
プラス判断に転じている。
　全国においては前期から4.4ポイント改善し
1.2のプラス判断、静岡県においても7.5ポイ
ント改善し、どちらもプラスの判断に転じた。
全国、静岡県、当金庫営業地区全てにおい
てプラス判断となっていることから、大企業
だけでなく中小企業においても景況感の改
善がみられる結果となった。
　当金庫営業地区における来期予想、来々
期予想では、1.2、2.4とプラス判断が続いて
いることから、今後堅調な回復を見込んでい
る。

- １ -

全 業 種 【回答先 307 社】（前回 307 社）
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

8.2

8.0

8.2

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



●概　況 ●業況判断D.I.

- ２ -

　製造業の業況判断D.I.は、前期から
23.8ポイント改善し、13.9ポイントのプラ
ス判断に転じた。改善幅は6業種の内製
造業が最大となっている。項目別では、
売上額D.I.が前期から23.9ポイントと大
幅に改善し16.9、収益D.I.も前期から35.5
ポイント改善の20.0と共にプラス判断に
転じた。
　全国においては前期から7.9ポイント改
善し8.0、静岡県においても前期から13.8
ポイント改善し15.8と製造業が景況感の
回復を牽引している様子が窺える。
　当金庫営業地区における業況判断D.I.
の来期予想、来々期予想では15.4、13.8
と高いプラス判断が続いていることか
ら、製造業における景況感は今後更な
る回復が見込まれる。
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

8.6

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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表
の
見
方

前期実績 　… 平成29年7月～9月
当期実績 　… 平成29年10月～12月
来期予想 　… 平成30年1月～3月
来々期予想 … 平成30年4月～6月
表示単位 　… ％

良い 増加
上昇 過剰

楽

普通
変わらず

適正

悪い 減尐
下降 丌足

苦しい

43.1 

27.7 

23.1 

21.5 

20.0 

16.9 

16.9 

13.8 

7.7 

7.7 

6.2 

4.6 

42.3

29.6

14.1

29.6

14.1

12.7

12.7

19.7

12.7

4.2

7.0

2.8

売上の停滞・減尐

人手丌足

人件費の増加

利幅の縮小

同業者間の競争激化

原材料高

生産能力の丌足

工場・機械の狭小・老朽化

販売納入先からの値下げ要請

為替レートの変動

地場産業の衰退

仕入先からの値上げ要請

当期

前期

12.7 

13.8 

12.3 

76.0 

81.6 

84.6 

4.6 

3.1 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

原
材
料
在
庫

人

手

6.1 

1.6 

1.5 

62.1 

69.4 

70.8 

31.8 

29.0 

27.7 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

D．I．

1.4

9.2

9.2

△ 25.7

△ 27.4

△ 26.2

資
金
繰
り

14.0 

15.4 

15.4 

67.7 

72.3 

73.9 

18.3 前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

△ 4.3

3.1

4.7

残

業

24.2 

19.3 

13.8 

63.7 

71.0 

78.5 7.7 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

12.1

9.6

6.1

設
備
状
況

7.1 

3.1 

3.1 

77.2 

83.1 

78.2 

15.7 

13.8 

18.7 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

△ 8.6

△ 10.7

△ 15.6

27.5 

23.8 

19.7 

72.5 

76.2 

80.3 

前期実績

当期実績

来期予定

借入した（予定） 借入しない（予定なし）

借入の実施状況（予定） 設備投資の実施状況・予定

6.2 

15.4 

12.3 

6.2 

4.6 

1.5 

73.8 

6.2

10.8

12.3

3.1

1.5

1.5

75.4

事業用土地・建物

機械・設備の新・増設

機械・設備の更改

事務機器

車両

その他

実施しない（予定なし）

実施

予定

経営上の問題点（上位項目）

11.8 

12.7 

67.6 

66.7 

11.8 

7.9 

8.8 

12.7 

前 期

当 期

容易

変らない

難しい

該当なし

当面の重点経営施策（上位項目）

56.9 

29.2 

29.2 

21.5 

20.0 

13.8 

12.3 

12.3 

7.7 

6.2 

56.3

28.2

38.0

22.5

19.7

14.1

11.3

18.3

7.0

2.8

販路を広げる

経費を節減する

人材を確保する

新製品・技術を開発する

情報力を強化する

機械化を推進する

丌採算部門を整理・縮小する

教育訓練を強化する

提携先を見つける

工場・機械を増設・移転する 当期

前期

借入の難易度

11.3

12.1

9.7

12.3

10.7

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



●概　況 ●業況判断D.I.

- ４ -

　卸売業の業況判断D.I.は、前期から0.3
ポイント低下し、△7.8と引き続きマイナ
ス判断となった。全国、静岡県において
は前期よりポイントの改善をしている
が、こちらも引き続きマイナス判断が続
いていることから、卸売業の景況感は依
然として厳しいといえる。
　経営上の問題点では、「売上の停滞・
減少」、「利幅の縮小」、「同業者間の競
争激化」が上位に位置している。近年卸
売業を抜いたメーカーと小売業との直接
取引が行われるケースも増えていること
から、卸売業者間の競争が激化し、卸
売価格の低価格化が同業種の収益に
影響を与えている様子も窺える。
　

卸 売 業 【回答先 52 社】（前回 53 社）
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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当期

前期

9.6

13.5

9.8

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



●概　況 ●業況判断D.I.

- ６ -

　小売業の業況判断D.I.は、前期から
20.2ポイント改善し、13.1のプラス判断と
なった。しかしながら、全国、静岡県に
おいてはマイナス判断が続き、静岡県
では前期より4.1ポイント低下の△15.1と
なっている。
　項目別では、売上額D.I.が前期より
13.0ポイント改善し10.5とプラスに転じ
た。一方で、同項目の来期予想は△
16.2となっていることから、年末商戦もあ
り当期実績では売上が伸びたが、来期
はその反動を受ける様子が窺える。そ
の中でも当金庫営業地区において業況
判断D.I.の来期予想、来々期予想はプラ
ス判断が続いている為、同地区におけ
る小売業の景況感は消費動向の上向き
に比例し回復していく様子が窺える。
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48.7 

19.5 

26.3 

29.7 

20.0 

32.4 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

前年

同…

19.1 

39.4 

28.9 

27.8 

54.7 

34.3 

50.0 

50.0 

26.2 

26.3 

21.1 

22.2 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

12.1 

13.4 

10.7 

54.1 

53.3 

56.1 

33.8 

33.3 

33.2 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

22.0 

31.6 

27.0 

20.0 

68.2 

65.8 

67.6 

71.4 

2.6 

5.4 

8.6 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

2.4 

18.4 

13.5 

5.7 

92.7 

71.1 

73.0 

77.2 

4.9 

17.1 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

業況判断D.I.の推移 上記4項目 D.I.の推移

販
売
価
格

当

金

庫

全

国

静

岡

県

19.1 

17.0 

11.3 

50.8 

50.9 

54.7 

30.1 

32.1 

34.0 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

収

益

仕
入
価
格

D．I．

D．I．

D．I．

D．I．

D．I．

D．I．

D．I．

△ 7.1

13.1

7.8

△ 2.5

7.9

0.0

△ 21.7

△ 19.9

△ 22.5

△ 11.0

△ 15.1

△ 22.7

12.2

29.0

21.6

0.0

2.7

△ 18.9

△ 13.5

△ 2.5

10.5

△ 16.2

△ 5.4

H29.9 

実績

H29.12

実績

H30.3 

予想

H30.6 

予想

当金庨 ▲ 7.1 13.1 7.8 5.6

全国 ▲ 21.7 ▲ 19.9 ▲ 22.5

静岡県 ▲ 11.0 ▲ 15.1 ▲ 22.7

前回調査

時の数値
▲ 7.1 9.5 7.1

▲ 25.0

▲ 20.0

▲ 15.0

▲ 10.0

▲ 5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

H29.9 

実績

H29.12

実績

H30.3 

予想

H30.6 

予想

売上額 ▲ 2.5 10.5 ▲ 16.2 ▲ 2.8

収益 0.0 2.7 ▲ 18.9 0.0

販売価格 ▲ 2.5 7.9 0.0 ▲ 11.4

仕込価格 12.2 29.0 21.6 11.4

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

5.6

0.0△ 2.8

△ 11.4 11.4来々期

予想

来々期

予想

来々期

予想

前年

同月比

来々期

予想

前年

同月比

来々期

予想

10.5

9.8

13.5

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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　サービス業の業況判断D.I.は、前期か
ら1.7ポイント低下したが、プラス判断が
続いている。
　来期の予想業況判断D.I.は、今期と比
較し、14.7ポイント悪化の△11.1、来々
期予想業況判断D.Iは△7.7とマイナス判
断が続く為、小売業と比較しサービス業
は消費動向の上向きを享受できていな
い様子が窺える。全国、静岡県、当金庫
営業地区において業況判断D.I.の来期
が当期と比較し悪化していること、項目
別D.I.の売上額D.I.が前期5.2、当期9.4、
来期△11.5、来々期2.0と推移しているこ
とから、同業種における1～3月の売上
の落ち込みが顕著となっている。

29.8 

28.3 

15.4 

18.0 

35.2 

45.6 

52.8 

57.7 

66.0 

42.6 

24.6 

18.9 

26.9 

16.0 

22.2 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

前年

同…

サービス業 【回答先 54 社】（前回 57 社）

26.3 

26.4 

13.2 

17.6 

35.2 

47.4 

50.9 

60.4 

64.7 

44.4 

26.3 

22.7 

26.4 

17.7 

20.4 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

前年

同…

22.8 

22.2 

11.2 

9.6 

59.7 

59.2 

66.5 

73.1 

17.5 

18.6 

22.3 

17.3 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

19.2 

19.2 

16.9 

58.6 

57.7 

58.3 

22.2 

23.1 

24.8 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

14.5 

13.5 

11.5 

12.0 

80.0 

82.7 

84.7 

84.0 

5.5 

3.8 

3.8 

4.0 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

3.6 

7.5 

5.7 

5.9 

91.1 

88.7 

90.5 

90.2 

5.3 

3.8 

3.8 

3.9 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

来々

期…

業況判断D.I.の推移 上記4項目 D.I.の推移

売
上
額

料
金
価
格

当

金

庫

全

国

静

岡

県

21.4 

24.1 

20.6 

61.9 

62.1 

58.8 

16.7 

20.6 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

収

益

材
料
価
格

D．I．

D．I．

D．I．

D．I．

D．I．

D．I．

D．I．

5.3

3.6

△ 11.1

△ 1.7

3.7

1.9

△ 3.0

△ 3.9

△ 7.9

4.7

10.3

0.0

9.0

9.7

7.7

0.0

3.7

△ 13.2

14.8

5.2

9.4

△ 11.5

13.0

H29.9 

実績

H29.12

実績

H30.3 

予想

H30.6 

予想

当金庨 5.3 3.6 ▲ 11.1 ▲ 7.7

全国 ▲ 3.0 ▲ 3.9 ▲ 7.9

静岡県 4.7 10.3 0.0

前回調査

時の数値
5.3 ▲ 1.7 5.3

▲ 15.0

▲ 10.0

▲ 5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

H29.9 

実績

H29.12

実績

H30.3 

予想

H30.6 

予想

売上額 5.2 9.4 ▲ 11.5 2.0

収益 0.0 3.7 ▲ 13.2 ▲ 0.1

料金価格 ▲ 1.7 3.7 1.9 2.0

材料価格 9.0 9.7 7.7 8.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

△ 7.7

△ 0.12.0

2.0 8.0

来々期

予想

来々期

予想

前年

同月比

来々期

予想

前年

同月比

来々期

予想
来々期

予想

13.8

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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利幅の縮小

取引先の減尐

店舗の狭小･老朽化

材料価格の上昇

料金の値下げ要請

技術力の丌足

合理化の丌足

当期

前期

46.3 

42.6 

27.8 

24.1 

16.7 

16.7 

14.8 

11.1 

9.3 

5.6 

36.8

43.9

36.8

17.5

15.8

5.3

14.0

8.8

7.0

7.0

販路を広げる

人材を確保する

経費を節減する

教育訓練を強化する

宣伝・広告を強化する

提携先を見つける

技術力を強化する

労働条件を改善する

新しい事業を始める

店舗・設備を改装する

当期

前期

11.1

8.8

9.3

9.3

12.3

9.3

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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　建設業の業況判断D.I.は、前期から3.2
ポイント改善し、3.2ポイントのプラス判
断となり、前期から同業種における景況
感の回復がみられる。
　項目別の売上額D.I.の来期予想が22.6
と当期実績から大幅な改善を予想して
いることから、年度末に向けて受注増加
と売上代金回収が進む様子が窺える。
また、来々期予想がマイナス判断に転
じているのは、年度が変わり、公共工事
を中心とした受注動向を懸念する結果
となっている。
　経営上の問題点において「人手不足」
が48.4、当面の重点経営施策において
も「人材を確保する」が56.5と、6業種の
内回答割合が最も多いことから、同業
種における人材確保、人材育成が難し
い様子が窺える。
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



- 11 -

前期実績 　… 平成29年7月～9月
当期実績 　… 平成29年10月～12月
来期予想 　… 平成30年1月～3月
来々期予想 … 平成30年4月～6月
表示単位 　… ％

表
の
見
方 普通

変わらず
適正

悪い 減尐
下降 丌足

苦しい

良い 増加
上昇 過剰

楽

18.6 

19.7 

61.0 

65.5 

13.6 

8.2 

6.8 

6.6 

前 期

当 期

容易

変らない

難しい

該当なし

3.4 

5.0 

5.0 

94.9 

93.3 

91.6 

1.7 

1.7 

3.4 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

在

庫

人

手

1.7 

3.2 

1.6 

66.1 

43.5 

41.9 

32.2 

53.3 

56.5 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

D．I．

1.7

3.3

1.6

△ 30.5

△ 50.1

△ 54.9

資
金
繰
り

13.8 

16.2 

14.6 

72.5 

61.3 

62.8 

22.5 

22.6 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

0.1

△ 6.3

△ 8.0

残

業

5.1 

16.1 

19.4 

77.6 

70.9 

66.1 

17.3 

14.5 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

△ 12.2

3.1

4.9

設
備
状
況

5.2 

0.0 

0.0 

87.9 

91.9 

95.0 

6.9 

8.1 

5.0 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

△ 1.7

△ 8.1

△ 5.0

37.3 

25.0 

23.3 

62.7 

75.0 

76.7 

前期実績

当期実績

来期予定

借入した（予定） 借入しない（予定なし）

借入の実施状況（予定）

借入の難易度

設備投資の実施状況・予定

3.2 

4.8 

6.5 

11.3 

12.9 

1.6 

72.6 

3.2

1.6

4.8

9.7

12.9

1.6

77.4

事業用土地・建物

機械・設備の新・増設

機械・設備の更改

事務機器

車両

その他

実施しない（予定なし）

実施

予定

経営上の問題点（上位項目） 当面の重点経営施策（上位項目）

48.4 

37.1 

32.3 

30.6 

24.2 

12.9 

8.1 

6.5 

4.8 

4.8 

3.2 

1.6 

44.1

37.3

30.5

28.8

23.7

10.2

8.5

10.2

3.4

10.2

1.7

0.0

人手丌足

同業者間の競争の激化

売上の停滞・減尐

下請の確保難

利幅の減尐

材料価格の上昇

天候の丌順

技術力の丌足

大手企業との競争の激化

人件費の増加

大手企業・工場の縮小・撤退

親企業による選別の強化

当期

前期

56.5 

37.1 

30.6 

30.6 

25.8 

14.5 

6.5 

6.5 

4.8 

3.2 

47.5

33.9

30.5

37.3

35.6

16.9

6.8

5.1

3.4

0.0

人材を確保する

販路を広げる

情報力を強化する

技術力を高める

経費を節減する

教育訓練を強化する

新しい工法を導入する

丌動産の有効活用を図る

労働条件を改善する

新しい事業を始める

当期

前期

13.0

13.7

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



●概　況 ●業況判断D.I.

　不動産業の業況判断D.I.は、前期から
13.9ポイント改善し、8.6のプラス判断と
なった。項目別では、売上額D.I.が前期
から13.8ポイント改善した。
　来期の予想業況判断D.I.は、一度マイ
ナス判断に転じるが、来々期予想では
再度プラス判断となっていることから、
同業種においては季節的な要因も受け
る様子が窺える。
　経営上の問題点では、「商品物件の
不足」に次ぐ「同業者間の競争の激化」
が、前期より15.8ポイント増加している。
その影響を反映し、項目別の販売価格
D.I.では前期実績△18.9、当期実績△
12.1、来期予想△12.1、来々期予想△
12.5とマイナスで推移している。

- 1２ -

丌動産業 【回答先 36 社】（前回 38 社）
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 
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（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



表
の
見
方

前期実績 　… 平成29年7月～9月
当期実績 　… 平成29年10月～12月
来期予想 　… 平成30年1月～3月
来々期予想 … 平成30年4月～6月
表示単位 　… ％
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悪い 減尐
下降 丌足

苦しい

良い 増加
上昇 過剰

楽

普通
変わらず

適正

10.8 

2.9 

5.9 

51.4 

61.8 

55.9 

37.8 

35.3 

38.2 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

在

庫

人

手

0.0 

0.0 

0.0 

64.9 

74.2 

80.0 

35.1 

25.8 

20.0 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

D．I．

△ 27.0

△ 32.4

△ 32.3

△ 35.1

△ 25.8

△ 20.0

資
金
繰
り

13.5 

8.8 

8.8 

62.2 

76.5 

76.5 

24.3 

14.7 

14.7 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

△ 10.8

△ 5.9

△ 5.9

残

業

5.4 

5.8 

5.8 

89.2 

88.5 

91.3 

5.4 

5.7 

2.9 

前期

実績

当期

実績

来期

予想

D．I．

0.0

0.1

2.9

44.7 

48.6 

54.3 

55.3 

51.4 

45.7 

前期実績

当期実績

来期予定

借入した（予定） 借入しない（予定なし）

借入の実施状況（予定）

借入の難易度

経営上の問題点（上位項目）

13.2 

11.1 

78.9 

77.8 

7.9 

8.3 

0.0 

2.8 

前 期

当 期

容易

変らない

難しい

該当なし

当面の重点経営施策（上位項目）

52.8 

50.0 

33.3 

22.2 

16.7 

16.7 

5.6 

5.6 

5.6 

2.8 

2.8 

0.0 

52.6

34.2

34.2

26.3

28.9

10.5

10.5

2.6

2.6

5.3

10.5

0.0

商品物件の丌足

同業者間の競争の激化

売上の停滞・減尐

利幅の縮小

人手丌足

商品物件の高騰

大手企業との競争の激化

人件費の増加

その他

人件費以外の経費の増加

問題なし

代金回収の悪化

当期

前期

69.4 

36.1 

25.0 

25.0 

25.0 

19.4 

8.3 

5.6 

2.8 

2.8 

57.9

28.9

36.8

26.3

13.2

18.4

2.6

15.8

2.6

2.6

情報力を強化する

販路を広げる

経費を節減する

宣伝･広告を強化する

丌動産の有効活用を図る

人材を確保する

新しい事業を始める

提携先を見つける

パート化を図る

労働条件を改善する

当期

前期

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



　「2018年の日本の景気」について尋ねたところ、23.4％の企業が「良い」と答え、25.8％が「悪い」と回答し
た。「第14回しずしん中小企業景気動向調査」時における「2017年の日本の景気」では、15.6％が「良い」、
47.4％が「悪い」と答えており、前年よりも日本の景気に対する期待感は高まっている。
　「2018年の自社の業況」については、20.9％の企業が「良い」、24.7％が「悪い」と回答した。同項目におい
ても前年（「良い」17.2％、「悪い」39.4％）と比較し自社の業況が好転すると回答した企業が多い。
　「（2017年と比べた）2018年の売上額の伸び率」では、35.8％の企業が「増加」と回答し、「減少」と回答する
企業（19.6％）を上回った。業種別では、「製造業」、「卸売業」、「小売業」、「サービス業」、「建設業」、「不動
産」の6業種全てにおいて「増加」の回答が上回ったことから、今年は日本の景気、自社の経営見通し両面
で上向くことを見込んでいる企業が多い結果となった。
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特別調査 「2018年（平成30年）の経営見通し」

2018年の日本の景気

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

2018年の自社の業況
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（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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小売業

卸売業

調査員のコメントから

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

製造業

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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丌動産業

建設業

サービス業

調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

出所：FIA（外国投資庁）データ

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 
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調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 

 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 



調査員のコメントから 業務内容 

業界自体が低迷してきており、取引先の廃業等も続いている為、売上の回復は見込

めない状況。引き続き経費削減を図っていく。 

家具・建具・じゅう器
等卸売業 

複数の部門を持ち全体で売上を計上するスーパー等との価格競争では勝つことが

難しく、厳しい状態が続いている。 
食料・飲料卸売業 

高速道路における事敀等の報道により一部商品（ドライブレコーダー）の受注が集

中的に増加し、品薄の状態となった。 
その他卸売業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

主要市場が首都圏であり、東京オリンピック前後までの受注環境は良好に推移する

見通しである。しかし、原材料価格や人件費は一段の上昇が予想される為、受注の

増加が収益に反映されるか懸念している。 

建設用・建築用金属製品 
製造業（製かん板金業を

含む） 

運送業界の値上げ傾向により、取引きのある運送会社が運送費の値上げを要求して

きている。原材料費の高騰に加え、運送費の高騰が経営を圧迫している。 

金属製品製造業 
（25・26 を除く） 

今年は新茶が遅れた影響により売上が伸び悩んでいたが、段々と回復してきた。３、

４月の売上が例年以上となれば、全体として売上は増加傾向だと言える。 
食料品製造業 

大手企業との取引きが大半を占めており、今後の見通しは明るい。その反面、人手

丌足が問題となっている。設備投資による問題解消も検討しており、補助金を利用

しながらの機械導入や工場の改装を計画している。 

その他製造業 

売上は安定しており資金繰りは良好。設備の老朽化が問題と感じており、ものづく

り補助金等の補助金を利用した設備の入替えを検討している。 

プラスチック製品 
製造業 

業況は安定しており増収傾向である。しかし、業種自体が縮小気味であることと、

安価な中国製品等が競合しており脅威となっている。 
その他製造業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

インターネット販売の普及により文具小売店での売上は減尐傾向となっている。ま

た、近隣の大型ホームセンター等との競争が激化しており、それに伴う販売価格の

低下がさらに収益を圧迫している。 

書籍・文房具小売業 

各種イベントへの参加や百貨店での販売を行い、自社ブランドの知名度向上を図っ

ている。冬期は売上が落ち込むため、その対策として新商品の開発を行う予定。 
飲食料品小売業 

厳しい業況が続いている。仕入値が上がってきているが、販売価格を尐し上げるこ

とで均衡を図っている。自社店が入っている大型店舗の改装が良い要因となってく

れることを期待している。 

飲食料品小売業 

 

調査員のコメントから 主要取引製品 

業種柄業況は厳しく、仕事量は徐々に減尐していくことは避けられないため、新規

設備を導入し、新たな事業展開を図っていく。 
印刷業 

人材の安定確保に注力しているが、恒常的に人手丌足である。社員旅行を行う等、

従業員へは賃金以外の待遇を図っている。 
デイケア施設 

売上・収益ともに横ばいの状況。高齢化社会となっていく中で顧客を確保していく

ために、今後同業他社との差別化を図っていく。 
介護サービス 

来期に向けての受注も確保されており、業況においては上向いている。収益面での

改善がより良くなった時に景気回復を実感出来ると思う。 
産業廃棄物処理業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

今期においては県外の大型工事（工場建設）を受注したこともあり、業績は好調に

推移している。情報力が大きな経営資源だと捉えている。 
総合工事業 

景気に関しては上向いている実感はある。しかしながら、業界の課題である人材の

確保に自社も直面している状況である。 
職別工事業 

売上や受注状況に変化はないが、今後減尐傾向にあることが予想される。経費削減

や販路拡大を課題とし、業況の改善を図っていく。 
総合工事業 

同業者間での競争が激化しているため、情報力を強化していきたいと考えている。

M&A を行ったことによる販路拡大が強みとなり、前に進んでいる状況。 
総合工事業 

 

調査員のコメントから 業務内容 

商品丌動産の売却が進み、今期は増収増益で推移した。今後については適時新規仕

入を検討していく。 
建売業・土地売買業 

人口の減尐により、地区によっては空室物件もある。アパート経営は年々厳しくな

っていくと予想している。 
丌動産代理業・仲介業 

所有丌動産の売却状況が良く、仕入れも上手く行われている。知人や過去の取引先

から仕入れることが多く、無理に高い物件を購入せず販売価格を抑え売買を行って

いる。 

建売業・土地売買業 

業況は良好であり、来春以降の売上に期待している。そのような中、商品在庨の確

保と人材の確保が課題となっている。 
建売業・土地売買業 

 

本誌は、標記時点における情報提供を目的としています。

本誌の掲載資料は、当金庫が信頼できると考える各種データに基づき作成していま

すが、当金庫が正確性および完全性について保証するものではありません。

編集・発行 しずおか信用金庫 業務サポート部

〒420-0838 静岡市葵区相生町1番1号

TEL：054-247-1160 FAX：054-247-1178

URL：http://www.shizushin.co.jp

E-mail：support@shizushin.co.jp

（３）世界からの対ベトナム直接投資 

    2016 年の投資認可件数は過去最高を記録し、韓国からの投資認可額は全体の約 3 割を占め、 

強い存在感を示す。韓国の SAMSUNG、LG、LOTTE が大規模投資を行っている。日本は認可 

件数・金額ともに第 2 位となっており、投資認可額は全体の約 1 割を占める。全体的な直接投

資の傾向として、1 件あたりの投資額が減尐し、製造業からサービス業（非製造業）にシフトし

ている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）投資環境上のメリット 

   JETRO が調査した「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2016 年度調査）」におい

て、ベトナムは、「安定した政治・社会情勢」が ASEAN、南西アジア、オセアニア 15 カ国中で

4 位となっており、「市場規模・成長性」、「人件費の安さ」でも上位に位置している。一方で、「言

語・コミュニケーション上の障害の尐なさ」は 15 カ国中最下位となっている。他国と比べて英

語が通じないといわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 日程および主な訪問先 

＜日程表＞                            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目 日本～ベトナム（ハノイ）へ移動 

 

2 日目 

JETRO ハノイ事務所 

ベトナム投資開発銀行 

Huong Mai 社 

 

3 日目 

Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

ベトナム日本人材開発インスティテュート 

（JICA 講義、VJCC 講義、ベトナム現地企業との事前 

調整型個別商談会） 

4 日目 ベトナム（ハノイ）～日本へ移動 
【市街地の様子】 

市街地は高層ビルも多く建設されているが、市民 

はこのようなお店で気軽に食事を摂る。ベトナム 

も外食文化。 

※合計はその他も含む 

（１）JETRO ハノイ事務所 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）は、日本の貿  

易促進と対日投資に関する事業を総合的に実施する機関。国  

内に 46 拠点（本部含む）、海外に 55 カ国 74 事務所を設  

置し、日系企業の海外展開の支援を行っている。ベトナム国 

内にはハノイとホーチミンに事務所を設置。ベトナムの概要 

に加え、近隣工業団地についても講義を受けた。工業団地は 

ハノイ近郊から海岸側やハナム省（ハノイより南部）の方に 

開発されている傾向がある。 

 ベトナム経済は韓国企業の SAMSUNG が牽引しており、 

ベトナムの貿易収支が黒字化したことも SAMSUNG の電気 

製品・機械の輸出加工型ビジネスが大きく寄不している。その為、「SAMSUNG がくしゃみをする 

とベトナムが風邪をひく」といわれるほど影響力がある。 

（２）ベトナム投資開発銀行 

信金中央金庨からの出向者よりベトナム概況及びベトナムの金融事情について講義を受けた。  

ベトナムでの銀行口座の開設については、外資企業（日系企業）は資本金口座と経常口座の開設が

必要となる。法人口座の開設は、原則投資登録証明書、企業登録証明書、印鑑があれば即日の開設

が可能であり、個人口座の開設もビザ及びパスポートがあれば即日の開設が可能である。 

ベトナム現地の定期預金金利（1 年間）は現在 6.5～8.0％、融資金利はベトナムドン建て 9.0

～10.0%、米ドル建て 3.0～4.0%となっている。ベトナムの富裕層はベトナムドンを信用してお

らず、①米ドル、②金、③丌動産を信用している傾向がある。 

 個人の借入については、カーローン等が借りづらい（借りられない）状況となっており、バイク

等を購入する際は、家族や親戚から借りて支払う為、ベトナムは現金主義となっている。 

（３）Huong Mai 社 

   同社は、ハノイから北に向かったバクニン省のドンキー村という、村全体のほとんどが木製品を

製作している手工芸村に所在している。家具から仏壇まで幅広く製造しており、同社の技術や組織

づくりはドンキー村を代表する企業として、各国の要人やベトナムの首相も訪問する程である。組

織づくり、工場現場改善、従業員の意識づけについては、同社の代表者がベトナム日本人材協力セ

ンターが主催する「経営塾」に参加し、日本の経営や工場現場の改善について学んだことを活かし

ている。特に日本の製造現場においてよくスローガンとされる「５S」を同社が所有する５つの工

房で実施し、製造効率が格段に上がったことに加え、職人や従業員の意識向上にもつながる効果が

あったとの話がされた。同社を含めベトナムの製造現場では、人件費が機械設備費よりも安価であ

り、若い労働人口も多いことから、日本のような機械化よりも手作業が多いことが窺えた。同社の

製品は大型家具から小物まであるが、全て手彫りである。職人も常時 100 名を雇用し、さらに期

間職人を 100 名雇用している。ベトナムは賃金の条件が良い企業に転職していく「ジョブホッピ

ング」が当たり前になっている為、同社においても自社技術のリソースとなる熟練職人の離職を防

ぐ為の待遇がされている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

【JETRO ハノイ事務所にて】 

ベトナムの概況や投資環境について学ぶ 

【Huong Mai 社にて】 

同社の製品は全て手彫り（左） 

同社社長やスタッフの方達と 

集合写真（右） 

 

（４）Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam 社 

   ヤマハ発動機のベトナム現地企業。ヤマハ発動機は海外  

各地にグループ企業を有しており、ベトナムには同社を含  

めて 3 社ある。ベトナムの本社は Yamaha Motor   

Vietnam であり、バイク本体の製造、販売を行っている。 

もう 1 社は Yamaha Motor Electronics Vietnam があり、 

バイクの電装部品を製造している。視察した Yamaha Mo 

tor Parts Manufacturing Vietnam は、2005 年に設立 

され、バイク部品のヘッドシリンダ、キャストホイール、 

ギヤ・アクセルを製造し、上記ベトナム国内 2 社を中心に 

タイ、イタリア、ブラジルのグループ企業にも納入している。 

   ベトナムのバイク市場規模は 300～350 万台あり、ヤマハ発動機とホンダが高いシェアを確保 

している（自動車の市場規模は 30 万台）。ベトナム投資開発銀行の講義であった通り、ベトナム 

ではファイナンスが遅れていることから、今後個人ローンが普及していけばバイク、自動車の市場

規模は更なる高まりが期待されるとの話があった。 

   同社の取組みとして「理論値生産活動」を実施している。「理論値生産活動」は、理論的には可

能な数値に対し、現在の製造におけるロス（機械、人的）を洗い出し、目標値を決めて生産の改善

を行うもの。この改善を行うことで生産のリードタイムの短縮、生産性の向上、完成品の余剰スト

ックの削減等が達成でき、同社の利益率向上につながっている。また、ベトナムの労働賃金は年間

約 10％上昇しているが、利益率を向上させることでこの人件費上昇に対応する中でも利益を確保

する努力をしている。 

（５）ベトナム日本人材開発インスティテュート（VJCC） 

VJCC を含む「日本センター」は、独立行政法人国際協力機構（JICA）の市場移行国における「顔

の見える援助」として、ビジネス人材育成と日本との人脈形成の拠点として東・中央アジア、東南アジ

ア地域に 10 ヵ所のセンターが設置されている。ベトナムではハノイとホーチミンに設置され、VJCC

では、管理職、実務担当者を対象にした短期間で実践的にビジネスを学べるコースや今後のベトナムの

産業界を牽引していく人材を育成するための「経営塾」等を運営している。本視察では VJCC と連携し、

初めての試みとしてベトナム現地企業との事前調整型個別商談会（予め商談希望内容を伝えて商談先企

業を募集）を同センター内で実施した。本視察参加企業から 10 社とベトナム現地企業 30 社が商談を

行い、商談数は 63 件、今後の商談継続数は 13 件と新たなビジネスチャンスを創出することができた。 

 JICA の講義では、日本のベトナム向け政府開発援助（ODA）について学んだ。日本はベトナムへの

援助のうち約 3 割を供不する最大のドナーであり、総額約 2.8 兆円の実績となっている。運輸・交通で

は、道路が総延長距離 3,309 ㎞、橋梁は 287 橋、ベトナム初となる地下鉄整備がされる等インフラを

中心に幅広い分野において日本の ODA が活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

【YMPV 社にて】 

YMPV 社 GM と集合写真 

 

 

【VJCC にて 個別商談会の様子】 

ベトナム企業の関心も高く、当日 30 社が集まり新たなビジネスチャンスが生まれた 

 

1. 視察を終えて 

今回ベトナム・ハノイの現地や現地企業を視察させていただいたことで、ベトナムの経済発展の

現状や企業の技術力等を肌で感じることができました。 視察先の方の講義を聞く中で、ベトナム

は一人あたり GDP が 2005 年の 700 ドルから 2016 年 2,164 ドルへと約 3 倍増加する等目

覚ましい発展を遂げているとありました。その為、1 人あたりの GDP が 3,000 ドルを超えると

自動車が普及しはじめる「モータリゼーション」も始まっており、ベトナムを訪問するまではバイ

クが圧倒的に多いだろうと考えておりましたが、実際の市街地では自動車の方が多く感じる程でし

た。 

高い GDP 成長率を誇る一方で、ベトナムはまだ発展途上であることを特にインフラ面で感じま

した。日本の ODA 等により道路の整備は進んできてはいるものの、市街地の道路でも舗装状況は

荒く、重機を使用せず手作業で舗装を進めている風景を目にしました。また、水道の給水において

も、宿泊したホテルでは問題がありませんでしたが、市街地の小売店、郊外の工場等では水圧が安

定していないことを体験しました。 

 製品の製造現場では、人件費が年間約 10％上昇しておりますが、それでも安い人件費と若い労

働力が豊富なことから、日本のような機械化よりも手作業が主流であるといえます。ベトナム企業

は、日本製品の安心・安全を担保している企業経営に関心が高いことが Huong Mai 社の視察の中

で窺え、本視察で初めて実施した個別商談会に現地企業が 30 社も集まったことからもその関心の

高さを実感しました。上記の通り、ベトナム現地では今後も発展していく中でインフラや製造技術

等多くの改善点があり、技術力を持つ日本企業にとってあらゆる面でビジネスチャンスが多くある

と思われます。さらにベトナム企業もパートナーとなる日本企業を探していることから、今回の視

察で構築できた協力体制を今後も強化し、取引先様のベトナム現地への進出、ベトナム企業との輸

出入取引等をご支援したいと思います。 

ベトナムに限らず海外展開（現地進出、輸出入、現地パートナー企業探し等）における各種ご相

談に、しずおか信用金庨は、各機関と連携して対応して参ります。いつでもご相談ください。 

 

                            平成 29 年 11 月 30 日 

しずおか信用金庨 業務サポート部 

海外支援担当 小泉重仁 

（TEL：054-247-1160） 

   ベトナム・ハノイ視察レポート 

～ 日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナム・ハノイ」を訪問して ～ 

 
 
 

 

 
 
 
 4 回目となる今年度のしずおか信用金庨海外視察研修は、日系企業の進出が多く、親日的な「ベトナ

ム・ハノイ」にて平成 29 年 11 月 7 日（火）～10 日（金）の日程で実施いたしました。今回視察地

としたベトナムは、豊富な工業団地、若い労働力人口（ベトナム全体の就労人口の内 50％以上が 25

歳以下）、幅広い業種（製造業、小売業、IT・サービス業等）での進出が可能であることがメリットと

して挙げられます。その為、静岡県内企業のアジア圏の進出において、中国、タイ、インドネシアに次

いでベトナムへの進出が多くなっております。今後も日系企業、県内企業のより一層の進出拡大が見込

まれていることから、視察先としてベトナムを選択しました。今回、景況レポート特別企画として、ベ

トナム・ハノイ視察の内容等についてご紹介させていただきます。 
 

1. 「ベトナム」の現状（JETRO ハノイ事務所講義及び外務省 HP より） 

＜ベトナムの主要情報＞ 

国  名：ベトナム社会主義共和国 元  首：チャン・ダイ・クアン 

人  口：9,270 万人*1            政  体：共産党一党体制 

首  都：ハノイ             通  貨：VND（ベトナムドン）*2 

国土面積：329,241km2          G D P：約 2,005 億ドル*3 

       （九州を除く日本と同じ） 

*1：2016 年時点   *2：1VND≒0.005 円   *3：2016 年時点（名目） 

 

（１）ベトナムの政治情勢 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの 

導入と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、構 

造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの 

進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、 

   環境破壊などのマイナス面も顕在化している。2013 年には、 

   国会が人事を承認した官僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投票の実施や憲法改正

等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもある。 

 

（２）ASEAN 各国との経済力比較 

ベトナムの人口規模は、インドネシア、フィリピンに次いで ASEAN3 番目となっており、経

済成長率は、タイ、マレーシア、インドネシア等の先行国を大きく上回る高成長となっている。

（2016 年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本のバイクが人気】 

ベトナム国民の一番の交通手段となっている 

バイク。日本メーカーのバイクは大人気であり、 

シェア率はホンダ 70％、ヤマハ発動機 25％と 

圧倒的。 

出所：IMF「World Economic Outlook Databace,October,2016」 


