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名古屋「ナディアパーク」の花、
ベトナム人技能実習生のホアさん
Vol . 2 大 成 ㈱
昨年４月の技能実習制度の認可を見越し、早くからベトナムに駐在所を置
くなどして準備を進めた大手ビルメン企業の大成株式会社（本社：名古
屋市、加藤憲司社長）。ナディアパーク配属のホアさんはじめ、現在13
名が活躍中。同社はその受け入れや教育のノウハウを生かし、他社に対
する実習生受け入れのサポート業務も開始した。
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ホアさんにインタビュー
日本の食べ物で好きなものは焼肉とたこ焼きです。行ってみた
いところは広島の宮島です。ベトナムで日本語を教えてくれたハ
シモト先生はその近くから来ました。そこを見てみたい。
３年間日本で勉強して、ベトナムに帰ったら日本の会社で働き
たいです。お金を貯めて、家族の生活を改善したいです。将来は、
観光ガイドになりたいです。子どもの頃からの夢です。
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をしていた。面談などを通して実
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「例えば、風邪を引いたとか、
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歯医者に行きたいとかいう場合に

大成㈱のベトナム人技能実習生受け入れスキーム

は、付き添いをしてあげます。わ
からない日本語があれば、メール
や電話がかかってきたり……」
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アドバイス
受入企業様

構築したスキームを活かし、
他社の受け入れもサポート

送り出し機関・
職業訓練校の選定
派遣

ロアンさんは経営企画本部の企
画部に所属。この部署がハノイと
日本を行き来して、技能実習事業

アドバイス

組合の選定
専門教育講師

ハノイ市街・近郊地区から
高卒・大卒者を調達

アドバイス

ベトナム人社員

受入企業様
指定現場へ配属
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を推進している。昨年来日した１
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左から水野秀樹所長、
グエン・ティ・ホアさん、
チャン・ティ・トゥイ・ロアンさん

《技能実習に関する問い合わせ》

大成株式会社 経営企画本部企画部
TEL：０５２－２４２－３２１８
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