
1 

 

  

ベトナム人材市場から独自のニュースを毎月お届け！！ 
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１０月からネット上で労働許可申請が可能へ 
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 労働傷病兵社会省により、外国人労働者の労働許可証発給手続きがイン

ターネット上で可能になることが発表された。今回の発表によると外国人労働者の

使用者は外国人労働者が働き始める７営業日前までに労働許可証の申請書

をウェブサイトから提出しなければならないとしている。 

 また外国人の就労内容に変更が起きた際にはその外国人労働者を使用する

10日前までに理由を説明する労働需要報告書の提出を義務付ける。 

 申請書類を受理後 5 営業日以内に結果の回答をするとしており、雇用者は申

請が認められたのち、原本書類を当局に提出してから正式な書類を受け取る段

取りとなる。 

 

 

LCC初 関空～ハノイ／ダナン線就航開始 

 
 格安航空会社ジェットスターパシフィックが関西国際空港とハノイノイバイ空港、

およびダナン国際空港の 2 路線の就航を開始した。これまでハノイ、大阪間の直

行便はベトナム航空（コードシェア便）のみだったが、今回の LCC 就航により、

利用者にとってよりアクセスが便利になった。 

 またベトナム国内で最も乗客数の多い LCC べトジェットも日本路線への就航を

検討中であり、この先もベトナム人の訪日数は右肩上がりになるだろうと識者は言

う。 

 近年では富裕層の増加に伴い日本への旅行ニーズがでてきたことや、留学生、

技能実習生といった数の増加もあり、以前より日本国内でのベトナム人の存在が

認識されつつある。こういった現状に照らして日本政府とベトナム政府の関係も

日々強まっており、今後両国の更なる友好関係の強化に期待が高まっている。 
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あった。特に③の条件に怒りを感じた人が

多いようで「見た目が普通の年増のくせに

高望みしすぎ！」や「そんな男はもっと若く

てきれいな女と結婚してしまっている。あん

たには一生順番は来ないよ！」などどいった

書き込みが SNN 上に殺到し大炎上して

しまっている。一方で「自分に正直」や「理

想を持つのは本人の勝手」という養護の声

も少ないながらもあがっているようだ。 

ベトナムでは未婚の女性に対する周囲の

目線がまだまだ厳しく、特に適齢期を逃し

た女性は男性から結婚相手の対象外にさ

れてしまう傾向が強い。 

平均的な初婚年齢が日本より５歳以上若

いベトナムでは結婚適齢期が過ぎた女性に

とって夫を探すのは大変だ。そんな中、結婚

紹介サイト上である女性の出した結婚相手

の条件が高すぎるとベトナム人ネットユーザー

から非難が集まっている。 

今回非難の対象となった H さんは今年３

３歳の独身。大学卒業後に留学し、帰国

したが周囲の友人はほとんどが結婚しており

自分も結婚を考え紹介サイトに登録した。そ

こで彼女が出した条件は、①責任感があり

②安定した仕事をもっており、③最低月収

3000 万ドン以上（15 万円）というもで

ハノイに「日本語・日本語

教育学会」設立 

ベトナムの全国的な組織「日本語・日本

語教育学会」が設立され、9 月 30 日に

ハノイ大学にて設立の式典が行われた。式

典には日本大使館特命全権大使の梅田

氏が出席したほか、日越の政府関係者や

日本語教育関係者、日系企業の重役な

ど計 50人が参加した。 

近年の日越関係の強い結びつきに伴い国

内の日本語学習者数が増加しており、より

良い日本語教育の手段を施せるために設

立されたのが同機関である。同機関の設

立によってベトナム国内の日本語教育の

研究者や教師つながり、互いに成果や課

題を共有し、日本語教育の質が向上され

ることが期待される。 

式典後に行われた日本教育の現状に関

するパネルディスカッションでは、教師不足

や日系企業との連携など共通の課題につ

いてパネリストと参加者との間で活発な議

論が行われた。 

『在ベトナム日本大使館ニュースリリース』 

 

 ベトナムで生活している日本人は多かれ少なかれ現地ローカルの生活習慣に順応しなけ

ればなりません。今回は現地での生活を通してそれが普通になってしまったベトナムあるあるを

３つご紹介いたします。 

①道路を横切るのが上手くなった 

ベトナムにも横断歩道はありますが、日本のように要所要所で横断歩道がある場合があまり

なく仕方なく横断歩道のない道を横切るとこを余儀なくされることがあります。ただ絶え間なく

走ってくるバイクと車の嵐に初めは「いつ渡ればいいの？」と思わず立ち止まってしまいます。し

かしそれも慣れればお手の物。気がつくと車両の流れをよんで、歩きながらゆったりと渡れてし

まっている自分がいます。 

②韓国人に間違えられる 

韓国人が多いエリアのみならず、外国人があまりいないエリアではよく韓国人に間違えられま

す。ベトナム人にとって日中韓の顔の違いはよくわからないそうで、色白のアジア系はとりあえず

韓国人と判断する傾向が高いようです。これはベトナム国内での韓国の存在感が大きいとこ

ろに起因しているように思えます。因みにベトナムでは K-POP や韓国のテレビドラマが盛んな

ことから、「イケメンや美人＝韓国人」という認識があるようで、韓国人に間違えられても肯定

的に捉えることをお勧めします。 

③スーパで割り込まれないように注意する 

ベトナムのスーパーでレジ打ちを待っていると、少し間があるだけでしれ～と割り込んでくる人が

時折います。（おばさんが多い気がします。）とりあえず少しでも隙間があったら並んでいない

と思われる風潮がローカルのスーパーではあります。日本のスタッフのように割り込んだ人に注

意してくれるような気の利くスタッフはいませんから。自分で割り込まれないように意識を向けな

ければなりません。因みに割り込まれても日本語でごちゃごちゃ抗議したらびっくりして引き下が

る傾向があります。 

 

以上 3 点はベトナム国内の地域によって多少異なりますが、日常茶飯事の出来事です。ベ

トナムに住んでいると、よく分からないことや理解できないことがありますが、身近な在住者に

話してみると案外同じことを思っていたということも珍しくありません。 

 

 

  理想高すぎ！！婚活女性 SNSで炎上 

時事 
在住者の常識    ～ベトナムあるある 3選～ 
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今回は 2012年 9月からハノイにある日系物流会社 NNR LOGISTICS 社で働く戸畑

ひろみさんにインタビューを受けてもらいました 

Q. 現在のお仕事内容を教えてください。 

A. 営業兼カスタマーサービスを担当しております。新規のお客様の開拓というよりは、既存の

お客様のケア、日本を含め海外からの問い合わせ対応をしております。 

 

 Q. なぜベトナムで働こうと思ったのですか？ 

A. 最初からベトナムに拘っていた訳ではなく、海外という大きな括りで仕事を探しておりまし

た。その後、国自体が成長していること、物流業がまだまだ伸びる見込みがあったこと、安全

であること、生活費が抑えられることなどを考慮していく内にベトナムに絞られました。 

 

 Q. NNR社を選んだ決め手は何ですか？ 

A. 最初から物流業以外で働くことは考えておりませんでしたので、 

面接を受けて合格を頂いた現在の会社に決めました。 

 

Q. 実際にベトナムで働いてみて、驚いたこと、困ったことはありますか。 

A. ベトナムで働く方はみなさん感じることかもしれませんが、日本人が当たり前だと思っている

ことは、ベトナムでは当たり前ではありません。報連相がない（そもそも報告連絡相談が必要

だと思っていない）、確認をしない（間違った後で事後対応）、予定を立てることが出来な

い（計画性を持って実行することが苦手）など、全てのベトナム人の方が該当する訳ではあ

りませんが、困ることが多々ありますので日系のお客様が求めることを粘り強くスタッフに説明を

する必要があります。 

 

 Q. 仕事のやりがいは何ですか。 

A. お客様に感謝のお言葉を頂くとこれからも頑張ろうと思いますし、上司に大事なお客様へ

の対応を一人で任せてもらえると、もっと仕事を覚えようと思います。会社のためというのはも

ちろんですが、この業界で一生やっていくために、自分の為に経験を積んでいると思って仕事

をしております。 

 

次ページへ続く 

 

街角便り 

 

現地採用者インタビュー：戸畑ひろみさん 女性 

狂犬病対策： 

野良犬、放し飼い犬の取り締

まり強化へ 

 

狂犬病の撲滅へ向けて野良犬の取り締まりを

強化している。政府によると野良犬及び放し

飼いされている犬を捕獲し、所有者が名乗り

出ない場合は焼却処分すると発表した。 

 

しかし捕らえた多くの犬を焼却処分することに

反対するものも多く、今回既に狂犬病にか

かっている犬、及び老弱が激しい犬に限ってそ

の処理が下されているようだ。 

また飼い主や引き取り者が名乗り出ない健

康な犬については大学などが積極的な引き

取りを受け入れており、できる限り処分の方

向にならないように腐心している。 

 

ベトナムではようやく犬をペットとして可愛がる

習慣が富裕層を中心に浸透してきているが、

まだまだ飼い犬に対する予防接種の義務化

や飼い主のマナーの部分が追い付いていない

のが実情である。 

またベトナム北部ではいわゆる食犬文化があ

るため犬の窃盗事件も多く、日常的に犬に

関する記事が紙面上を賑わっている状況だ。

ただこの食犬文化に対しては北部を中心にし

た限定的な習慣であることや、若者を中心に

少しづつ犬肉離れが進んでいることから、将

来的に食犬文化は衰退していくのではないか

というのが一つの見解だ。中国では食犬際と

して動物愛護団体から非難を受けているが、

ベトナムはこの状況をどうとらえているのだろう

か。                          
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今月の一品 

 

本ニュースレターに関するご要望、ご意見、その他弊社人材に関するお問い合わせ

は左記の連絡先または info@hr-link.jpまでお願いいたします。 

HR-Link.Vietnam 

15Fl., TTC Bldg., 19 Duy Tan 

St., Dich Vong Hau Ward, Cau 

Day Dist., Hanoi (ハノイ本社) 

 

553 Xo Viet Nghe Tinh, Binh 

Thanh District, Hochiminh City  

（ホーチミンオフィス） 

 

東京都中央区日本橋箱崎町

32-3 11F 日本 HR リンク株式

会社  （日本拠点） 
 

Tel: (84-24) 3795-7037（ハノイ） 

Fax:(84-24) 3795-7038（ハノイ） 
Web: http://hr-link.com 

HR-Link.Vietnam は、人材紹介事

業を通じて企業の事業拡大と個人

の自己実現をサポートし、豊かな

社会づくりに貢献します。 

 

  

    

お問い合わせ 

Q. ベトナム人スタッフとの関係構築についてポイントはありますか？ 

 

A. 会社以外で積極的に会うことはありませんが、社内では休み時間に一緒に果物をつ

まんだり、旅行に行った時は変わったお土産を買ってきたりしています。依頼してくれたこと

をきちんと履行してくれたときには感謝を伝えますし、間違っているときには曖昧にしない

で、本人が納得するまで話をします。 

 

Q. ベトナムに来て良かったと思うことは何ですか？ 

  

A. 日本にいる時より貯金が出来る、定時＋1 時間くらいで帰宅できる、習い事が安

い、ご飯が口にあう、寒くない（ホーチミン在住ですので）、転勤が無い（現地採用で

すので）、国が成長している様子を肌で感じられる、業界の伸びしろがある、、、、たくさ

んあります。 

 

Q. ベトナムお仕事をして、自分の変わった部分、成長した部分を押してください。 

 

A. 自分の要求をどのように伝えればスタッフに理解してもらえるかを考えるようになりまし

た。またとても我慢強くなったと思います。過度な期待はせず、心に余裕を持って仕事が

出来るようになりました。 

 

Q. ベトナム転職を考える方へアドバイスをお願いします！ 

A. 計画性も無く、事前準備も無く、ただ海外に行けば何とかなるだろう、という考えはお

勧めしませんが、「何とかしてやるぞ」、というガッツを持って飛び込むのは有りだと思いま

す。成長している国ですので働くのは楽しいと思います。 

 

Q. HR-Link にも一言お願いします！ 

 

A. 今の会社を紹介して下さってありがとうございました。一緒に歩いて部屋探しをして頂

いたこと、一生忘れません（まだ同じところに住んでいます。） 

 

写真：社員旅行にて 

 
ブン チャー  

(Bún Chả) 

今月の一品はこちらです。ベトナム風つけ麺と

呼ばれるブンチャーはハノイ料理として有名

で、焼いた豚肉と米麺（ブン）を専用の甘

酸っぱいつけダレでいただきます。暑い時期に

も食べやすく、一年を通じて人気があります。 

 

オバマ大統領がベトナムに来た際にもローカル

店でこの料理を食べました。『National 

Geographic』の世界ストリートフード 10 選

に選ばれたことにより、世界的に認知度が高

まってきている B級グルメです。 

 

ローカル食堂で 20000ドン (100円)～ 

 


