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ベトナム人材市場から独自のニュースを毎月お届け！！ 

 

HR-Link 

18年度テト賞与：前年比 15％増 
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労働傷病兵社会省傘下の給与・労働関係局によると、2018 年のテト(旧正月)の

賞与の全国平均額は 550 万 VND(約 2 万 6700 円)で、前年と比べて+15％増

加している。 

 セクター別で見ると、国が経営支配権を握る国営系企業の平均額が 620 万

VND(約 3 万円)で、各セクターで最も高い水準となっているが、前年と比べて

▲15％減少した。一方、平均額が最も低いのは民間系企業と政府全額出資企業

の 500 万 VND(約 2 万 4300 円)。 

 最高額はホーチミン市の民間系企業が発表した 8 億 5500 万 VND(約 415 万

円)。最低額は紅河デルタ地方ビンフック省の民間系企業が発表した 2 万

VND(約 98 円)となっている。 

 なお、2017 年における全国労働者の月給の平均額は前年比+9％増の 660 万

VND(約 3 万 2000 円)。平均額が最も高かったのは政府全額出資企業の 790 万

VND(約 3 万 8000 円)だった。 

[Vnexpress, 1/2/2018] 

17年度平均月給前年比から 9，6％増 

労働傷病兵社会省によると、ベトナム全国 63 省・市における 2017 年の労働者

の平均月給は前年比+9.3％増の 660 万 VND(約 3 万 1300 円)となり、同年の地

域別最低賃金の上昇率(+7.3％)を上回った。 

 セクター別にみると、平均月給が最も高かったのは政府が全額出資する国営企

業の 790 万 VND(約 3 万 7400 円)で、前年比+4.5％増。上昇率が最も大きかっ

たのは外資系企業で、前年比+13.5％増の 670 万 VND(約 3 万 1800 円)だっ

た。また、政府一部出資企業は前年比+4.6％増の 730 万 VND(約 3 万 4600

円)、地場民間企業は同+3.3％増の 560 万 VND(約 2 万 6500 円)となってい

る。 

[Hong Kieu, Vietnam+, 22/02/2018] 
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一部は 23 日以降に始業開始日を延

期している。 

ビエンホア工業団地労働組合の議長

によると、近年は安定した収入と従

業員に対する福利厚生が改善されて

いるため、テト明けの離職率は低い

水準だという。しかし今回のように

テト明けの従業員の戻れりが遅れる

事態を避けるための対策は中々難し

いようだ。 

[Tuoi tre,22/02/2018].  

 

東南部地方のビンズオン省とドンナイ

省の各工業団地に工場がある大企業の

多くは、旧正月明けの 20 日から業務

を再開する予定だったが、田舎へ帰っ

ている従業員の戻りが遅れているた

め、始業日を 22 日や 23 日に延期し

ている。 

ドンナイ省内の工業団地に拠点を置く

企業 1300 社に対する調査結果による

と、約 70％の企業が 21 日からの始業

開始予定でいたが、予定通り再開でき

たのは５％程度に留まった。この状況

を受けて、大半の企業は 22 日から、

新生児の死亡率 

国連児童機関（ユニセフ）は世界の新生児

死亡率を比較する報告書を発表した。ベト

ナムで新生児が死亡する割合は 87 人に

1 人と調査国 184 か国中 80 位となってい

る。 

この報告に受けてユニセフ事務局長はこ

の 25 年間で 5 歳未満の死亡数を半分以

下に減らすことができた一方で生後一か

月未満の新生児の死亡率の減少に成果

を表すことができなかったと発表した。 

因みに調査国の中で最も新生児の死亡率

が低かったのは日本で新生児 1000 人に

対して 0.9 人という数値を記録している。

死亡率が低りトップ３とワースト３は以下の

通り。 

トップ３：日本、アイスランド、シンガポール 

ワースト 3：パキスタン、中央アフリカ、アフ

ガニスタン 

 

 

 

ベトナムで生活する以上ベトナム人と関わることは必然ですが、ベトナム人の理解できないと

ころや閉口してしまうようなことを日本人同士でよく話しているかもしれません。一方日本人に

関わるベトナム人は日本人のことをどう思っているのでしょうか。今回は勇気をもって日本人に

対する本音を日本在住のベトナム人に語ってもらいました。我々日本人にとっては少し耳の

痛い意見かもしれませんが、改めて自分を振り返るのにいい機会かと思いますのでご紹介でし

ます。 

①思っていることをはっきり言わない 

日本の「言わなくても分かる精神」は海外では通用しないわけですが、海外から日本へ働きに

くる労働者にとってはかなり大変なことのようです。もちろん自分に過失があることは分かってい

ても、はっきり言葉に出さずに分かってもらおうという考えはやめてほしいとのこと。日本人同士

だと少しキツイ物言いに聞こえるぐらいが逆に丁度よかったりするそうです。もちろん暴言はダメ

ですが。 

②みんながみんな日本料理が好きというわけではない 

日本人でベトナム料理が食べられないという人同様にベトナム人でも日本料理が食べられな

いという人もいます。よく聞く話でベトナム人を食事につ入れていくときに普段食べないであろう

少し高い日本料理屋に行くことがあります。つれていく日本人からしたら労いの気持ちがあると

いうことかもしれませんが、実はありがた迷惑なケースもある模様。安くても好きなものを食べた

いというのが本音のようです。 

③日本でのベトナム人による犯罪はベトナム人にとってもいい迷惑 

日本国内でベトナム人による犯罪が増えてきました。同じベトナム国民として恥ずかしく思って

おり、その風評被害を受けているのは日本にいる真面目なベトナム人であることを知ってほし

いと言います。同じベトナム人というだけで邪険な扱いを受けた経験がある人が一定数いるよ

うです。 

上記のどれもが一人の人間として向き合って接していれば、こういったことを防げるのではない

でしょうか。お互いに思いやってコミュニケーションをしっかりとることが大事なことであると言えそう

です。 

テト明けの従業員：始業遅れに懸念 

時事 ベトナム人の本音：日本人に聞いてほしいこと 

https://www.viet-jo.com/home/province.php?id=14&name=%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%AA%E3%83%B3%E7%9C%81
https://www.viet-jo.com/home/province.php?id=22&name=%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%82%A4%E7%9C%81
https://www.viet-jo.com/home/province.php?id=22&name=%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%82%A4%E7%9C%81
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「何となくベトナムで働きたいと思っているけどどうしたらいいんだろう？」とか「実際の現地の雰囲

気ってどんな感じなんだろう？」と思ったことはないでしょうか。日本で転職するときに人材紹介

会社を利用したことがある方は何となくイメージが沸くかもしれませんが、一度も利用したことが

ない人は少し不安かもしれません。実は私もベトナムに来てから人材紹介会社を始めて利用

しました。今回はその時の自身の気持ちを振り返りながら HR-Link登録のご案内をいたしま

す。 

①まずは相談からで OK 

人材紹介会社はお仕事を紹介する会社ですから、就職の意思がはっきりしていないとダメなの

かな？と思ってしまうかもしれません。しかし実際登録に来られる方全員がそんな方たちではあ

りません。とりあえずベトナムでの就職がどんな感じかを知りたいということで相談に来られる方も

たくさんいらっしゃいます。「現地ではどんなお仕事があるのか」、「お給料の相場はいくらぐらいな

のか」「今の自分でもできそうなお仕事があるのか」といった就職関係の相談から「現地での生

活費や住居」といった相談もたくさんあります。登録をしたからと言って必ず働かなくてはいけな

いというわけではありませんのでご安心ください。 

 

②履歴書や職務経歴書の準備 

面談で色々なことを説明しますが、その際に事前に履歴書、職務経歴書を準備していただき

ます。我々もプロのコンサルタントとしてその方の経歴に沿った最適なご提案ができるよう日々

取り組んでいます。より正確なカウンセリングを行うためにも、これまでの経歴や現在の状況を

知るとこは必須ですのでご協力お願いします。 

 

③ネット環境の整備 

国を跨いでのやり取りとなると Skype を介して話をすることが多くなります。ベトナムへ就職して

からも日本側と Skype でやり取りをする機会がよくありますので、登録の時点で極力 Skype

の環境設定をお願いしています。実際アカウントの取得から使用に関して費用はありませんの

で、設定しておいて損はありません。時々Line を使ったやり取りを求める方もいらっしゃいます

が、Lineはまだまだビジネス上のやり取りをする手段として全ての企業で受け入れられているわ

けではありませんのでお勧めしません。 

 

（次ページへ続く） 

街角便り 

 

テト期間中のケンカ騒動－       

死傷者多数： 

毎年旧正月になるとお酒が原因の交通死

亡事故やケンカなどが多発するが、この度

の保健省の発表によると、テト期間中に病

院へ救急搬送された患者数は合計 21 万

８131 人とされており、そのうち交通事故に

よる患者は 7万７376人であった。 

また殴り合いのケンカなどによる患者数は

４１84 人で、うち 13 人が死亡している。こ

の数は前年比の 19％減であった。 

他に新年の祝い事に関係した患者は他に

もテト祝いに使用する爆発物（爆竹など）

による火傷や、過度の飲酒による消化器

系の疾患などによるものも多い。特に消化

器系の疾患で搬送される人のうち 26，3％

はアルコール中毒を患っており、既に消化

器系に何らかの疾患をもっている層だと考

えられている。 

テト期間中は上記のような事故やケンカに

よる搬送数も増えるため、各病院でも常に

受け入れ体制をとれるように準備をしてい

るが、搬送者数が予測を上回った場合に

適切な治療を即座に行えないといった声も

現場から挙がっている。 

人材紹介会社ってどんな感じ？？ 
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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 

④具体的な就職希望時期が決まっている場合は余裕をもって相談を 

ベトナム現地での採用は特に時期が定まっているわけではないので、どの月が特別求人

が多いというものではありません。ですので自分が希望している就労時期に希望の職種

と出会えるかは巡り合わせ次第ということになるわけですが、やはり自分に合った求人が

出てくるまでじっくり腰を据えて情報を収集する時間的な余裕はあった方がいいです。 

 

⑤コンサルタントからのアドバイス 

私たちが登録者を企業へ推薦するにあたって、いくつはアドバイスをさせていただくこともあ

ります。時には厳しいことを言うこともあるかもしれませんが、登録者の方にとって損になる

ことは決してありません。私たちも自信をもって企業の方に推薦したいと考えておりますの

でご協力お願いします。 

 

 

そこまでベトナムでの就職を考えていなかったけど話を聞いているうちに少しずつ実感が沸

いてきて現地就職が決まったという方もたくさんいます。お仕事以外にベトナムに関するあ

らゆることにお答えできるよう日々精進していますので、まずはお気軽に何でもご相談くだ

さい。 

 

＊写真：HR-Link スタッフ一同（ローカル食堂での鍋パーティにて） 

 
北京ダック (vịt quay) 

 

今月の一品は北京ダックです。北京ダックと聞

くと少し高級な中華料理を想像される人もい

るかもしれませんが、ベトナムの北京ダックは

価格も安価で手ごろに食べられる料理です。 

鶏の蒸し焼きはおめでたい席でよく食べられて

いますが、アヒルは鶏よりも値段が安いというこ

ともあり、日頃から気軽に食べられています。 

道を歩いていると、店先でこの北京ダックを焼

いているところをきっと目にすることでしょう。 

専門のつけダレは店ごとに味付けが異なり、

自分のお気に入りに店を見つけるのもまた一

つの楽しみにもなります。 

 

１羽 150000 ドン（750円～） 


