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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 

外国人の不法就労：雇用者へ 7500万ドンの罰金へ 

 

 

 

目次 

特集記事 

外国人の不法就労者への罰金 1

ホーチミンでの高層ビル火災 2 

ベトナム語でメッセージ  2 

空き巣被害に遭わないために 3 

今号のハイライト 

時事ニュース 2 

街角便り 3 

今月の一品 4 

  

労働傷病兵社会省は労働、社会保険、海外への労働派遣においての行政違反に

関する政令草案を政府に提出した。 

草案では労働許可証のない不法就労、または期限切れの労働許可証の使用のい

ずれかに該当する外国人労働者を強制送還にする内容が盛り込まれている。 

 外国人労働者を違法に就労させた雇用者に対しては、違反の人数によって

3000 万～7500 万 VND(約 14 万～35 万円)の罰金を支払う必要がある他、数

か月の営業停止処分の処置がとられる。 

 さらに、外国人労働者雇用状況を報告しなかった場合や、外国人労働者雇用

状況を報告したものの期限や報告内容に違反があった場合、雇用者に対して

500 万～1000 万 VND(約 2 万 3300～4 万 6500 円)の罰金を科す。 

[Baodautu, 21/03/2018 ] 

 

在越外国人労働者：社会保険強制加入の草案を提出 

 労働傷病兵社会省はベトナムで働く外国人労働者に対して、社会保険の強制加入の義

務化とする政令草案を政府に提出した。草案によると労働許可証を取得している外国人はベ

トナム人労働者と同様に強制社会保険に加入しなければならないとしている。 

 これにより、外国人労働者は 2022年 1月 1日からベトナム人労働者と同様に強制社会

保険に加入し、疾病、妊娠・出産、労働災害・職業病、年金、死亡手当の 5 つの制度を受

けることができるようになる。 

 強制社会保険の料率は、本人負担 8％、会社負担 17.5％で、会社負担 17.5％の

保険料は、14％が退職者・死亡者遺族基金、3％が疾病・妊娠・出産基金、0.5％

が労働災害・職業病基金となる。 

 これに関連して労働傷病兵社会省は、社会保険の二重加入の回避のため、ドイ

ツと韓国の 2 か国との間で協定の交渉を完了している。日本とは現在交渉中だ。 

[Dantri, 10/04/2018] 
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が鳴らず、自動消火装置と避難誘導

システムも稼動しなかったという。

警察のこれまでの調査結果による

と、各階段に設置されていた防煙扉

がいずれも煉瓦で抑えて開いたまま

の状態になっていたため、火災発生

時に避難ルートとなるはずの階段は

黒煙が充満し使用することができな

かった。 

 ベトナムの都市部では消防の基準

を満たしていない建物が多く、現在

警察の指導のもと状態の改善が行わ

れている。 

[Zing, 26/03/2018, ]. 

3 月 23 日未明、ホーチミン市 8 区に

あるタワーマンションにて大規模な火

災事故が発生した。41 人が死傷した

この事件の原因は地下駐車場に停めて

あったバイクからの出火とされてお

り、同市警察は刑事事件として立件

し、引き続き捜査を進めている。 

火災発生直後はテロ犯による爆弾の可

能性もあるとして捜査を進めていた

が、現時点でその可能性は極めて低い

というのが同警察の見解である。 

住民によると、火災発生時にサイレン

ベトナム人介護福祉士 89

人誕生：合格率 93，7％ 

EPA に基づき日本が受け入れた愛護福祉

士の候補生の中から初めてベトナム人介

護福祉士が誕生した。 

厚生労働所の発表によると今回初めてベ

トナム人介護福祉士候補第 1 期生の 95

人が介護の国家資格を受け、そのうち 89

人が合格したと伝えられている。 

ベトナムの合格率は 93，7％で EPA 受験

者の合格率 50，7％を大きく上回った結果

となった。 

ベトナム人介護福祉士生第 1 期はベトナ

ムで日本語の研修を 1 年間受けた後

2014 年 6 月に日本へ渡った。訪日後は 2

か月半にわたる日本語研修や介護導入研

修を修了し、受け入れ施設で就労研修し

ながら、国家試験合格を目指して勉強して

いた。 

 

 

 

 

 

日頃ビジネスでベトナム語のやり取りをする人は少ないかと思いますが、プライベートで知り

合ったベトナム人とはベトナム語でやり取りする機会があるかもしれません。よく「ベトナム語は

発音が難しい！」とか「ベトナム語が全然聞き取れない！」という声を聞きますが、メッセージ

だと文字がはっきり見れますし、即座にレスポンスする必要もありませんので余裕をもって応対

することもできます。今回はベトナム人とメッセージをする際に感じる「なぜ、なに」をいくつか紹

介します。 

①省略語を理解しよう 

かなりカジュアルな間柄では言葉の省略を使うケースが多々あります。初めて見たときは意味

不明ですが、分かれば文章を打つスピードが速くなり便利です。 

例：「a=anh（あなた＊男性）」「ko=không（いいえ）」「bg=bây giờ（今）」など 

 

②感情を表す表現を使ってみよう 

日本語でもメッセージで(笑)や(泣）があるようにベトナム語でも感情を表す表現があります。 

例：(笑)＝「hihi」「hjhj」「 kaka」など  （泣）＝「huhu」「 fufu」「 hic hic」など 

 

③英文字でもメッセージの伝達は可能 

ベトナム語の表記が分からないときやフォントをインストールしていない場合、英文字で書いて

も意味を理解してもらえます。 

例：①ăn cơm chưa?（ごはん食べた？）＝an com chua? 

        ②Hôm nay chúng ta đi chơi đâu?（今日どこに遊びに行く？） 

＝hom nay chung ta di choi dau?  ＊表記通り発音したら通じません 

いかがでしょうか。どうもベトナム語が苦手という方でもメッセージのやり取りだけなら案外難易

度が下がるものです。日頃日本語や英語しか話さない間柄のベトナム人にベトナム語を使う

と喜んでくれますのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 

 

ホーチミンでの高層マンション火災：死傷 41名 

時事 ベトナム語でメッセージのやり取りをしてみよう 
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ベトナムで生活をしているとちょくちょく空き巣被害にあった方の話を聞くことがあります。路上

を歩いているときのひったくりもそうですが、自分の住居に入って物を取られるとその被害はひっ

たくりの比ではありません。今回は空き巣被害に遭ったケースと用心すべきポイントなどをご紹

介します。 

①住宅を選ぶときに意識すること 

住居を選ぶ際、または既に用意されいる住居に入る際には誰でもセキュリティのことを考える

かと思います。一番分かりやすいのは入り口の出入りがどのぐらい簡単にできるのかというところ

ですが、小さいアパートで入り口に人が常駐していないようなところは要注意です。既にそういっ

たところに入居していしまっている場合は自分の部屋の施錠に細心の周囲を払うようにしましょ

う。 

②何が盗られる対象になるかを考える 

日本人からするとこんな物盗むか？というようなものも案外取られたりします。例えば貴重品

と言われると日本人からしたら現金や時計、貴金属やパソコンあたりがぱっと浮かびますが、こ

ちらでは外国人が持っている物は高級品と見られることがありますので、すべてのものが盗られ

る対象になり得るぐらいで考えればいいでしょう。共有の洗濯機などを使用している場合、衣類

も十分狙われる可能性があります。 

③案外多い化粧品の盗難 

高いブランドの香水などは十分窃盗の対象になりそうですが、資生堂やカネボウといった普

段使いの化粧品を盗まれたといった話もよく聞きます。盗った犯人が自分で使っているのか売る

ためかはわかりませんが、日本人が使っている日本製の信用度はそれぐらいの価値があるもの

だということを理解しておく必要があります。 

④掃除の人に対する意識 

ごく一部に手癖の悪い掃除人がいるということは否めません。特に日頃無人のときに部屋に

入って掃除してもらうということはそれぐらいのリスクがあるということになります。日頃は物凄く丁

寧で愛想が良い人なのに、ついつい出来心で…なんていう話もよく聞きます。もちろんそんなこ

とをしない人もたくさんいますが、余計な疑いを持たないなためにも取られたら困るようなものは

目につかないところにしまっておくべきです。それは掃除してもらう側（私たち）にとってのマナー

ぐらいに考えてもらってもいいかと思います。 

聞いた話ですが、掃除人と外部の人間がグルで部屋に招いて物色させたという話を聞いた

ことがあります。外部の人間を部屋に入れる時点でナンセンスですが、まあない話ではないかと

思います。 

 

街角便り 

 

体外受精で 60 歳の女性

が出産：国内最高齢： 

ハノイ市在住の 60 歳の女性が先日体外

受精による第一子を出産し、国内での最

高齢出産の記録を更新した。女性はこれ

まで出産の経験はなく、閉経してからも長

期間が過ぎていたため、提供者の卵子と

夫の精子により妊娠が成功した。 

これまでにバクザン省の女性も 60 歳で出

産した記録があるが、この女性は既に娘

が 2 人いたため、初産としてはハノイ市の

同女性が最高齢記録となっている。現在

は母子ともに健康で、出産した病院でも今

後の様子をみていくとしている。 

近年ではベトナムで赴任に悩む夫婦が多

いが、若い世代のみならず高齢の夫婦で

も体外受精を試みる人たちが多くなってい

る。 

保健省の統計による夫婦全体の 7，7％が

不妊に悩んでいるしており、数にしておよ

そ 100 万人あまりの組になるという。夫婦

で子どもを持たないということがまだまだ

社会的に一般的ではないため、何としても

子どもを持とうとする傾向があるが、不妊

治療は高額であることから、国としても何

かしらの補助を検討しているようだ。 

空き巣被害に遭わないためにできること 
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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 

⑤隣人、同じマンションに住む人の素性を知っておく 

 あまり他人の素性を詮索するのは憚られますが、どういった人が入居しているのかを確

認しておくのは必要なことです。外国人であってもどこかの企業で務めているのではなく、

イマイチ何をしているのか分からない人についてはある程度の警戒をしておいたほうがいい

かもしれません。マンションやアパートなどで定住ではなく一定期間のみの居住者に対し

て警戒心を持たれるのはベトナム人同士でも良くある話です。 

 

⑥状況が許せば自分用の部屋の鍵を作っておくのも一考 

そこのマンションやオーナーとの話合いが必要にはなりますが、南京錠など自分しか持って

いない鍵をつけられるのであればお勧めします。賃貸しの部屋では前の居住者も同じ鍵

を使っていますので、万が一の可能性も考えられます。 

 

 

以上が自身でできる空き巣防止の防犯の一例です。どれだけ意識をしても入られてしま

うこともありますが、仮に被害にあったとしても程度を最小限にとどめるような心がけをした

いものです。移住直後は用心するものですが、慣れてきたころに被害に遭う方も多いで

すのでご参考にされてください。 

 

チェー (chè) 

 

今月の一品はチェーです。日本語ではよく「ベ

トナム風ぜんざい」と訳されますが、日本のぜ

んざいと比べてフルーツ感がたっぷりという印象

なのが「チェー」です。 

チェーの中にどんな具材を入れるかはお好み

でチョイスできますが、写真のものは色々なも

のが入った「ミックスチェー」です。暑いときに氷

と一緒に食べると爽やかで、ベトナム人でも諒

を取るためにおやつとしてよく食べられていま

す。路上のチェーも美味しいですが、衛生面

で問題があるところもあるので、初心者はレス

トランなどの店舗で食べることをお勧めします。 

１杯 20000 ドン（100円～） 


