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日本の在留資格取り消し件数、ベトナムが最多へ
２０１７年における入管の発表では在留資格の取消件数は３８５件
で前年比から 31.0％増加して過去最多となった。
取り消し件数を国別に見ると、ベトナムが 179 件と最も多く、中国の 84
件、フィリピンの 30 件と続いている。
取り消しとなった在留資格を在留資格別に見ると、「留学」が 172 件と最も
多く、次いで「日本人の配偶者等」が 67 件、「技術・人文知識・国際業
務」が 66 件となっている。
[2018 年 9 月 28 日法務省入国管理局プレスリリース A]

日本のベトナム人不法残留数、国籍別 3 位に
入国管理局が発表した 2018 年 7 月時点での不法滞在者に関する
統計では、ベトナム人の不法残留数は 8296 人で同年 1 月時点での
6760 人と比べて 1536 人増加し、過去最高となった。
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ベトナム人の不法残留者の構成比は全体の 12％で、国籍別では韓
国、中国に次いで第 3 位に立っている。ベトナム人の不法残留数は
2014 年の 1 月と比べて 5.6 倍に増加している。
ベトナム人不法残留者を不法滞在となる前の在留資格別に見てみる
と、技能実習が 4136 人、留学が 2434 人と多数を占めている。また特
定活動が 879 人、日本人の配偶者等が 11 人、その他が 344 人だっ
た。
不法残留者の多い上位 5 か国は以下の通り：
韓国：12822 人、中国：9459 人、ベトナム：8296 人、
タイ：6860 人、フィリピン：5282 人
[2018 年 9 月 28 日法務省入国管理局プレスリリース A]
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交通違反で減点方式の採用を検討

ベトナムの交通違反において従来の罰

講習を受けて免許取りなおさなけれ

金制度から、免許証の減点方式の採用

ばならなくなる。

を検討しているという発表があった。
ベトナムでは現在交通違反を犯した運

故が多く、その取り締まりを強化し

転手に対して規定の罰金を課す方式で

ているが、数があまり減らないころ

取り締まりをしていたが、罰金だけで

に警察も頭を悩ませていた。

は違反に対する抑止力になりにくいと
いう判断が今回のきっかけだ。
この減点方式の採用によって、持ち点
のなくなった免許保持者に対して、免
許を失効させる処置がとられる。
一度免許を失効となった人はもう一度

時事

近年ベトナムでは飲酒運転による事

この減点方式が採用されると飲酒運
転者に対しては一度の違反で免許を
失効させることができる。
もしこの案が採用されると、交通違
反者の数にどのような影響がでるの
か興味深いところだ。

どんな女がベトナム男子からもてるのか？？
先月はどんな男がベトナム女子からもてるかを紹介しましたが、今回はどんな女がベトナム男

犬肉食の取り締まりを強
化：ハノイでの販売禁止へ
ハノイ人民委員会は 2021 年までにハノイ
での犬肉販売を全面禁止とする方針を発
表した。

子からもてるかを紹介します。
◆ベトナム男子が好きな女性５選：ローカル情報誌「Tuoi Tre」より抜粋
①優しい ②家族思い ③かわいい ④色が白い ⑤頭がいい
性格、ルックスもさることながら②に「家族思い」が入っているところがベトナムらしいというところ
でしょうか。少し斜に解釈しますと、家族思いじゃない女性は結婚後に旦那側の親族と上手
く付き合えないことも多いので、そういう事情もあるのかもしれません。

犬のみではなく猫もこの方針の中に含ま

さて、ベトナム男子の考える理想の女性像を見てみましょう。

れるが、犬肉や猫肉には狂犬病の蔓延に

◆色黒の美人は認めない

つながるリスクもあるため、今回の禁止へ
の理由の一つなっている。

男子に限らず女子にも言えることですが、ベトナムでは色黒の時点で美人枠から外される嫌
いがあります。個人的には色黒でも顔立ちの整った美人はいると思うんですが…

また動物愛護団体からの抗議も年々強く

◆喫煙者は論外

なっており、特に都市部では犬や猫を愛玩

最近は男性でも喫煙者はベトナム女子から敬遠される傾向がありますが、女性の喫煙者は

する人の割合が増えたことも理由として言

こちらでは受け付けられません。モテる以前に「悪い女」のレッテルを貼られます。そういった男

えそうだ。

尊女卑的な考え方はまだまだこちらではぞ存在します。

他にはハノイはベトナムの主として、より文
明的な都市づくりを目標としてあげている
が、こういった食文化は諸外国から見て、
近代的なイメージの妨げになる懸念もある
という事情もあるようだ。

◆やっぱり家庭的な女がもてる
テッパンですが料理ができて家事もしっかりとする女子は強いです。ベトナムでは結婚後も女
性は外に出てよく働きますが、ではバリバリ仕事をこなすキャリアウーマンが持てるかと言うと特
にそんなことはありません。
◆アネゴ肌もイマイチ
もともと男性が年上、女性が年下というのが普通なので年上の女性も恋愛対象としては敬
遠される傾向があります。逆も然りで女性も年下の男性には興味を示さない人が多いです。
いかがでしょうか。男性の好みのほうが世界的に共通している場合が多い気がしますね。ベト
ナムの結婚観が変わると男性の好みも少しずつ変化してくるのかもしれません。
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日本語初級のベトナム人と話すときに起こること
日本語が初級レベルのベトナム人と話すと、よく「何でこんな言い方になるの？」という場面
に出くわします。言いたいことは分かるというレベルから、本人の意図とは違う誤解を招く発言

交通事故による損失額が
教育予算の 3 割に相当
国家交通安全委員会によると、ベトナム国

まで色々あるわけですが、そういった間違いもベトナム語に照らし合わせて考えますと謎が解

内の交通事故による損失額は日本円で約

けます。今回はその例を３つ紹介します。

2450 億円にのぼり、これはベトナムが国
の教育予算に割り当てている 3 割程度に
相当すると発表している。
WHO は世界で年間 120 万人が交通事故
により死亡しているとしているが、その損
失は世界の国内総生産の３％であるとい
う。
こうした中で近年のベトナムの交通事故に

①「今日は疲れたから帰ってもいいですか？」

より死亡事故や負傷事故は減少傾向にあ

いきなりベトナム人の部下からこんなことを言われると「え？」となりますよね。「俺も疲れてる
んだけど・・・」と言い返したくなるかもしれません。ここで言う疲れたは「疲労」の意味ではなく
「体調不良」と考えるのが正解です。ベトナム語で「mệt」にあたる日本語は「疲れた」と訳さ
れるため、このような言い方になってしまうわけです。現場などで疲れたと言われたときはまず
はどちらの意味で言っているのか考えるようにしましょう。

るが、以前としてバイク事故が多いのが現
状だ。
昨年の 12 月から今年の 9 月までに発生
した前項の事故数は前年の同期間より
1120 件減の 1 万 3242 件と発表されてい
るが、このうち 70％はバイクによる事故が
占めている。
一方死亡者、負傷者という観点で見ると、
同期の死亡者数は 113 人減の 6012 人、
負傷者は 1467 人減の 1 万 319 人で、こ

②「彼女はお酒が上手なんですよ」

れらの９０％はバイク事故によるもので

何となく意味が分かるかもしれませんが、「酒豪」の意味になります。日本語で上手と訳され
るベトナム語は「giỏi」です。この単語の正確な意味はスキルや能力がある基準より上回って

あった。

いるという意味になりますので、平均以上にお酒が飲めるという意味で使われています。なの
でこれを日本語に直訳して「お酒が上手だ」という言い間違いが起きるわけです。

（次ページへ続く）
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②「私は納豆を食べることを知りません」
こう聞くと、「納豆を食べたことがない」と考えてしまうかもしれませんが、正確には「納豆を

焼肉 (Thịt nướng )

食べられない」という意味になります。ウソのような本当の話、全社の意味で誤解した日
本人が親切心で「じゃあ今度納豆あげるよ」とプレゼントしたんですが、言った当人は「食

今月は焼肉です。特に説明する必要がない

べられないって言ったじゃないか。」とブルーな気持ちになったそうです。日本語で「知って

と思いますが、ベトナムでも焼肉が日常的に

いる」と訳される「biết」は動詞と合わせて使われると「できない」という意味になることから

食べられています。しかしスタイルとしてはどちら

このような誤用となります。

かというと韓国スタイルで、日本のように野菜
も一緒に焼いて食べるということはあまりせず、
野菜はサイドメニューとしてついていることが普
通です。
またレストランでは食べ放題スタイルが普及し
ていますが、自宅で焼肉を食べるという習慣

その他にも色々な言い間違いはありますが、これは日本人がベトナム語を学び始めたと
きにもよくある出来事です。外国語を学び始めた初めの頃にはどんな人でも共通して起
きる現象なので、もしあなたがそんな場面に出くわしたときには優しく正しい使い方を教え
てあげてください。

はあまりありません。というのもこちらでは焼き
肉用の切り身が売られていることはなく、自分
で切る必要がありますので、そういった手間の
部分も関係しているようです。
食べ放題 15 万 VND 程度（750 円）～

お問い合わせ
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。

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。
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