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ベトナム人材会社から独自のニュースを毎月お届け！！ 
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外国人の労働許可証、発給申請期間短縮へ 
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 政府はこのほど労働傷病兵社会省の管轄内における事業投資条件、行政手

続きに関する政令の一部条項を修正、補足する政令を公布した。 

同性例ではベトナムで就労する外国人労働者の労働許可証発給手続きに関す

る簡素化も規定している。 

 労働許可証の発給に必要とされる日数は従来 7 営業日と規定されていたが、

新しい政令では 5営業日に短縮されている。 

 また申請にあたりこれまで交渉付きのパスポートコピーやパスポートに代わる有効

な書類が求められていたが、新規定ではその公証が不要となっている。 

 

『Nhan Dan, 23/10/2018』 

 

17年度の平均給与、前年比 10.1％増 

 
 統計総局によると 2017 年度における労働者の平均月給は前年比 10.1％増の

830 万 VND だった。企業セクター別にみると平均月給が、最も高かったのは国営

企業の 1191 万 VND で前年比 4.4％の増加だった。増加率が最も多かったのは民

間企業で 15.1％増の７37 万 VND だった。 

業種別ではサービス業が前年比 13.5％増の 941 万 VND で最も高かった。続いて

工業・建設業、農林水産業と続いている。 

 省、市別に見ると首位に立ったのは東南部地方のバリア・ブンタウ省で 1040 万

VND、以下ホーチミン市、ハノイ市と続いている。 

 一方最も月給が低かった地域はメコンデルタ地域のバクリエウ省で 417 万

VND。続いてディエンビエン省、ソンラ省となっている。、 

『Dan Tri  16/10/2018』 
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付け最高のランクである 7 つ星が与えられ

た。この機関の編集長はベトナム航空につ

いてベトナムの経済発展に大きく貢献して

いると発言している。 

ベトナム航空はこの数年に安全管理デー

タシステムの運用、構築により危険予測や

リスクなどのデータ解析を通じて安全性を

高めることに成功した。2017 年には計

14 万便を運航したが、旅客 2200 万人

を安全に輸送している。 

 

航空格付け会社のエアラインレイティングは

航空会社 435 社の安全性を格付けし、ベ

トナムではベトナム航空、ジェットスターパシ

フィックが最高評価である 7 つ星を取得し

た。 

格付けでは国際民間航空機関が実施する

安全監査の基準、国際運航安全監査プロ

グラム認証、EU による飛行承に基づく評価

の他、過去 10 年に渡る乗客乗員の負傷

事故の有無など独自の指標も設けられてい

る。 

上に 2 社はこれらの基準を全て満たし、格

ハノイ市の人口：2050 年ま

でに見通しの数を突破 

ハノイ市の人口が年平均 3％のペースで

増えており、2050 年に見越していた人口

1050 万人に近く達すると国会法律委員会

が発表した。 

この急激な増加の背景にはハノイ市内各

地で建設されている新規マンションなどが

関係していると言われており、新都市苦が

整備された各区での人口伸び率が顕著に

なっている。 

ホアンキエム区、バーディン区、ドンダー

区、ハイバーチュン区の市内中心部の総

人口はこの 5年で合わせて 15万人ほど増

えており、郊外の地域でも平均人口が 358

万人と、許可範囲とされている 188 万人を

大きく上回っている。 

この人口増加は今後もしばらく続くとみられ

ているが、それに伴う交通インフラの整備

や人口増加に各施設の混雑緩和などの対

策も求められる。 

 

 初めてベトナムに来たときは色々なカルチャーショックに驚いたけども、今となってはそれも今や

昔。むしろそれについて違和感を感じなくなっていることはベトナム在住者あるあるです。現地

で上手くやっていくにはある程度の順応は必要条件になりますが、参考までに自分のベトナム

順応度合いがどの程度なのかを冗談半分で診断してみてください。 

 

①車両のクラクションが気にならなくなった 

②どこのレストランに入っても食器を紙ナプキンで拭いてしまう 

③ベトナムのタクシーも実は高いと感じるようになった 

④生水は気にするが、氷の水は最早気にならない 

⑤案外ウォシュレットがない生活でもいける 

⑥毎日果物を食べないと気が済まない 

⑦不愛想な接客を受けてもスルーできるようになった 

⑧ベトナム人に間違われる頻度が増えた気がする 

⑨日本食を食べる頻度が減ってきた 

⑩簡単なことは英語よりベトナム語で伝える方が手っ取り早い 

⑪時々ベトナム人相手のほうが楽だと感じることがある 

⑫現地のものを日本円換算しなくなった 

⑬日本へ一時帰国の際に、逆に VND換算して物価の高さを実感する 

⑭ベトナムの親日報道に対して若干冷めた目で見ることがある 

⑮体調不良になることが少なくなってきた 

 

順応度合いが高いほど外国人として受けるストレスが少なくなると言われていますが、あまりに

順応し過ぎて悪い部分も染まってしまうのは考えものですね(笑) 

 

ベトナム航空、ジェットパシフィック、安全性「7つ星」 

時事 
自分のベトナム順応度を測ってみよう 
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ベトナムで生活をすると普段の移動を何でするかというのは在住者にとって誰でも考える

ところ。こちらのタクシーは安いと言われていますが、それはあくまで日本のものと比較した話

です。ある程度在住歴のある人になると、その辺りを踏まえた上で上手く現地の色々な交

通手段を組み合わせて移動をしています。今回は現地の移動手段のいくつかを紹介しま

す。 

 

 

①タクシー 

メーター制が普通で街中で乗るにはぼったくりの数もかなり減ってきました。ただし近距離だ

と露骨に面倒臭そうな対応をしたり乗車拒否をするタクシーもいます。 

 

 

 

②Grab タクシー 

今タクシー業界を脅かしている登録型の個人タクシー。値段は安めですが近い距離ではあ

まり普通のタクシーと変わりません。道をよく分かっていないなど人によって当たり外れがある

のが特徴。目的地までの道順を分かっている場合の乗車が無難です。 

 

 

 

③市バス 

市内を走っている路線バスで一律 50 円以下という値段。バスの時刻表はあってないもの

ですが時間的余裕があり、バス停までの移動距離が短い場合などは抜群のコスパを誇りま

す。アプリでバスの路線図を目的地まで示してくれるものもありますので、うまく利用したいと

ころです。因みにハノイでは 3桁の番号のバスはハノイ市外行きです。 

次ページへ続く 

街角便り 

 

ベトナムでの移動手段あれこれ 

SNS に教師の悪口を投稿：該

当学生の処分に疑問の声 

 

タインホア省の高校で Facebook 上に先生

の悪口を書き込んだ学生７人が停学処分と

なったことについて「不適切な措置」として学

校を批判する声が挙がっている。 

 

その高校によると、授業中に携帯電話を使

用していた生徒を没収処分とし、担任の先

生がその携帯電話を預かることになった。 

 

この取り上げた携帯電話にロックがかかってい

な か っ た た め中身を確認 した と こ ろ 、

Facebook 上のグループチャットに学校や先

生たちの悪口を書いていたものを発見した。 

 

学校側は学校の品位を乱したとして該当の

生徒から事情を聴くとともに保護者とも面会

をおこなった。 

 

学校風紀委員会はその後、先生の侮辱や

学校のルール違反などをしたにもかかわらず生

徒から反省の弁が見られないとして、停学処

分を言い渡した。 

 

この決定に対し保護者からは猛反発が起き

た。タインホア省教育訓練局は同校に対して

問題の決定を早急に取り消し、生徒に対す

る処分を見直すよう指導した。 
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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バイクタクシー 

日本では見慣れないバイクのタクシーですが、東南アジアでは主流な移動手段です。こ

ちらは近距離を目的としていますので、2㎞以下なら 100円程度で行ってくれます。ほ

とんどが白タクで、路上の角でたむろしている人は大体バイクタクシーです。 

 

 

 

 

⑤長距離バス 

郊外へ行く長距離バスです。主にベトナム人が田舎へ帰るときに利用されますが、どこか

郊外へ小旅行へ行くときに利用するのもいいでしょう。だいたい終点はその省の大型バス

ターミナルですので、そこまで移動して後はタクシーを乗り継ぐといったこともできます。100

㎞移動しても 500円以下なので安いです。道端で手を挙げて乗り込むこともでき、決

まった停車場まで足を運ぶ必要がありません。 

 

 

 

 

⑥鉄道 

日常的な移動の足にはなりませんが、こちらも少し旅行をする分には一考です。都市部

の駅では英語対応している切符販売もあります。値段は長距離バスと同等か若干高い

程度です。シートのレベルによって値段が変わるのが鉄道の特徴。 

 

 

 

 

日頃市内で生活する分には①～④で十分事足りますが、状況に応じて上手く使い分

けできるようになればしめたものです。土地勘がないうちはタクシー移動が無難ですが、

少しずつ色々な乗り物に挑戦するのもまた新しい発見があって面白いかもしれません。 

 

揚げネムチュア  

(Nem Chua Rán) 

 

北中部タインホア省の名物ネムチュアに衣を

つけて揚げたものです。ネムチュアの材料であ

る豚肉や独特の酸味が揚げることによって、ま

た違った風味を引き出します。 

こちらはご飯のときはもちろん、おやつなどでも

食されており、学生が学校帰りに買い食いし

ている姿もよくみられます。 

そういった事情もあって、販売している店舗も

若者受けするようなポップな内装の店も多く、

多くのベトナム人から親しまれている食べ物の

一つです。 

一本 5000ドン(25円)～ 

 


