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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 

 

2018年 12月施行される政令 
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１、外国人の強制社会保険加入を義務化 

 
 ベトナム国内で労働許可証を有し、所属の企業と 1年以上の雇用契約を結ん

でいる者、または無期の労働契約を結んでいる外国人労働者はベトナム人労働

者と同様に強制社会保険に加入しなければならなくなる。 

 2018 年 12 月からは疾病、妊娠＆出産、労働災害・職業病の３つの制度、

2022 年からは年金、死亡手当の 2 つの制度を受けるための強制社会保険に

加入しなければならない。 

 

２、年次休暇、祝日、有給休暇の給与を規定 

 
 年次休暇、祝日、有給休暇などで労働者に支払う給与は当月の給与ベースで

按分して計算するものと規定している。従来の規定では前月の給与ベースに按分

して計算することになっていた。 

 

３、女性労働者の年金を調整 

 
 2014 年版の社会保険法の施行では男性労働者と比べ、女性労働者は年

金の支給について不利な状況であったため、今回の政令により調整する規定が作

られた。これにより社会保険の加入期間が 20 年以上、29 年 6 か月までで、

2018 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの間に定年退職する女性

労働者に対して、社会保険加入期間と年金受領開始時期によって年金を

0.27～12.31％引き上げるとする。 

 

[Vneconomy 1/12/2018/ Viet-jo 7/12/2018] 
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ゴミは適した袋や箱に入れた状態で出すこ

とができるが、有機ゴミは白、青色のビニー

ル袋、その他ゴミは上記 2 色以外のビニー

ル袋に入れるか、袋の表面に内容物を記

載することが推奨されている。有機ゴミとそ

の他のごみの収集日は別日に指定され、

ゴミの回収業者は回収車に回収している

ゴミの種類を明記しなければならない。 

 

[tuoi tre 12/11/2018] 

ホーチミン市人民員会は家庭ごみの分別を

規定する決定を発表した。それによると生活

ごみなどが規定に従って分別や梱包がされな

い場合や事業者にゴミを引き渡さない場合

は罰金が課されることになる。 

ゴミの回収業者が規定に則ってゴミを分別す

るように繰り返し指導したにも拘わらず、なお

も直らないようであれば、その事業者は人民

委員会に報告し、当該の人物には 1500

万～2000万 VNDのば罰金が課される。 

ゴミは有機ごみ、リサイクルゴミなどに分別す

ることが規定されている。 

日系製造業の有望事業展

開先：ベトナム 4位に後退 

国際協力銀行が日本の製造業が海外事

業展開に有望な国のランキングを発表し

た。ランキングではベトナムは 4 位になって

おり、前年発表から順位を一つ下げてい

る。 

中期的に見てベトナムを有望な進出先と

考える企業は全体の 33.9％で、前年度

の 38.1％から約 4.2％低下している。 

低下を招いている主な理由としては、「労

働コストの上昇」、「法制の運用が不透

明」、「他社との厳しい競争」、「管理職ク

ラスの人材確保が困難」などが挙げられて

いる。 

一方依然有望な投資先と考えられる理由

として、「現地マーケットの成長性」、「安価

な労働力」、「優秀な人材」、「現地マー

ケットの現状規模」、「第 3 国輸出拠点」

などが挙げられた。 

ランキングでは上から中国、インド、タイ、ベ

トナム、インドネシアとなっている。 

 

 日本語の学習者が多いベトナムですが、日本語スピーカのベトナム人を採用するときの参

考になるのが日本語の資格。一番ポピュラーな日本語能力検定試験（JLPT）を履歴書

に書いている人が多いですが、時々見なれない日本語の資格を書いている履歴書に出会う

こともあります。今回は日本語試験のいくつかについて紹介します。 

➀Nat-Test 

アジア圏を対象とした日本語の試験で内容は JLPT とほぼ同じです。上から 1 級～5 級ま

であり、レベルはそれぞれ N1~N5 に対応しています。JLPT の試験が年 2 回なのに対し、

Nat-Test は年 6 回あるのが特徴です。技能実習生が送り出し期間在籍中に受験するこ

とが多いのも特徴です。 

②日本留学試験（EJU） 

名前の通り一般的に留学生が受験するテストですが、日本の大学に入学するために受験す

るものになるのでレベルも高めです。試験内容には記述も含まれるため高度な日本語力が求

められます。また日本語以外にも理数、社会などの科目も含まれるので総合的な学力が求

められるのも特徴です。日本語は 450 点満点で、各日本の大学でそれそれの合格基準点

が定められています。 

③BJT ビジネス日本語能力テスト 

日本語をビジネスなどで運用できるかどうかを測る試験です。800 点満点でランクを上から

J1＋～J5 までに分けて日本語力を診断します。最高ランクの超級と呼ばれる J1＋になると

日本語ネイティブと遜色がなく、単なる流暢さだけではなく日本語で論理的に議論できるレベ

ルになります。芸能人で言うとデーブスペクターやパックンなどがそのレベルになると思います。 

④J.TEST 

A～F でランクを分ける日本語試験で初級から上級までをカバーしています。こちらも試験回

数が年 6 回と多く、初級からも受験できるので Nat-Test と並んで受験しやすいテストで

す。同じ団体が主催する N1 レベル以上の人を対象としたビジネス J.TEST という試験もあ

り、こちらはビジネス用の高度な日本語力を測る試験になります。 

 

以上のように JLPT 以外にも様々な日本語の試験がありますのでご参考になれば幸いでご

ざいます。 

家庭ごみの分別：違反者には罰金処置 

時事 
日本語テストのあれこれ 
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・「実際初婚だから分かんないんです」 

「日本人の奥さんとどっちのほうがいい？」と聞かれて困る質問。多くの人は日本人の嫁さんを

もらったことがないので、答えるのに困ります。ときどき日本人鬼嫁の話を聞くと、「ベトナム人で

良かったかも」と思うこともありますが、人に寄りけりなのでどちらがいいかという質問はナンセンス

だったりします。 

 

・「外から帰る時間が早くなった」 

日本人同士だと午前様ってのもありますが、ベトナム人同士だと大体遅くても 10：00 まで

にはお開きになります。そんな感覚のベトナム人嫁からしたら午前様なんて考えられないなんで

しょう。日本人の飲み会を「マラソン飲み会」なんて言われているのを初めて知りました。 

 

・「家庭のカレーが食べたい」 

ベトナム人にはウケが悪い日本のカレーライス。なのでほとんどのベトナム人妻は日本のカレー

ライスを家で作りません。「どうしても食べたいんだったら、自分で作ってあなただけ食べて」って

なってしまいます(笑) 

 

 

 

 
 

 

現地のベトナム人女性と知り合ってそのまま結婚した日本人男性もある程度いますが、本

日はそんな彼らの雑談の一部をご紹介します。これからベトナム人女性と結婚する予定の

ある方、興味のある方は是非参考にしてください。 

 

をしております。 

 

次ページへ続く 

 

街角便り 

 

ベトナム人妻を持つ日本人夫の雑談会 

猫の丸焼きを貪る YouTuber：

ネット上で大炎上 

 

ベトナムの YouTuber の投稿が大きな批判

の的になっている。その内容は猫の丸焼きを

貪る内容のものだった。現在この動画は削除

されているが、ペットの里親を支援するベトナ

ムの動物愛護団体がこの動画を言及したこと

により、たちまちネット民の間で広まることに

なった。 

 

問題の動画以外にも動物の虐待を彷彿させ

るような動画がいくつか同じ投稿主から発信さ

れており、これについても各方面から批判が飛

んでいる。 

 

批判の内容として、「動物の虐待のような卑

劣な行為でお金を稼ぐなんてありえない」「子

どもに悪影響だ」「ベトナム YouTuber の恥

だ」などが挙げられている。 

 

こういった批判を受けて投稿主は動画を削除

した後、動物に対してい誤った行為をしてし

まったとして視聴者に対して謝罪する動画を

掲載した。 

 

謝罪内容の概要として「これまでのことを申し

訳ないと思っています。これからどうしたらいい

か途方に暮れております。日常の中で誰しも

過ちは犯すものです。どうか私を許してくださ

い。」と言っている。しかしこの謝罪に対し、

「誠意が感じられない」「自分の苦労を語って

いるだけで具体的に何に対して謝罪している

のか分からない」と世間の声は厳しいものと

なっている。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「正月が味気ない」 

旧正月文化のベトナムにとって 1月 1日はただの祝日。特に旦那からの要望がなけれ

ばただの一日で終わります。むしろ旧正月の大量の出費を考えると、あまり日本の正月

にお金を使いたくないと考えるのかも。 

 

・「嫁側の親族の経済状況が気になる」 

親族間で助け合うという感覚が普通のベトナムではその親族の経済状況が多かれ少な

かれ気になります。もし親族の誰かが経済的困窮に陥った場合、日本人にその助けを

求められる可能性は大いにあります。今回参加の方の友人で 10人の経済的面倒を

見ている人がいるのだとか。（汗） 

 

・「結婚式用の写真が苦行」 

結婚式前に撮影するアルバム用の写真は一日がかりで苦行です。人通りの多いところ

で不自然なポーズをさせられたりするので恥ずかしさが倍増です。ベトナム人は生涯に一

度だけの晴れ舞台とばかりに役になりきっている人も多いですが、日本人には中々ハード

ルが高いです。「こんなもの作って離婚したらどうするんだよ」って内心思っている日本人も

少なくありません(笑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしょうか。日本人同士で結婚してもそれぞれの習慣の違いがありますので、お互

いを理解するのに努力が必要になると思います。こういった違いを受け入れて楽しくやって

いる人たちの話を今回はご紹介いたしました。次回はベトナム人夫をもつ日本人妻の雑

談をお届けします。 

 

ヨーグルトコーヒー 

(cà phê sữa chua) 

今月はヨーグルトコーヒーです。ベトナム名物

と言われていますが、好みが分かれるコーヒで

す。コーヒーにヨーグルトを入れたそのままの味

ですが、店によって砂糖を多めに入れたり、自

家製のヨーグルトを入れたりと様々です。 

ベトナムに多く展開しているカフェチェーン「コン

カフェ」がその発祥とされており、在住の日本

人でも多くの方が訪れたことがあると聞きま

す。 

これにプラスのトッピングでチョコレートを入れた

りなど自分好みのトッピングで味を整えたりで

きる店もあります。 

カフェで 40000万ドン（200円）～ 


