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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 

 

日本「特定技能」枠での外国人労働者の受け入れへ 
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 これまで日本では外国人の単純労働者の受け入れを認めていなかった

が、今年の 4 月より「特定技能」という枠組みで単純労働者の受け入れ

を開始する。それぞれ認められている職種には現行の「技能実習」と一致

するものがほとんどで、これまで実習目的で来日していた外国人が「特定技

能」枠に入れ替わることが予想される。「特定技能」における各規定は以

下のようになっている。 

 

■「特定技能」1号、2号について 

特定技能 1 号：最長 5 年として延長は不可。学歴、実務経験は求め

られないが、一定の日本語水準は求められるのが特徴。 

特定技能 2号：在留期限なしで指定の職種内であれば永住者のような

扱いも受けることができる。しかし暫くの間は特定技能 2 号の在留資格は

交付しない予定。 

 

■「技能実習」から「特定技能」へ在留資格を切り替え 

実習修了後に引き続きその実習内容が「特定技能」の対象業務に通じる

場合、資格を切り替えて就業することが可能。その場合「特定技能」で求

められる試験は免除される。「特定技能」では実技の他、日本語の試験が

課されるが、レベルは「ある程度の日常会話」と定義されている。（具体的

な試験の内容は明示されていないが、パソコン試験の予定） 
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などが殺到するからだ。 

ベトナムの旧正月明けは例年旅行者が多

くなる時期でもあり、通常でもホテルの予

約が難しくなる時期だが、今回の首脳会

談が同じ時期となるため、一般の旅行者

にとっては更に高級な宿泊施設の確保が

困難になると予想されている。 

2016 年の 5 月はアメリカのオバマ大統領

がホーチミンに訪れたことがあったが、その時

にも同様にホーチミン市内の高級ホテルが

軒並み満室状態であった。 

 

 

アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩

労働党委員長が 2 月 27 日と 28 日にベ

トナムのハノイで首脳会談を行うことを発表

した。当初ダナン市で行うことが予想されてい

たが、最終的にハノイで開催されることになっ

た状況だ。この発表を受け、ハノイにある 4

つ星ホテルと 5 つ星ホテルは予約が取れな

い状況になっているという。 

Vnexpress 紙によると、この首脳会談の開

催日前後はハノイ北部にあるタイ湖や旧市

街の中心部であるホアンキエム湖エリアの高

級ホテルが軒並み満室状態になっている。

理由としては両国の関係者や報道関係者

ベトナム旧正月明けの転

職率は 10％ 

ホーチミン市人材需要予測、労働市場情

報センターによると、2019 年にホーチミン

市で 32 万人の雇用が創出されるとしてい

る。企業の求人が集中している業種はデジ

タルマーケティング、物流、小売り、アパレ

ル、日用品などとされている。 

またインターネットセキュリティやウェブサイト

作成などの IT 系求人の増加が顕著で、

新規雇用の創出の期待も高まっている。 

旧正月明けの労働者の職場復帰率は

90％で 10％が転職をしている。転職者

は営業や商業、サービス業の他、飲食店

や警備、清掃といった単純労働が多いとさ

れている。 

旧正月明けは企業の求人が増加すること

が通例であるため大学の新卒者も含めて

旧正月明けは求職者にとって自分に合っ

た仕事に就く好機となっている。応募の条

件で大学や専門学校の卒業を条件として

いる割合が学歴を問わない求人よりも多く

なっている。 

 

 ベトナム政府より 2019 年度の地域別最低賃金が発表された。各
地域別の最低賃金と前年との比較はは以下の通り。 

 

 2018年度 2019年度 前年比 

地域１ 398万 VND 418万 VND +5% 

地域 2 353万 VND 371万 VND +5.1% 

地域 3 309万 VND 325万 VND +5.2% 

地域 4 276万 VND 292万 VND +5.8% 

 

地域 1～4の主要都市、省 

地域１ ハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市、ドンナイ省、ビン

ズン省 

地域 2 ハイズオン省、フンイェン省、バクニン省、ダナン市 

地域 3 ハナム省 

地域 4 その他 

 

◆地域別最低賃金と基礎賃金の区別 

 

「地域別最低賃金」は文字通りその土地で働く従業員の最低賃金を指

す。一方「基礎賃金」は国に従事する人員の基礎給与を指し、一般に

「公務員の最低賃金」と訳される。外国人の強制社会保険について、納

税額の上限はこの基礎賃金が基準になっている。2019 年度の基礎賃金

は 139万 VND となっている。 

 

 

 

米朝首脳会談：ハノイで開催へ 

時事 
2019年度ベトナム最低賃金一覧 
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近年日本へ渡るベトナム人が増加し、日本でベトナム人を見ることも珍しくなくなりました。し

かし日本にはもっと昔からベトナム人が日本へ渡りコミュニティを形成していたことをご存知で

しょうか。ベトナム人街と呼ばれる地域が全国に点在しており、その中でも神奈川県や大阪

府、兵庫県にあるベトナム人街が規模的に大きいコミュニティだとされています。今回は大阪

八尾市にあるベトナム人街を紹介します。 

 

①どうして八尾市にベトナム人街が形成された？ 

八尾市にベトナム人が形成されたきっかけはボートピープルと呼ばれるインドシナ難民の時代

までさかのぼる必要があります。1975年にインドシナ 3国（ベトナム、ラオス、カンボジア）が

社会主義政権に移行したことにより同国での迫害を受ける恐れのある人たちがこぞって海外

へ脱出を試みました。ボートに乗って海を渡ろうとした人たちも多く、こういった人たちは「ボート

ピープル」と呼ばれました。そのボートピープル難民の一部は日本へ流れつきましたが、八尾市

がその難民の受け入れをかって出たことが現在のベトナム人街形成のきっかけとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

②現在はどんな人たちが住んでいるの？ 

前述のボートピープルが定住して以降、日本社会にうまく適合しながら生活し、現在は越僑

と呼ばれる立場で日本で暮らしています。今ではちょうど越系 3 世にあたる子どもたちがこのベ

トナム人街でにぎわいを見せていますが、話す言葉は日本語でベトナム語は寧ろその子どもた

ちにとっては第 2 言語のような感覚である子が多いです。八尾市にあるコミュニティでは自分

たちのルーツにあたるベトナム文化が失われないように、子ども向けのベトナム語講座や文化

の継承などを定期的に行い、アイデンティティの存続に努めています。 

街角便り 

 

 日本のベトナム人街：大阪府八尾市 

大学新卒生に人気の職業は

テレアポスタッフ！？ 

 

テレアポは営業でも難しいといわれる業務の一つ

つだが、現在ベトナムでテレアポスタッフの求人が

増えているという。ベトナムで最大の求人サイト

「ベトナムワークス」によると最近テレアポスタッフの

求人が増えている一方で応募者の数も増えてい

るようだ。 

 

テレアポスタッフを募集している求人が多い業界

は銀行、教育、保健、不動産などの分野で、ス

タッフは営業だけでなくコンサルティングやデータ入

力まで行うのが一般的だ。 

 

募集要項としては「聞き取りやすい声質」のほ

か、「営業やカスタマーサービス系の仕事が好き」

や「向上心がある」といった具体的な資格や経

験などを問われないものが多いので、応募者に

とってもハードルの低いものとなっている。時給は

約 100 円程度で成約件数によってインセンティ

ブがつく方式だ。 

 

ベトナム商科大学の教授によると、テレアポは営

業方法として不快を与える営業方法としている

が、経営者にとって低コストで行える営業活動で

あることから、依然としてよく使われる方法だとい

う。また若い世代にとって顧客への接し方を学べ

る機会として選択されやすい職業だそうだ。 

 

しかし 30 代以上ではこういった仕事に就いてい

る人は少なく、あくまで今後のキャリアを見据えた

上でのステップアップのための職業だという見方が

されている。テレアポの求人は新卒者や経済、

外国語、心理学を専攻する学生のインターン

シップなどから人気となっている。              
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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 

 

 

 

 

 

 

 

③ベトナム人街にはどんなものがあるの？ 

日本の中華街のように観光地ではありませんので、旅行者が遊びに行くような街並み

ではありません。どちらかというと日本の普通の住宅街にベトナム的な要素が垣間見え

るというような感じです。街を歩いていると急にベトナム語がチラホラ見え始めますが、そ

の多くはベトナム料理店やベトナムの食材や調味料などを扱った雑貨店が中心です。

またバイクの修理店もベトナム語で書かれているのは何ともらしさを感じさせます。 

 

④ベトナム人にとっての憩いの場になっている 

日本に働きに来たり勉強に来ているベトナム人は時々自国が恋しくなった時にこのベトナ

ム人街を訪れることがあるようです。例えばベトナム料理屋は一般的な日本の市街地に

ある店の場合、日本人の舌に合うようにアレンジされていることも珍しくありませんが、ベト

ナム人が食べると若干違和感を感じるものになっているものも多いようです。しかしベトナ

ム人街ではベトナム人にとって本当の意味で馴染みのある味付けの料理が出てくること

が多いんだとか。またその店を訪れる様々な立場のベトナム人同士で交流ができる憩い

の場の役割も果たしていると聞きます。 

 

 

 

このように日本の数か所にベトナム人が見られるほどベトナムも昔から日本の社会に存

在している国民だったということが分かります。日本の社会で生まれて大人になったベトナ

ム系 2世の人たちはこれからも日越の良好な関係を望んでおり、自身もベトナムに対し

て貢献できるような人間として日本社会で暮らしている人が多いと言っていました。これ

からも良い意味でベトナム人が日本にとって身近な国になってくれればと思います。 

 

 

 バインチュン 

(bánh chưng) 

今月のメニューはこちらです。バインチュンと呼

ばれる日本でいうおこわの中に豚肉などの具

材を入れた食べ物です。 

ベトナムの旧正月ではどこの家庭でも作られ

ており、各家庭によってそれぞれの味がありま

す。ベトナム人にとってはこれを食べないと旧

正月を感じることができないというほどのマスト

な食べ物で、毎年旧正月の時期になるとバイ

ンチュンの食べ物をよく見かけるようになりま

す。旅行者やベトナム人の家庭を訪れる機

会のない日本人には少しお目にかかりにくい

ですが、食べやすい風味で腹持ちもバッチリで

す。 

 


