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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！！ 
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労働法改正案：ベトナム日本商工会議所が意見 
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 ベトナム日本商工会議所が労働法改正に対する意見をベトナム商工会議所に

提出した。残業時間の制限や時間外労働の割増賃金などが主な内容となってい

る。 

 残業時間の上限については現行の 200 時間から 300 時間への引き上げの

他、正当な理由がある特別な条件の場合は現行の 300 時間から 400～500 時

間への引き上げを希望している。この意見を提案するにあたり他の ASEAN 諸

国を例に出し、ベトナムの残業時間の上限が他国よりも著しく低いと指摘して

いる。また同じく割増賃金についても周辺諸国に比べて割増率が高いと指摘

し、日本の平日 125％、週休日 135％を例として挙げている。 

韓国からの新規進出も苦戦続く 

韓国企業は 1 年に 1000 社近くベトナムに進出しているとされている

が、進出したものの結果を出せないケースが近年目立ってきている。特に

韓国料理の店などは既に飽和状態なので成功を収めるのはかなり難しく

なっている。また税金を適切に納めない業者が増えたことによりビジネス

ビザが従来の 1 年から 3 か月に縮小されたのも逆風となっている。一方進

出企業数の多いベトナムでの就職を目指して渡越する韓国人の若者も多い

が、賃金が低く、母国よりも生活水準が下がってしまうケースも珍しくな

く、労働者にとっても厳しい状況となっている。 
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かし物乞いにはそれを束ねる親玉がおり、

ノルマの現金を達成できなければ暴力を受

けることがあるということから、同情心でお金

を渡してしまう市民も多い。またそういった

事情を知らない外国人などはつい多額の

現金を渡してしまいがちだ。 

他に外国人の物乞いも一定数おり、隣国

のカンボジア人や欧米人などの物乞いも報

告されている。こういった外国人の物乞い

についても取り締まりを強化していく方針

だ。 

[infonet 20/8/2019] 

 

ホーチミン市労働傷病兵社会局は各人民

委員会に対して管轄区域内の物乞い、ホー

ムレスに対しての取り締まりを強化するよう要

請した。 

人民委員会は外国人や観光客の多いエリ

アなど物乞いがよく集まるエリアの監視を強

化し、定期的なパトロールなどで取り締まりに

あたる方針だ。また当局は市民に対して物

乞いに現金などを渡さず、見つけた際には

ホットラインに連絡するよう呼び掛けている。 

ホーチミン市には物乞いが多く存在するが、

その多くが偽装物乞いだと言われている。し

ハノイの火葬率：6 割越え

へ 

ハノイ市における火葬の割合は近年増加

傾向にあり、2018 年度には 60.1％が火

葬をしたと発表した。ハノイの中でも地域別

にみると中心部のほうが 75％近くの割合

を記録しており、より近代的な生活様式を

している層に火葬が一般的になっている傾

向がみられる。 

ベトナムではこれまで土葬が一般的で埋葬

する際には土葬が多数を占めていた。しか

し埋葬するスペースや地価の上昇、またそ

れ以外に墓荒らしの被害などから政府は

火葬の選択を奨励してきた。火葬を選択

した家庭には火葬費や運送費の一部を国

が補助することも行っている。 

政府は今後も火葬の割合は増えていくだ

ろうと推測しており、2020 年から 2025

年の間に 65％に達すると予測している。 

一方現在高齢の世代ではまだまだ遺体を

火葬することに抵抗を示す人も多く、火葬

が完全に一般化するにはしばらく時間がか

かるだろうとしている。 

 

先月ハノイにあるインターナショナルスクールで死亡した男子児童の事件をきっかけに同校

の杜撰な管理システムがあらわになりました。またインターナショナルスクールをうたってはいま

したが、実際はベトナム資本で見せかけのインターナショナルスクールだったということも発覚

しています。こういった名称だけのなんちゃってインターナショナルスクールはハノイにもいくつか

あり、今回の事件をきっかけにインターナショナルの名称を外した学校もたくさんあるようで

す。こういった事を受けて、ハノイにある正真正銘のインターナショナルスクールが発表されて

いたので以下に紹介します。 

・イギリス・ベトナム・インターナショナル・スクール・ハノイ(British Vietnamese International 

School Hanoi＝BVIS Hanoi) 

・ブリティッシュ・インターナショナル・スクール・ハノイ(British International School Hanoi＝BIS 

Hanoi) 

・コンコルディア・インターナショナル・スクール・ハノイ(Concordia International School Hanoi＝

Concordia Hanoi) 

・ホライゾン・インターナショナル・バイリンガル・スクール (Horizon International Bilingual 

School) 

・シンガポール・インターナショナル中高一貫校 

・シンガポール・インターナショナル小学校 Gamuda Gardens校 

・シンガポール・インターナショナル小学校 Ciputra校 

・シンガポール・インターナショナル小学校 Van Phuc校 

・セントポール・インターナショナル小中高一貫校 

・インターナショナル・スクール・パーク・シティ・ハノイ(ISPH) 

・ハノイ韓国人学校 

2019 年 9月現在では上記 11校がハノイにある認可されたインターナショナルスクールと

されています。インターナショナルスクールの定義として、教育分野における海外投資家に

関して制定された政令の基準全てを満たしており、使用するカリキュラムは海外で認定を

受けたものでなければならないとしています。またインターナショナルスクールはベトナム人の

受け入れも可能ですが、その割合が全学生の 49％以下とされています。 

 

物乞いホームレスを通報へ（ホーチミン）  

時事 
どれが本当のインターナショナルスクール？ 
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・就職活動の開始時期は人それぞれ 

日本では 3 年生の後半あたりから就職活動について動きが始まってきますが、ベトナムでは

人によって就職活動を始める時期はバラバラです。実際卒業してから就職活動を始めるとい

うことも普通で、卒業時点で就職先が決まっている人は半分いるかいないかのようです。また

就職時点で就職先が決まってないからといって特にあせっているというような雰囲気もありませ

ん。 

 

・学生期間中にインターンに行く人も 

主に 4 年生でインターンシップに参加する人もいます。これは実際働く前に企業で働いてみた

いという考えもありますし、インターンシップに参加した経験があったほうがその後の就職に有利

だという目論見もあります。特に IT 系企業ではその経験があるかないかで就職できる確率が

大きく変わってくるようで、インターン生の中でも IT 関係企業は人気の業界になります。また

企業側も良いインターン生はそのまま就職させてしまうということもあり、早いうちから優秀な人

材を囲い込めるという利点もあるようです。 

 
 

 

 

日本では毎年決まった時期になるとリクルートスーツを纏った大学生の集団を街で見かけます

が、ベトナムの大学生の就職活動はどのように行っているのでしょうか。今回はそんなベトナム

の大学生の就職活動に迫ります。 

街角便り 

 

大学生の就活事情とは？ 

腸閉塞の男性：原因はタピオ

カミルクティ 

 

先月タピオカミルクティが大好きで長期にわた

り飲み続けた男性が腸閉塞を患い、危うく命

を落としかけた事件が発生した。 

 

同男性は違和感を感じ、地方の病院に 5

日ほど入院をしていたが一向に症状が改善し

ないどころか、痛みがひどくなったため中央病

院で精密検査を受けることに。検査の結果、

腸閉塞と診断されすぐにその原因を取り除く

手術が行われた。中からは巨大なタピオカの

塊が発見され、無事に取り出されていたが、こ

のまま放っておくと腸の壊死が起こり命の危険

もあったという。現在男性の容体は快方に向

かっており、完治する見通しだ。 

 

この男性は大のタピオカミルクティーファンで、

食事をろくにとらずにタピオカミルクティを飲み

続けるような生活をしていた。今回の事件を

受けて少し飲む量を控えるようになるだろう

か。 

 

タピオカの入った飲料は数年前にベトナムで

販売されて以降、若者を中心に大ヒットして

いる。様々な価格帯の製品があるが、中には

不良なタピオカが混合されていることもあり、

安全性についてよくニューズで話題に挙がって

いる。タピオカは常識内の量であれば害はな

いとされているが、消化できる許容量を食べる

と便秘などの症状を引き起こすので注意が必

要だ。 
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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 

・容易ではなくなってきた大卒の就職事情 

まだ大学に進学する人が少なかった一昔前と比べて現在では大学生の数も増え、就職

も容易ではなくなってきています。以前は大学で経理関係を学んでいれば女性は一生

仕事に困らないと言われていましたが、現在はそんな人が大勢いますので大学で経理を

学んだ人が皆経理の仕事に就けるというわけではありません。また大学を卒業してから就

職活動をしても中々就職先が決まらず、それまでの繋ぎとしてバイクタクシーなどのアルバ

イトをしている就職浪人もいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後大学生に求められること 

昔と違って大学生の数が増えていますので、今までのようにただ大学を卒業したというだ

けでは内定を勝ち取るには不十分だと言えそうです。これからは学生のときにどんな活動

をしたりだとか、どのような努力をしてきたかを問われるようになるでしょう。新卒を雇う日

系企業も出てきていますので、よりその部分を明確に答えられる候補者が求められそうで

す。 

 

ベトナムも民間企業が増えてきて、ホワイトカラー職に就く（就きたい）若者が急激に

増えてきています。これにより今後も企業側はより良い人材の選別が求められると思いま

すし、求職者もより良い企業の見極めが求められるようになるでしょう。一方農村部の働

き手や地方のワーカーなどの数は減少していくと思われるので、その辺りの労働力の確保

をどのようにしていくかも今後の課題になりそうです。 

 

 

 豚のホルモン炒め  

(lòng non xào dưa chua) 

今月は豚のホルモン炒めです。日本では大阪

でホルモン焼きが有名ですが、ベトナムでもホ

ルモンは食べられています。こちらはホルモンと

一緒に菜っ葉を炒めた料理で、ベトナムの居

酒屋などによく置かれています。 

居酒屋によく置かれているということで酒のあ

てとして人気があり、主に男性からの支持が

高いです。日本人でホルモンに食べ慣れてい

ない人は臭いなどで苦手な方が多いかもしれ

ません。炒め物の他にもおかゆの中にホルモン

を入れた料理もあり、様々な料理の具材とし

てホルモンが利用されています。 

 

50000ドン（250円）～ 


