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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 

 

日本国内不法残留者：ベトナムがトップへ 
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 日本の入管が発表した 2019 年 7 月 1 日時点での国籍別不法残留者数に

よると日本における不法残留者数は確認できる範囲で現在 1 万 3325 人で、

同年の 1 月 1 日よりも 2194 人増加し、過去最高を記録したとしている。また

国籍別ではベトナムが 1位となっており、以下韓国、中国と続いている。 

 ベトナムの不法残留者数の構成比は全体の 16.9％で、韓国を抜き 1 位と

なった。2014年 1月 1日の 1471人と比べると役 9.1倍に増加している。 

 不法残留者の総数は 7 万 9013 人で、1993 年から 2014 年までは減少傾

向が続いていたが、ここ 4 年は増加に転じている。ベトナムの不法残留者の前の

在留資格を調べると、1 万 3325 人中短期滞在は 809 人にとどまり、技能実

習が 7187人、留学が 3161人、特定活動が 1748人と多数を占めている。ま

た日本人の配偶者が 14人、その他が 406人であった。 

 不法残留の多い国は以下の通りとなっている。 

1、ベトナム：1 万 3325 人 

2．韓国：1 万 26６3 人 

3、中国：1 万 822 人 

4、タイ：8040 人 

5、フィリピン：5837 人 

6、インドネシア：3954 人 

7、台湾：3753 人 
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したベトナム人の親から、自分の子どもでは

ないかという連絡があったという。この冷凍

コンテナの中から死亡する直前に両親に送

信したと思われるメッセージが携帯電話に

残されており、これがきっかけでベトナム人

ではないかという疑念が上がったとされる。 

この死亡した集団はベトナムから中国経由

でベルギーを経てイギリス入りしたとも述べ

られており、イギリスの警察はベトナム政府

と協力しながら事件の全容を調べると共

に、亡くなった遺体の搬送や遺族の支援を

していくとしている。 

イギリスにて 10 月 23 日、ベルギーから到

着した冷凍コンテナの中からベトナム人 39

名が遺体で発見されたという報道があった。

これらの発見された遺体は当初中国人と報

道されていたが、調査の結果すべてベトナム

人の密入国者とされている。 

現在これらの遺体の身元を確認中でベトナ

ム政府と連絡を取っているが、大よそ北中部

出身のベトナム人である可能性が高いとされ

ている。 

ベトナム人と発覚した経緯として、当時イギリ

スで中国人密入国者と発表された際、死亡

ハノイ屋台：複数のサンプ

ルから発癌性物質が検出 

ハノイ市食品安全衛生支局が焼き

物料理を中心に食品安全の検査を

行ったところ、サンプルの役 12％か

ら発癌性物質が検出された。 

 

ハノイでは至る所に屋台が店を出

しているが、食品衛生や安全基準

に関する検査・監視が十分に行き

届いていない現状や販売元の意識

の低さから食の安全性へのリスク

を呼んでいる。 

ハノイ中心部の路上では鶏の足や

魚介類など様々な料理が焼き物と

して販売されているが、少しでも見

栄えをよくするため様々な添加物を

使用している店もある。また保健省

によると 2019 年の年初 8 か月に

発生した全国の食中毒事件は 42

件で、感染者は 1372 人としてい

る。このうち 1362 人が入院を余儀

なくされ、9人が死亡している。 

 

ベトナムの飲食販売店では定期的

な検査により食品の衛生や店の衛

生状態のチェックを行っているが、

路上で販売してる業者については

その徹底がされていない状況だ。

ハノイのストリートフードは海外から

の旅行者からも人気で、今後検査

を強化する方針だという。 
 

 

ベトナムに移住する前はベトナムの生活のことなど右も左も分からい状態なので様々な疑

問があるかと思います。今回は就業希望者からよく寄せられる疑問を Q&A 方式でご紹

介します。 

①ベトナムから日本への送金は難しい？ 

 A.こちらで就業している場合は必要書類が揃っていればすぐに送金ができます。ベトナム

で働いて得た所得が振り込まれている口座から直接送金するパターンが一番処理が簡単

です。 

②バイクに乗ろうと思ってるんだけど免許はどうすればいい？ 

 A.日本とは国際免許証の協定がありませんのでベトナムの交通局で書き換えが必要に

なります。日本の免許証の公証翻訳の他、健康診断などが必要になります。因みに日本

で車の免許のみ持っている場合はバイクには乗れませんので、改めてバイクの実技試験を

受ける必要があります。その場合学科は免除されますのでベトナム語ができなくても困るこ

とはないでしょう。バイクの免許試験を受けるのにバイクで教習所に乗り付ける生徒がたくさ

んいるのが面白いところ。 

③どうやってベトナム語を学ぶ？ 

A.日系企業で働く場合、ベトナム語を必須としている企業は少ないですが、それ以外の

日常生活ではベトナム語が分かると何かと便利だと痛感することでしょう。しかし発音のや

やこしさを筆頭に挫折しやすいベトナム語。現地では外国人向けのベトナム語教室も多

く、日本語ができるベトナム人がアルバイトとしてマンツーマンレッスンをしている人もいます。

教師の質は人によってさまざまですので、一度体験で受けてみて良いと思えば継続して学

んでみるのもいいかもしれません。 

④どんな人が労働許可証を取れるの？ 

A.ベトナムは外国人に対して比較的厳しい基準を設けており、現地で就業するにあたっ

て無条件で労働許可証が発給されるわけではありません。その人の学歴であったり過去の

職歴などが必要になってくるわけですが、雇用の形態や申請の方法などで発給される場合

とされない場合などもありますので、その点についてはカウンセリング時にしっかり説明をして

います。 

 

ベトナム人密入国 39名：イギリスにて遺体で発覚 

時事 
ベトナム就業者からの Q&A 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

・基本的にシステムは日本と同じ 

質屋は何か物を店に担保として預ける代わりに見合った額の現金を受け取るというものです。

その日ごとに利子が課され、一定期間内に返済されない場合は質流れとして担保として預け

たものが売りに出されます。質に出される担保は様々ですが、バイクがよく利用されるのはベト

ナムらしいと言えます。 

 

・サッカーワールドカップ中は特に賑わう 

ベトナムでは個人でも組織でもサッカーのワールドカップ中に賭け事を行う人がたくさんいます。

現金がたくさん必要になるギャンブラーは質屋から多額の現金を預け入れます。特に大番狂

わせの試合結果などが発生したときは多くの債務不履行者が出る事態になりますので、質屋

も質流れ品の処理に追われるのだとか。ギャンブルで借金というのはベトナム人の女性から最

も嫌われる行為の一つですが、こういった行為に走る男性はまだまだ多いです。 

 
 

 

 

日頃ベトナムで生活をしている日本人が質屋にお世話になることはないと思います。日本でも

昔と比べて質屋の数はかなり減少しているとのことですので、若い人であれば質屋を見たこと

がないという人もいるかもしれません。ベトナムでは質屋がまだまだ盛んで、少し意識して街を

歩くと質屋が至る所に見られます。今回はベトナムの質屋についてお話します。 

街角便り 

 

ベトナムの質屋とは？ 

女子高生の決闘：流血事件

へ発展 

 

ホーチミン市にある某公立高校にて女子高

生同士の決闘による流血事件が発生した。

決闘の発端は SNS 上で発生した女子高生

間のいざこざとされている。 

 

今回決闘した二人の女子高生は元々事件

の現場となった高校に通っていた女子高生と

他校から転校してきた女子高生となってい

る。この二人が SNS 上で口論となったことを

きっかけに同校の裏門近くで決闘することを約

束。 

 

事件当日、この女子高生二人の他に男子

高生含むそれぞれの仲間も決闘に参戦。最

終的にこの決闘は刃物を持ち出す流血事件

に発展し、男子学生一人は顔面と腕を切ら

れ軽傷、また一人の女子高生は右手の腱を

切断する重症となった。 

 

警察は現在この決闘で刃物を用いて 2 名を

怪我させた人物の特定を進めている。またこ

の決闘に参加した学生の処分について学校

側は警察の捜査結果が出た後で、適切な処

分をしていきたいと発表している。 

 

近年学生による暴力事件が取りざたされてい

るが、今回のように男子高生と女子高生が

入り混じった集団の乱闘は珍しいため世間か

ら注目を浴びている。 
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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 

・大学生向けの質屋もある 

大学生が質屋なんて利用するの！？と思うかもしれませんが、各大学の近くには多かれ

少なかれこの手の質屋があります。特徴としては利子が若干安めになっていたり、担保に

なる対象のものが学生でもよく持っていそうなもの（スマホやパソコンなど）というところが

特徴でしょうか。学生証も担保になるようですが、これが流れた場合どのように現金化さ

せるのか気になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・質屋を利用して破産する人も多い 

借りる側、貸す側両方に問題がありますが、借りる側は返せる当てがないのに借りてしま

い、そのまま首が回らなくなる人もいます。その場合はたいてい身内が間に入って解決す

ることが多いようです。しかし借りた先がカタギでない場合は恐い目に遭うという話も聞か

れます。 

 

ベトナムでは個人でクレジットカードを所有している人はまだまだ少ないのでキャッシング

ローンといった概念はまだ根付いていません。現物を渡して現金を手に入れるという質屋

がまだまだ活躍していますが、これも時代の流れでなくなっていくのではと言われています。 

 

蓮茶  

(trà sen)  

今月は蓮茶です。日本と同じようにお茶は愛

飲されていますが、ベトナムを代表するお茶の

種類は蓮茶でしょうか。蓮はベトナムではよく

見られ、お茶の他に蓮の種も食べられていま

す。 

よくスパなどに行くと蓮のお茶が出されますが、

リラックス効果があるとされ、お土産にもよく好

まれています。ベトナムではお茶は基本的に

年中飲まれていますが、冷やして飲むお茶と

熱いまま飲まれているお茶がそれぞれ種類ご

とに分かれているのも特徴です。各店ごとに出

されるお茶の種類も違います。 

 


