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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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ビザ更新時の一時出国が不要へ 
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 ベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住法の一部を改正・補足する

法律を可決した。同法は来年の 7 月 1 日から施行される予定だ。同法の中

で注目されているのは外国人の入国目的変更のためにビザを切り替える際、

これまで一度国外へ出国する必要があったが、それが不要になるという点だ。こ

の背景として、これまでの出国義務については雇用者、労働者ともに負担に

なっており、企業の生産性という観点においてプラスの要素がないということが

挙げられている。 

 この他にもベトナムに投資する外国人投資家に対して、在留カードの有効

期間を 10年に延長する旨も記載されている。 
 

ベトナム人配偶者を持つ外国人：WP免除へ 

2021年 1月 1日から施行される改正労働法にはベトナム人配偶者を

持つ外国人労働者は労働許可証の取得が免除される旨が含まれてい

る。これまではベトナム人配偶者がいてもベトナムで就業する場合は他の

外国人と同様の審査の元、労働許可証が発給されていたが、今回の改

正法により取得の必要がなくなる見込みだ。 
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 提案を検討した結果、副主席は日本側が

全面的に経費負担をするとした上で同事業

の実施を承認し、その旨が記載された内容

の文書も発行している。 

 にもかかわらず主席から無許可での活動を

しているという発言を受けたことにより同社は

抗議を示している格好だ。同社のスタッフは

正式な文書が発行されているにも関わらずこ

のような発言を受けたことにより戸惑いと抗議

の意思を示しており、今後状況証拠の検証

と共に、事業推進に向けて動いていく予定

だ。 

ハノイ市を流れるトーリック川の水処理事

業で日本企業が抗議を示している。株式会

社日本環境ビジネス機構が日本の技術を

用いて水処理システムを試験的に導入した

ことに対して、ハノイ市人民委員会の主席か

ら「無許可で活動を行っている」という発言を

受けたことが発端だ。 

同社によると本事業を行う際に事前に人

民委員会の許可を取得したという。同市人

民委員会副主席が主宰した会議で、同社

の専門家と日越環境改善株式会社はトー

リック川の水処理試験導入を提案した。 

ベトナムの人口：2030 年に

1.04億人へ 

「2030 年までのベトナム人口戦略」では

2030 年における全国の人口が約 1 億

400 万人、平均寿命を 68 歳以上とする

目標を掲げている。 

目標として出生率を 2.1 で維持しながら

地域間格差を縮めることを目指し、男女

出生比を低下させ、自然男女出生比とな

ることを目指している。 

年齢構成は 15 歳未満の子供の比率を

22％、65 歳以上の高齢者比率を

11％。依存人口比率が 49％に達する見

通しだ。 

また男性の平均身長を 1.685m、女性の

平均身長を 1.575m に伸ばし、人間開

発指数としては東南アジアの上位 4 か国

の一つに入ることを目標としている。 

なお直近の国際調査結果によると、2019

年 4 月時点の全国人口は 9620 万人

で、東南アジア 3 位、世界では 15 位と

なっている。 

 

日本とベトナムの交流が盛んになる中、ベトナム人と結婚する日本人も軒並み増えていま

す。ベトナムで就業する際にベトナム人配偶者がいると何かしら優遇されるのかという疑問が浮

かびますが、今回は就業事情について紹介していきます。 

・配偶者ビザでは就業は認められない 

ベトナム人の配偶者がいると配偶者ビザの取得が可能になりますが、このビザはベトナムで就業

することは認められてはいません。期間は 5 年など長いですが、単純にベトナムに滞在してもい

い権利をもつだけです。日本人でベトナムに長年生活をしながら就業を全くしないというケースは

稀だと思いますので、ベトナム人配偶者がいたとしても労働許可証の取得を迫られることになり

ます。 

 ・2021年 1月 1日からは配偶者ビザで働けるようになるらしい 

しかし先月発表された改正労働法では 2021年 1月 1日より「ベトナム人配偶者を持ち、ベ

トナムで居住するものは労働許可証の取得が免除される」との内容が加えられました。具体的

な詳細はまだ明示されていきませんが、この文言通りに解釈をすると、これまでベトナムで外国

人が労働許可証を取得するには従事する業務に関連した経歴や知識を求められましたが、ベ

トナム人配偶者を持つ場合はその必要もなくなるということになります。日本でベトナム人と結婚

してこれからベトナムで就業しようと考えている人にとっては朗報となりそうです。 

改正労働法ではベトナム国内で労働許可証が免除される外国人は以下に規定されていま

す。 

1：有限会社の所有者および出資者 

2：株式会社の会長および取締役 

3：駐在員事務所の所長、ベトナムにおけるプロジェクトの最高責任者、国際組     

織・非政府組織(NGO)の代表者 

4：サービス販売目的で 3 か月未満の期限でベトナムに入国する者 

5：現在国内にいるベトナム人と外国人の専門家が解決できない、生産・ビジネ

スに影響または脅威を及ぼしうる複雑な事故・技術的な問題を解決することを目

的に 3 か月未満の期限でベトナムに入国する者 

6：弁護士法に従いベトナムで弁護士資格を取得した外国人弁護士 

7：ベトナムが加盟している国際条約で規定されている場合 

8：ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人 

9：政府が個別に認定した場合 [Thuvienduthaoonline.quochoi.vn 11/2] 

水処理事案で日本企業が抗議    

時事 
ベトナム人配偶者をもつ就業事情 
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・ベトナムのお葬式のスケジュール 

ベトナムではまだまだ自宅でお葬式をする人も多く、亡くなった方のお通夜からお葬式まで全

て自宅で行うことも珍しくありません。通常亡くなった日から次の日まで通夜をし、その後火葬

または土葬をするのが一般的です。故人の身内は頭に白い布を巻き、特に近い親族の人た

ちは黒いワイシャツを着ていますので、訪問の際にはそれを一つの基準に関係性を判断できる

かと思います。 

 

・どのような服装で参加するべきか？香典の目安は？ 

基本的にネクタイの着用をする必要はなく、日本ほど白黒の喪服を着ている感じではありませ

ん。もちろん日本の喪服と同じ格好で訪問しても問題はありませんが、大よそ男性であれば

襟付きのシャツとスラックス、女性は少しフォーマルで地味な色合いの服で十分です。香典は

訪問時に入り口の受付係に名前を伝え、香典を集めている箱の中に入れることが多いです。

金額に決まりはありませんが、近い身内などではない場合、ベトナム人では 10 万 VND～

50万 VND が一般的です。 

 

 
 

 

 

 

ベトナムで生活をしていると身近な友人や会社スタッフの身内などでお葬式に顔を出すという

こともあるかもしれません。ベトナムは同じ仏教国ではあるもののお葬式のスタイルは日本のそ

れと異なりますので、若干戸惑うことがあるかもしれません。今月はベトナムのお葬式事情につ

いてご紹介します。 

 

 

次ページへ続く 

 

街角便り 

 

ベトナムのお葬式 

非識字率ゼロへの取り組み：ベ

トナムの山岳民族に対して 

 

ベトナムでは国の経済レベルが同等の他国に

比べて識字率が高いと言われている。これは

小学校からの義務教育制度が比較的しっか

りしており、貧困層も最低限の教育を受けら

れているということなのだが、山岳地域を始め

として依然文字の読み書きができない層もい

る。 

 

子どもに対しては国も改善のための取り組み

を進めているが、40 代以上の中高年層にも

読み書きができない人がいるのも事実だ。特

に少数民族でそういった人が多く、このような

層に対して格安で文字の読み書きを教えて

いる人たちがいる。 

 

始めはアルファベットを教えるところから始まる

が、これまで一切読み書きに携わっていない

人に指導するのは中々骨が折れるようで、途

中から学習をやめてしまう人もいるようだ。一

方文字が理解できるようになり、日常の楽し

さが増えたという人もいて、そういった人たちが

率先して文字が分からない人に発破をかけて

学習を勧めてくれるのだという。 

 

少数民族はその住んでいる場所などの関係

もあり、中々国からの援助を受けにくく、支援

も後回しになりやすい。しかし識字率に対し

て、ベトナムは 100％を目標に取り組んでお

り、これからも識字率上昇のために文字指導

に精を費やす人達がいる。 
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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 

・どのように故人にお線香をあげればよいか 

お寺などで見たことがある人も多いと思いますが、ベトナムで使用されているお線香は日

本のものよりもかなり長いです。入り口で記名を済ませるとそのまま奥へ案内されてお線

香を渡されるますんで、それをお線香立てに立てて拝みます。拝み方が日本のそれと若

干違いますが、ベトナムでは合唱した手を上下に二、三度振ります。やり方がよく分から

ない場合は現場で自分の前の人がどのようにしているかを観察してみればいいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人が直接関わりのあるベトナム人以外のお葬式に顔を出す機会はあまりないとは

思いますが、何かの機会に参加することがあれば是非参考にしてください。 

 

ライムジュース  

(trà chanh) 

今月はライムジュースです。数年前にベトナム

でタピオカミルクティーが一気に普及し、街中

のいたるところでタピオカミルクティのカフェが店

を連ねていましたが、それと同じような現象が

ライムジュースに起きています。 

タピオカミルクティと比べて価格が安いことや、

ベトナムで身近な存在であるライムの風味が

人気の秘密なようで、低価格で友達とカフェ

を利用するには丁度いいそうです。夕方から

夜にかけて街中のライムジュース屋には学生

を中心にたくさんの人が賑わっています。 

 10000ドン（50円）～ 


