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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 

 

ベトナム人の給与：アジア太平洋地域の 7分の１ 
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 2019 年総労働力指数によると、ベトナムの平均月収は 242USD（約 2 万

7000 円）でアジア太平洋地域の平均 7 分の 1 であった。調査対象国 76 か

国中 57 位で前年より１つランキングを下げている。2019 年の総労働力人口は

前年比+0.8％の 5750万人で、このうち 41％が正社員だった。 

 

テト賞与：前年比+7.4％増 

給与・労働関係局によると 2020年のテト賞与は全国平均 671万 VND で

前年と比べて+7.1％増加している。これは全国にある企業 2万 4907社の報

告を基に算出された金額だ。 

セクター別の労働者 1人当たりのテト賞与は以下の通りとなっている。 

 

＋国が経営支配権を握る国営系企業：753 万 VND(約 3 万 6000 円、前年比

+10.6％増) 

＋外資系企業：691 万 VND(約 3 万 3000 円、同+11.1％増) 

＋民間系企業：627 万 VND(約 2 万 9700 円、同+0.5％増) 

＋政府全額出資企業：612 万 VND(約 2 万 9000 円、前年比変わらず) 

 

因みに一部の企業では新暦の正月も賞与を支給しているが、こちらは全国

平均 93万 VND で前年と比べてー34.5％となっている。 

[Lao Dong 06/01/2020] 
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気中にアルコール濃度がある状態で運転

することを禁止すると規定し、ビールや酒類

を摂取した場合は飲酒量に関係なく運転

を禁止するとしている。 

この他に他人への飲酒強要や 18歳未満

への飲酒を勧める、アルコール度数 15 度

以上の酒類の広告を禁止している。 

因みに自転車での飲酒運転も違反の対

象で、その場合は罰金として８～６０万

VND が徴収される。またバイクでは 200

～800 万 VND、自動車は 600～

4000 万 VND と改正前のものと比べて

大幅に引き上げられている。 

2020年 1月 1日より飲酒量に関わらず、

飲酒運転を一切禁止する法律が施行され

た。これを受けて多くのレストランや居酒屋は

客を自宅まで送り届けるサービスを実施して

いる。 

ホーチミン市のあるレストランでは車で来店す

る客に対して飲酒後は運転代行サービスを

提供しており、こういったサービスは今後更に

増えていくとみられている。店側としては今回

の飲酒運転罰則強化に対して客足が鈍る

のを避けるための対策だ。 

アルコール被害防止法では血液中または呼

在外ベトナム大使館で料

金の不正徴収が横行 

世界にある在外ベトナム大使館、領事館

で料金の水増し請求が横行していることが

被害を受けたベトナム人の告発で明らかに

なった。 

米グーグルの技術者として働くベトナム人が

独自調査を行ったところ、昨年の調査期

間 10 か月で 170 人以上のベトナム人が

各国の在外ベトナム大使館、領事館で被

害にあったという。水増し請求された金額

は一人当たり 60USD前後としている。 

 

ベトナムの法律で在外ベトナム大使館、領

事館では各事務手続きなどに発生する費

用の料金表を公表することを義務付けられ

ているが、実際この規定は厳守されていな

いのが現状だ。 

 

また料金の水増し請求の他に袖の下を要

求されるケースもあるという。こういった行い

について被害に遭った人々は外務省領事

局に告発してるが、納得のいく回答が返っ

てこないのが通例だ。ベトナムでは役所で

の袖の下が横行しており、本国での悪習が

原因となっている見方もある。 

 

 

旧正月（テト）明けから人材市場が活発になるのは毎年のことですが、抜けた人材を再

度集めるのに苦労をしている人も多いかと思います。求人を窺っている求職者たちの傾向

を今回はお伝えします。  

・マネージャーレベルの傾向 

テト休み明けに転職をすると考えても、この層は現職で重要なポジションについていますの

で辞める場合にも引継ぎなどで十分な時間を要する場合が多いです。またきっかりテト休

み前に退職というわけにもいかないのは、テト明けの忙しさからその時期の退職を止められ

やすいという事情があります。長期休み明けで且つ 1 年の始めなので、色々な部分で企

業の活動が活発になります。その時期に主要ポジションがいないとなると大変なのは目に

見えています。管理者としてはせめて後任が決まって一段落ついた段階で転職してほしい

と思うものです。ですので新しい企業先にとって優秀な人材をテト初日から雇うというのは

案外難しいものなのです。 

・一般スタッフクラスの傾向 

このレベルはテト明けからの就業というのもハードルが下がります。しかし求人数そのものが

増えますのでどうしても売り手市場になりやすくなります。待遇の良い求人を色々見ていま

すので、どうしても要求してくる待遇も高くなりやすくなります。その要求を呑んで入社させて

みたものの、どうもそれに見合ったパフォーマンスがないといった事態にならないよう冷静に年

間を通した相場を見据えて採用する必要があります。 

・日本からの帰国組の傾向 

テト明けからの就業という意味では一番可能性が高いのがこの層かもしれません。日本か

らベトナムへ帰国することを考えた場合、テトは母国で過ごすというように一つの区切りにな

りやすいものです。また日本で就業している場合は 12 月に賞与が出るところが多いので、

そのタイミングから遠すぎず近すぎずに退職できるのがテト休みです。テトを区切りにというの

も日本側で退職を切り出す理由にしやすいのかもしれません。 

どんなに環境を整えても一定数辞めてしまう人が出るのは仕方がないことです。現場を取

り仕切る立場としては抜けた穴のダメージをいかに少なく、また円滑に埋めることができるか

を求められることになります。そのためには事前の人材市場傾向を押さえておくことが重要

です。 

 

飲酒運転の罰則強化へ：運転代行サービス活性化 

時事 
テト休み明けの VN人材市場について 
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・早速ベトナム人の友人と現場へ 

きっかけはベトナムのホラー映画の話題からでした。その話をしたら友人が「ハノイにも有名なと

ころがあるよ」と言います。オカルト大好きな私は「じゃあ今から行こう」ということでバイクで現場

へ向かうことに。場所はハノイ郊外にある廃墟です。 

 

・ベトナム人の幽霊観とは？ 

幽霊と聞いて連想されるイメージはその国によって異なります。また怪談が流行る季節というの

もその国や地域それぞれで中々面白いものがあります。日本は幽霊の季節は夏のイメージで

すがベトナムには特に季節性はないとのこと。また幽霊と聞くとやはり年寄りや女性をイメージ

しやすいかもしれませんが、それはベトナムでも同じとのことです。黒髪ロングの若い女性で、服

装は白っぽい格好が多い。一般的に連想される幽霊の見た目やシチュエーションはアジア圏

内では大体似たり寄ったりな印象があります。 

 
 

 

 

 

 

西洋の幽霊は何かしらに取りつかれた悪魔のような雰囲気ですが、東洋はあくまで人間ベー

スで血の通っていないような見た目の幽霊が多いですね。 

日本で有名な心霊スポットは数多くあります。最近は技術の発展により心霊写真や怪奇現

象の類の話題は昔と比べて少なくなったように思えますが、依然として怪談に関する話はあり

ます。ベトナムでも同じように心霊スポットと呼ばれるところがハノイにあるそうなので調べてきま

した。今回はその体験を紹介します。 ＊色々な事情により詳しい場所の公開は控えます。 

街角便り 

 

ハノイの心霊スポット 

畜産法：屠殺時を見せてはい

けない 

 

2020 年から施行される畜産法では飼育動

物や家畜、家禽に関する様々な扱いの規定

が盛り込まれている。 

 

同法律ではこれらの動物を飼育、管理してい

る者はその動物に適した生活環境を提供す

る義務があるとし、衛生的な食べ物と飲み物

を与えなければならないとしている。また獣医

関連規定に従い疫病の予防、治療を行わな

ければならない他、虐待や暴行などを加えて

はならない。 

 

屠殺施設では衛生的で清潔な環境を備え、

家畜や家禽に恐怖や痛みを与えることを避け

なければならない。またその家畜や家禽などを

屠殺する時には気絶させるなど意識のない状

態にしてから行わなければならないとしており、

同族の動物が屠殺されている現場を目にす

ることがないようにしなければならないと規定し

ている。 

 

ベトナムでは鶏を筆頭に個人で屠殺、売買を

しているところも多い。また近年では犬や猫を

ペットとして飼う世帯も増えており、以前よりは

動物に対する愛護の目が強くなっているのも

今回の畜産法が制定された背景にあるよう

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 

・いざ中に入ってみました 

幽霊は外国人とか意識するのかな～なんて馬鹿なことを考えつつ現場へ入っていきま

す。なるほど、確かに不気味さはありますが屋外から聞こえてくるバイクのクラクション音が

雰囲気をぶち壊します。聞くと２階の廊下に椅子が 1脚置いてあるそうですが、そこに

女性が座っていることがあるとのことです。ちょうど写真のようなイメージですかね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

結局何も見ることはありませんでしたが、雰囲気はそれなりに味わうことができました。近

所の人に話を聞いてみると、その廃墟は所有者が建設途中にお金が無くなり手放してし

まったそうで、新しい買い手を不動産会社が探しているとのことです。しかし今では心霊ス

ポットの噂が立って誰も買いたがらないのでいい迷惑をしているんだとか。 

 

学生のときには肝試しなどの類はよくやりましたが、異国での肝試しもまた面白いもので

す。あくまで個人的な感想ですが、オカルトなどの類はやはり和風のほうが不気味で怖い

ですね。 

 

牛肉とタケノコ炒め 

(măng xào thịt bò) 

今月はこちらの一品です。タケノコと牛肉にニ

ンニクやトウガラシを合わせて炒めた料理で

す。こちらのタケノコとは生えたてのタケノコを使

用しており、触感は柔らかく少し甘みがありま

す。 

ベトナムでは家庭料理の他、ビアホイやベトナ

ム料理店などで幅広く提供されており、多くの

ベトナム人から人気のある一品です。 

旬の季節などは特に一年を通して出される料

理ですので、是非一度ご賞味していただけれ

ばと思います。 

 

1皿：100000VND（500円）程度～ 


