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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 

 

日本国内ベトナム人労働者数：国籍別 2位 
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 日本の厚生労働省は 2019 年 10 月末時点における日本国内の外国人

労働者について、国籍別ではベトナムは中国に次いで 2 位であると発表し

た。その数は前年比 26.7％増の 40 万 1326 人としている。ベトナム人労

働者は 2012 年以降毎年増加の一途を辿っており、2007 年に外国人労

働者を雇用する届け出が義務化されて以降最高を更新し続けている。 

 

 ベトナム人労働者を資格別に見ると、技能実習が全体の 48.3％、資格外

活動が 34.2％、専門的・技術的分野の在留資格が 12.2％などが中心と

なっている。また産業別では製造業が全体の 36.7％と最も多く、宿泊業・飲

食サービスが 14.5％、サービス業が 13％と続いている。 

 

 厚生労働省によると外国人労働者数が増加した要因として、政府が推進

している高度外国人材や留学生の受け入れが進んでいること、雇用情勢の

改善が進み、「永住者」や「日本人の配偶者」などの身分に基づく在留資格

の外国人の就労が増えていること、技能実習制度の活用により技能実習生

の受け入れが進んでることなどが挙げられる。 

 

[2020年 1月 31日、厚生労働省報道発表資料(vietjo)] 
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功を収めている越僑もおり、そういった人か

らの土産話や海外のお土産などを心待ち

にしている人もいる。 

また留学で一時的に海外に出ている学生

もこの時期に帰省する人が多いそうが。空

港では海外から一時帰国する友人を迎え

る人や恋人を待っている人も空港には見ら

れる。 

一方海外に働きに行っている労働者には

行き先が新暦の場合、旧正月の休みは

基本与えられていないところも多く、これら

の人たちは就業期間が終わるまではテトを

母国で過ごすことはできないようだ。 

毎年テト前後は世界各国から帰省するベト

ナム人で空港が賑わっている。タイソンニャッ

ト空港ではテト休暇に入る 1月 22日前後

から空港が帰省するベトナム人で賑わいを

見せているが、帰省する人たちの層は様々

だ。 

ベトナムのテトの時期に帰ってくる人の中でも

多いのが越僑と呼ばれる人たちで、既に国

籍は移住先のものを取得している人が多

い。しかし越僑たちもテトの期間はベトナムに

帰省して親族や友人と一緒に過ごしたいと

考える人も多く、空港には親族たちの大勢

が迎えに来ている格好だ。中には外国で成

中国からのウイルス性肺

炎 ： ダ ナ ン で 感 染 者

か！？ 

保健省医療予防局によると中部ダナン国

際空港で発熱症状のある外国人 2 名を

感染症監視システムが発見したと発表し

た。 

2 人は中国の武漢市に住んでいる中国人

とされており、武漢市で発生しているウイル

ス性肺炎に感染している可能性もあるとい

うことで隔離検査を受けている。 

保健次官は 2 人に接触した人のリストを

作成して経過を観察していることや保健省

とダナン市が協力して感染防止対策を教

誨していると発表している。 

現在ベトナムでは中国で感染者が広がっ

ているウイルス性肺炎の感染者はいないと

しているが、中国との貿易や観光の他、地

理的接点もあるので警戒を強めている。ま

たタイでは過去に感染した中国人 1 名が

確認されている。 

 

テト休み期間中、ベトナム在住の日本人は帰国せずにどこか海外旅行に出かけるという人も

多いです。ベトナム人はこの時期田舎へ帰省するのが普通ですが、テトの期間中ずっと実家に

いるかというとそうではなく、後半は旅行に行くという人もいます。今回はベトナム人のテトの過ご

し方について紹介します。 

 

・テトも後半は案外暇？ 

旧暦の 12 月 30 日から 1 月 3 日までは準備や親族を招いてなど大忙しな家庭も多いで

す。しかし 4 日以降になると大よそ催しも終わり落ち着いてくる過程もほとんど。そこから更に 3

日ほど休みがあると手持無沙汰になる人もいます。そういった事情もあり時間とお金がある家庭

は旅行を計画するところも多いです。 

・テトの旅行は南部人のほうが一般的 

テト休み期間中に旅行へ行くのはどちらかというと南部の方が多いんだとか。北部はテトは家

族、親族と過ごすものと考えている人が多く、旅行というよりも少し遠出をしてお寺参りなどをす

る人が多いです。北部ではニンビン省のお寺が有名ですが、この時期のニンビン省のお寺（バイ

ディン）は驚くほどの人だかりになります。一方南部では海外旅行も含め、海などリゾート地に

繰り出す人が多いと聞きます。南部の人がテトの旅行で北部に来るという話はあまり聞きませ

ん。 

・ベトナムも日本と同じ喪中がある 

前の年に近い身内が亡くなった場合、ベトナムにも日本と同じような喪中があります。日本の

ように年賀状文化があるわけではないのでそういったハガキを出すことはありませんが、お祝いを

控えるといった具合です。具体的に言うとその年のテトは自ら他の親族や友人宅を訪問すること

を控えます。これはテトの時期に悪い気を持ち込むという考え方から来ており、正月から身内を

なくした人が訪ねてくるのは縁起が悪いと考えるからです。逆に結婚や出産、ビジネスでの成功

者などは進んで招いてもらえるという風習もあります。なので喪中の家族はテトで旅行に出るとい

うこともありません。 

昔と比べてベトナム人の国内外旅行も一般的になりつつあるので、もう少し時代が進めば「お

正月は海外で」という家庭も増えるかもしれません。今までのベトナムの空港では帰省ラッシュこ

そありますが、出国ラッシュなんて時代が今後来るかもしれませんね。 

テト前後の空港大混雑 

時事 
テト休み：ベトナム人はどこへ行く？ 
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1新型コロナウイルスの症状は？ 

新型コロナウイルスの症状として典型的なものとして高熱が挙げられます。新型コロナウイルス

にかかった人の 98％の方が 40 度の高熱が出たと報告されています。また、76％の方が乾

いた咳の症状を訴え 55％が息切れの症状を訴えています。 

 

2新型コロナウイルスが拡大する背景は？ 

新型コロナウイルスの基本再生産指数は、1,4～2.5 です。基本再生産指数とは、感染症

のうつりやすさとして使われている指標です。簡単に言うと、1 人の感染症患者から何人に感

染させるかを表した数字である。1,4～2,5 の意味として 1 人の感染者からだいたい 2,3 人

に感染することになります。SARS の数値は 2～5 であり新型コロナウイルス感染症は SARS

よりは広がりにくい性質だとされています。 

しかし、くしゃみや咳などの飛沫感染でもうつるとされており油断はできないですね。 

 

 
 

 

 

 

2019 年 12 月ごろ中国で発生したコロナウイルスですが、気づけば、中国国内のみならず、タ

イ、シンガポールをはじめとする東南アジア諸国や日本、ヨーロッパにまで広がりが拡大していま

す。ベトナムでも 8人が感染したと報告されています。（2月 3日時点）そこで今月は、世界

中で感染者が広がっている新型ウイルスについての記事を書きたいと思います。 

 

 

次ページへ続く 

 

街角便り 

 

ベトナムの新型コロナウイルスの影響について 

飲酒運転取り締まり：半月で

6300人摘発 

 

酒量に関わらず飲酒運転を一切禁止する新

しい法律が今年の初めに実施されてから、半

月で 6300人の飲酒運転が摘発され、罰金

総額は 1 億円に達してるという。このうち自

動車の運転手は 60 人、バイクの運転手

1270人が最高額の罰金を科された。 

 

また摘発された者が公務員の場合は本人の

所属する機関に通知され、同機関からも処

罰されることになる。また共産党員の場合は

党機関から党員としての処分も受けることに

なっている。 

 

全国では 1 月前半に 322 件の交通事故が

発生し、249 人が死亡しているが、交通事

故件数、死亡事故、負傷者ともに前年比と

比べて減少している。 

 

交通警察局の副局長は「例年テトの時期に

なると飲酒が原因の深刻な交通事故が起き

ているが、今年の 1 月前半までは飲酒運転

が原因の大きな交通事故は発生していない」

とコメントした。 

 

今回改正された法案での罰金刑は生活水

準から見てかなり高額な罰金額となっており、

飲酒運転の抑止効果が高いようだ。これまで

飲酒運転をしていた層も飲酒後は配車サー

ビスを利用するなど、飲酒運転の数は確実に

減っていることが窺える。 
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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ベトナムでの新型コロナウイルス対策 

ベトナムでは新型コロナウイルスの対策として、小学校や大学などの教育機関を旧正月

明けから 2 週間休みにするという処置をとり感染者拡大を防いでいます。また、ホテルや

デパートなどあらゆるところに消毒液が設置されています。私も出勤する時は、エレベー

ター前に置いてある消毒液を使用してからエレベーターに乗るようにし外からの菌をオフィ

スに持ち込まないように気を付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本でもマスクをつけるなどの対策をしていると思うのですが、ベトナムでは日本以上にマ

スクをつけている人が多い印象を受けました。また、あらゆるところに消毒液を設置してお

りベトナムでは日本以上に新型コロナウイルスの対策意識が高いと感じております。マス

クをつけるなどして自己防衛していきたいところですね。 

 

 タイスキ  

(Lẩu Thái) 

今月は鍋料理です。ベトナム人は鍋料理が

大好きで暑い季節にも汗をかきながら鍋を囲

んでいる風景をよく見かけます。特に大勢の

人数が集まるところでは定番の料理と言って

も過言ではないでしょう。 

ベトナムでは伝統的に牛や鳥の骨から出汁を

とった鍋料理がありますが、今回紹介するタイ

スキは比較的新しいジャンルの鍋料理です。

タイから入ってきたものですが、ベトナムの至る

ところにタイスキの店があり、若者を中心に人

気のメニューになっています。味はピリ辛です

が、辛い人が苦手な人でも食べられるレベル

の辛さなので是非試してみてください。 

  


