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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 

 

日本人へのWP発給：条件付き制限へ 
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在ベトナム日本大使館によると、コロナウイルスの感染が確認される深刻な地

域で過去の滞在履歴がある場合、その滞在時期などに応じて労働許可証の発

給を見送られる可能性があることを発表した。対象の地域は中国と入国制限対

象に指定されている地域で、ここで過去の滞在履歴が確認されない場合は通常

通り労働許可証の発給を受けることができるとされている。 

しかしその滞在履歴を証明するためには申請に際してパスポートの全ページの

写しとベトナムにおける居住証明書の提出が求められており、手続きは従来より若

干手間がかかるようになっている。 

 

 

海外派遣ベトナム人：手続き簡略化へ 

 
 労働傷病兵社会相のダン・ゴック・ズン氏は最近開かれた海外派遣法編纂委

員会会議の中で、「労働者の海外派遣手続きはより簡略化し、労働者に開かれ

たものにするべき」と意見を述べた。 

海外派遣法は 2006 年に公布され、海外に派遣された労働者は 2000 年

から 2006 年で平均 5 万 8000 人だったが、同法公布後は 8 万人を超える

ほどに増加した。また派遣数は近年でも右肩上がりで、2014 年には 10 万人

を、2019年には 14万 738７人にまで増加している。 

しかし海外労働者の派遣数は増加しているものの、海外派遣法の中で新しく

公布されたものと一部で矛盾するものが含まれており、受け入れ国の法律改正

などにより問題が生じていることが指摘されている。 

同氏は会議の中で、「公開性と透明性を保証し、オンライン上での手続きを

できるようにする必要がある」と述べている。 
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工場労働者らは、張り紙を張った工

場労働者に対する不当な解雇処分の

撤回、ベトナム人労働者を見下す中

国人管理者の侮辱的態度の改善、工

場労働の権利保護などについて訴え

ている。 

会社側の責任者は、工場労働者らの

意見に、数日中にそれぞれの要求に

回答することを約束した。 

 新型コロナウイルス感染症に関し、

韓国系企業の工場で労働者 2500 人に

よる大規模なストライキが発生した。

これは、中国労働者の職場復帰に抗議

するためのものだ。同社の掲示板で中

国人労働者の職場復帰について発表し

たことを受け、工場労働者が反発した

ことに依る。 

その後、同社は問題の張り紙を張った

工場労働者の解雇処分を決定。これが

今回の大規模ストライキの引き金と

なった。 

2020 年 1 月の訪日ベトナ

ム人 5 万人：前年比＋

42.5％増 

日本政府観光局（JNTO）が発表した

統計によると、2020年 1月の訪日ベトナ

ム人の数は前年同月比＋42.5％増の 5

万 400人で、2019年 1月の 3万５３

７５人を約１万 5000 人上回り、1 月

の過去最高値を更新した。ベトナムは

2012 年 1 月から 8 年１か月連続で各

月の最高値を更新している。 

JNT は訪日ベトナム人の堅調な伸び率に

ついて、昨年は 2 月だったテト（旧正

月）が今年は 1 月になり訪日需要増の

時期が前倒しとなったことに加え、訪日セミ

ナー及び商談会の実施やイベント出展、

訪日旅行商品の販売、促進等の訪日プ

ロモーションの効果や、新規就航、増便、

チャーター便による航空座席供給の増加も

あり、訪日者数が前年同月を大幅に上

回ったと分析した。 

 

 海外で生活する上で最も大きな心配ごとの一つといえば、急な病気や怪我ではないでしょ

うか。日本では健康保険に加入しているため自己負担が少なくて済みますが、ベトナムで外

国人がよく利用する病院の治療を受けると高額な料金を請求されます。ベトナムで治療がで

きず飛行機をチャーターして周辺国や日本へ搬送し、莫大な費用がかかるなんてことも。そん

なときに備え「転ばぬ先の財布」となってくれる海外旅行保険を紹介します。 

・海外旅行保険とは 

怪我や病気の治療費用、死亡した場合の補償、賠償責任の補償だけではなく、プランに

よって救援者費用、航空機遅延などに対しても補償があります。渡航前からかかっている病

気の治療、危険を伴うスポーツによる怪我など、保証されないものもありますので、保険内容

をよく確認しておきましょう。 

・1年の保険料はどのぐらい？ 

1 年間の保険料は、保険会社やプランによりますが、だいたい 13 万円前後から。補償無制

限のプランだと 20万円前後です。 

・いつ加入すればいいのか？ 

日本の海外旅行保険は、日本を出国してからは加入できませんので、出発前に手続きをし

ます。短期の保険であれば、出発時に空港でも入れます。1 年の長期保険になると、審査

に時間がかかったり、断られて別の保険に申し込まねばならなくなる可能性もありますし、保

険契約証が自宅に届くまでにも時間がかかりますので、遅くとも出発 2 週間前までには手続

きをしたほうが無難です。 

・途中解約、更新はできるの？ 

途中解約は可能ですし、残った期間や利用状況によって、保険料を一部返金してくれます。

更新は一般的に、支払った保険料の半分を使うと更新に「黄色」信号がつくといわれていま

す。治療の際にかかった治療費を確認しておき、更新が不安な場合は、保険代理店に次回

の更新が大丈夫そうか確認してみるのも手です。 

 

 

 

 

 

コロナウイルスの影響で韓国系企業で大規模スト 

時事 
ベトナム就業！医療保険はどうする？ 
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今回は HR-Link で 1 か月の海外インターンシップを経験した大学生から、海外インターン

シップの概要、感想などをお伝えします。大学生ならではの視点が新鮮に感じられます。 

海外インターンとは、外国で働きながら就業体験をすることです。期間は様々で 2週間から

1年、２年間する学生もいるみたいです。私の周りでは、海外インターンシップを自己的にし

ている人は少なくほとんどが学校のプログラムでの参加でした。留学以外で自己的に海外に

行く学生は、ワーキングホリデーが多い印象です。ワーキングホリデーは主にオーストラリアやカ

ナダなどの英語圏に行き、英語を学びながら働き生活費を稼ぐことができます。海外インター

ンはベトナムやインドなどのアジアの新興国に行く人が大半です。海外インターンシップは、無

給なことが多く（特に短期インターン）仲介業者をとうして参加するため、お金がかかります。

一方で、ワーキングホリデーは自分で履歴書を会社に送るため仲介料金などはかからず航空

券など最低必要な資金で海外に行き働くことができます。 

 

 

 

 

 

 

・短期海外インターンについて 

私は、今ベトナムで短期インターン生として働いています。短期インターンのメリットは、長期休

みを利用して海外で働くことができるため、大学には支障がありません。4年間で卒業するこ

とができます。デメリットとしては、任せてもらえる業務が限られてきてしまいます。私の友達は、

営業がやりたく海外インターンシップに申し込んだのですが、短期のインターン生には任せても

らえず、日本語の翻訳などの事務的な作業をしたという人もいました。 

 

・長期インターンについて 

短期インターンと異なり長期インターンは半年から 1年と期間が長く大学を休学しなければい

けないため、海外で長期インターンをやっている人は少ない印象です。長期インターン生として

働くと任せてくれる業務範囲が広がり、プロジェクトの初めから終わりまで関わることができる

ケースがあり、よりやりがいを感じることができると思います。 

 

街角便り 

 

海外インターンシップの経験を通じて感じたこと 

ASEAN 科学研究大学ランキ

ングでベトナムの大学が初の

トップ 10入り！ 

米国の自然科学、社会科学、人文科学分

野の大手オンライン学術データーベース「ウエ

ブ・オブ・サイエンス」の 2019 年東南アジア

諸国連合（ASEAN）科学研究大学ランキ

ングで、ホーチミン市のトンドゥックタン大学が

7位にランクインした。 

トップ 10は次の通り。 

1 位：シンガポール国立大学（シンガポー

ル） 

2位：南洋理工大学（シンガポール） 

3位：マレーシア大学（マレーシア） 

4位：マレーシア・プトラ大学（マレーシア） 

5 位：マレーシア・ケバングサン大学（マレー

シア） 

6 位：マレーシア・サインズ大学（マレーシ

ア） 

7位：トンドゥックタン大学（ベトナム） 

8位：マヒドン大学（タイ） 

9位：チュラーロンコーン大学（タイ） 

10位：マレーシア工科大学（マレーシア） 

 

2019 年に有力な学術誌に発表された

ASEAN の大学の学術論文数は 6 万 3１

445 本。このうちマレーシア 5 大学の合計数

は 1 万 1684 本、シンガポール 2 大学の合

計数は１万 2995 本で、圧倒的な数字の

学術論文を発表していることが分かる。 

2016 年～2018 年の 3 年間に同大学が

発表した学術論文は 2372 本と地内の他

大学に比べて大幅に少なかった。しかし、

2019 年単年は 2130 本を発表し、学術

研究が急成長している。                         
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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 

 

 

 

 

 

 

 

私の意見として、海外インターンシップをすることで、海外で働く環境を知ることができ、ま

た、自分を知る良い機会になると思います。短期のインターンシップを終え、自分に能力

があれば自分のしたい業務に携わることができたのではないかと思いました。私は、大学

で英語の授業を積極的に受講してきて英語を使って仕事をしてみたいと思っていまし

た。しかし、ベトナムに来てベトナム人が話す英語を理解できず、また自分の言いたいこと

も上手く表現できませんでした。社内でコミュニケーションをうまく取れないのに、ビジネスの

現場で英語を使うなんてできないと実感しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外資本が強く日本人がほとんどいない会社では実力主義で自分のスキルがないと仕

事をさせてもらえないと聞きました。海外インターンシップに参加する前にコミュニケーション

が取れる最低限の英語力と自分が働く業界の知識を持って業務を行うとより良い経験

になると思います。 

 

 

蟹のビーフン 

(Bún Riêu Cua) 

今月のメニューはこちらです。ブンと呼ばれるベ

トナムではフォーよりも一般的な米粉の麺に

淡水の蟹のすり身が入った麺料理になりま

す。香草とセットで召し上がりますが、この料

理に合わせて出される香草は紫蘇など比較

的日本でも馴染みのある食物が多いので食

べやすいと思います。 

特にハノイの肌寒い時期にはトウガラシなどを

入れて食べると体も温まり人気の料理です。

高級なレストランよりもローカルの店のほうが

多く、ベトナム B 級グルメの代表的な料理と

も言えます。 

25000ドン  (125円)～ 

 


