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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 

 

個人所得税控除引き上げへ 
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国会常務委員会は今年度の 7 月 1 日より個人所得税控除及び扶養控除引

き上げを発表した。決議によると現行の個人所得税控除額 900 万 VND から

1100万 VND へ、扶養控除額は 360万 VND から 440万 VND へ引き上げ

られる。 

財務省によると全国の個人所得税の課税対象者は 689 万人で 2019 年の徴

収額は 79 兆 2220 億 VND（約 3740 億円）だった。今回の控除額引き上

げにより徴収額は 10 兆 3000 億 VND（約 490 億円）少なくなると試算され

ている。 

 

 

コロナの影響を受けた企業：全体の 86％ 

 
新型コロナウイルスの影響で企業活動において何かしらの影響を受けたと答えた企

業は全体の 86％となっている。2020 年 1～5 月期において、時短勤務、失

業、収入減少の被害を受けた人は約 500万人と報告された。 

この期間中に事業の縮小や活動停止などの影響を受けた企業は 86％で、製

造加工業、卸売・小売業、運送業、飲食業、サービス業の企業が多かった。5

月に入ってから失業者の約７～８万人が職場復帰を果たしているが、今後も

輸出市場の状況により困難が予想される。 

労働傷病兵社会省雇用局は年末までの雇用状況について３つの予想を立て

ている。収束の場合は 70～75％の企業が影響を受け、失業者は 300～

350 万人、平行線の場合は 80％の企業が影響を受け 500～560 万人の

失業者、悪化の場合は 90％の企業が影響を受け、失業者は 600～720 万

人になるとしている。 
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れ、隔離措置を受けている。 

ウイルス検査の結果、陰性が出てい

るが今後 14 日間の隔離期間に複数

の検査を実施して調べていく予定

だ。 

ベトナムではこれ以外でもカンボジ

アなどの陸路を使って不法入国され

ている例があり、政府は国境の警備

強化と共に、コロナ感染の水際対策

に引き続き力を入れていく方針だ。 

30 歳のベトナム人女性が山岳地帯の

道を使って中国から違法入国していた

ことが調べにより明らかになった。そ

の女性は入国後に発熱し、新型コロナ

ウイルスの感染が疑われている。 

この女性は中国からベトナムのカオバ

ン省に続く道を使って入国。その後車

でハノイまで移動し、ノイバイ空港か

らホーチミン市のタイソンニャット空

港まで飛行機で移動したとされてい

る。タイソンニャット空港で体温検査

をしたところ高温の発熱が発見された

ため、即座に同市熱帯病院へ移送さ

2020 年度のビール消費量

減少：飲酒運転規制の影

響か？ 

ベトナムのビール市場と 2020 年の消費に

関するレポートによると、2019 年度は生

産量、消費量について 2 桁成長を記録し

たが、今年度は減少するだろうという見通

しが発表された。 

これは今年の始めから実施された飲酒運

転の取り締まりが強化された影響だと考え

られており、これまで 2桁成長を続けてきた

ビール業界も、今後は 2 桁成長は難しい

のではないかという見方がされている。 

また飲酒運転の罰則強化と共にコロナの

影響も出ており、外での飲酒あるいは自宅

など大勢で集まることが禁止されていたこと

により消費量が減ったのだろうという考えら

れている。ベトナムでは一人での晩酌文化

などがないので、人と集まることが禁止され

ると必然的にお酒を飲む機会は少なくな

る。 

 

 これまでベトナム人の転職動機は「収入のアップ」や「より良い職場環境を求める」といった

比較的攻めの転職が特徴的でした。しかしコロナウイルスの影響によりほとんどの企業がダメー

ジを受けている中、ベトナム人の転職についても慎重な姿勢が見えるようになっています。今

回はベトナム人の転職観念がコロナによりどのように変化してきているかをご紹介します。 

・何よりも安定した企業を求める傾向へ 

 現在の状況を考えたときに、コロナの影響下であるとは言え、通常通りに仕事がありお給料

が 100％支給されていることに改めてありがたみを感じているベトナム人は少なくありません。

周りで失業や減給といった憂き目に遭っている人がたくさんいる状況ではそう思うのは当然かと

思います。これまでは新しい企業など出世のチャンスが望めそうな企業は人気が高かったです

が、暫くはその会社の事業の安定性が見えるまでは様子を見られる立場となりそうです。 

・失業者にとってはまずは働く場所を確保することが優先 

 売り手市場であったベトナムの求人市場でしたが、予期せぬ失業で大変な目に遭っている

人も多いです。これまでの失業者は比較的自分の希望に合った就職先をどこかのんびりと探

しているような印象を受ける人に出会うことも珍しくなかったですが、コロナでの失業者はこれま

でと違いかなり切羽詰まった感が出ています。こういった状況下ですので、自分の希望よりもま

ずは何より就職先を見つけることを第一優先に、自分の希望を改めて主張しない、または控

えめに伝える程度にしている人が多くなっています。 

・見直される大企業、公務員 

 日本では安定という理由で大企業や公務員を志望する人も多かったと思いますが、ベトナ

ム人はそういった動機で大企業や公務員を志望する人は稀です。これまでは社会が右肩上

がりに成長してきたので、企業勤めに特別な安定を求めなくてもある程度安定した環境を手

に入れることができました。しかし今回の一件によりこういった認識が改められるきっかけとなりそ

うです。コロナの自粛を乗り終えられる体力のある企業、また親元が国である公務員は、やは

り魅力的に映るようで、今後こういったところへの志望者は若手を中心に増えるのではと言わ

れいます。ただし公務員は本人の希望だけではなりにくい事情もありますので、その辺りは触

れずにおきましょう。 
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コロナウイルスの影響で日越の行き来が困難になっている昨今、日本へ行くのが先延ばしに

なっている技能実習生が大勢います。今月から日本は人数を制限してベトナムからの入国を

認める方向で動いていますが、まだまだ通常通りとはいきません。今回は技能実習生の現状

についてご紹介します。 

・技能実習生と送り出し機関 

コロナの影響をモロに受けている業界と言って過言ではありません。技能実習生を送り出す多

くの機関は実習生の送り出しがストップしていますので、経営が成り立たないところもたくさん出

ています。また日本行きがストップしている実習生の立場も深刻でして、多くのお金を既に振り

込んでいることや、待機期間中も生活に必要なお金が出ていくという二重苦に遭っています。 

 

 

 

 

 

・それでも日本へ行きたいか？ 

ベトナムは国内の新規コロナ感染者が 2 か月以上出ていないということで、ほぼ終息したとい

う感覚になっています。そんな国から見れば現在も新規感染者を出している日本は危険な国

という位置づけです。実習生も自分が日本へ行って、もし日本で感染したらという恐怖心もあ

りますし、家族もそのリスクを冒してまで日本に行く必要はないと考える人が一定数いるようで

す。 

 

・これからの展望について 

今のところ一時的にストップしているというだけで、この技能実習生送り出し制度そのものが今

後衰退するという見通しをしている企業はほとんどありません。この時期を乗り越える資金力

があるかどうかが生き残る分かれ道ですが、これを乗り越えればストップしていた送り出しが一

気に増えるので、送り出しバブルが生まれるのではないかという声も聞こえています。特定技

能という実習生に変わるであろう制度が去年からスタートしましたが、現状ではとてもじゃありま

せんが、実習生に変わると言える状況ではありません。 

 

街角便り 

 

日本行きが足踏み状態の技能実習生 

「ブッダーバー」：イメージの問

題から改名へ 

 

ホーチミン市にある仏教施設をイメージした

「ブッダバー」という飲食施設がある。こちらで

は主に欧州からの外国人客を中心ににぎわっ

ていたが、店内ではお酒を飲んで踊りに興じて

いる傍ら仏像が置かれていたりなど、実際の

仏教施設とは似て非なる雰囲気に、敬虔な

仏教徒からは眉を顰められていた。 

 

そんな中、コロナ感染のクラスターが発生し、

計 8 人の陽性が確認される。この数は同市

の一か所における最大の感染者数で、店名

「ブッダーバー」のイメージを更に損ねることと

なった。 

 

またこのような御仏を軽んじるような経営方式

や今回のクラスターなどの事象に合わせて当

初からこの施設の存在をいぶかしんでいた人

たちから強烈な抗議を受け、店名を変えるこ

とになってしまった。 

 

現在の店名は「Quan Khong Ten（名無

しの店」という名に変更されており、仏教を連

想させる内装なども全て変更されている。 

 

欧州からの旅行者はアジアに旅行をする際、

仏教施設は人気の観光スポットとなるが、宗

教的な配慮が足りないということで現地の僧

などから注意を受けることも良くある光景だ。 

 

特に仏教施設で露出の高い格好のまま訪れ

る欧州の観光客は多く、入り口などで注意書

きが出されている仏閣は多い。 
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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 

・影響を受ける日本語教師 

この時期はなんとか会社の費用を抑えるためにあれこれと対策を練ります。その中でも

人件費の上で一番ターゲットにされやすいのが日本人日本語教師です。彼らは通常

のスタッフより２～３倍程度の給料を貰っているのが普通ですので、有事の際には

真っ先に切られる対象になりやすい現実があります。特にローカルの送り出し機関に

とっては「今その人を切っても、必要になったらまた新しい人を採ればいい」というドライ

な考えを持っているところも少なくはありません。もちろん日頃の働きぶりや会社に対す

る貢献度も加味されますが、かかるコストという面で一番犠牲になりやすいポジションで

す。 

 

 

 

 

 

 

・送り出し機関のスタッフがどう感じるか？ 

ベトナムではしばらく実習生を送り出すバブルが続いていましたので、機関の数やスタッフ

もかなりの数がいます。正直今回のようなコロナウイルスで経営がストップする事態など誰

も予想していなかったので、今後のキャリアを見つめ直すいい機会になったと語る送り出し

機関スタッフもいます。ベトナムの経済が発展すればするほどこのビジネスは先細りになる

と考えている人も多く、そうなったときのことを考えてキャリアの準備を今のうちにしておく必

要があると考えているスタッフも一定数います。 

 

 

日本も人手不足が慢性的に続いていますので、技能実習生や留学生のアルバイトを

心から必要としている人達が日本国内にたくさんいます。早く平時の状態に戻り、互いに

助け合えっていきたいものです。 

 

 
ライチ 

(vải) 

今月はライチです。日本では直接果物として

目にする機会は少ないかもしれませんが、冷

凍のものや加工食品でライチが含まれている

食品は馴染みがあるのではないでしょうか。ベ

トナムの北部ではライチの栽培が盛んで、今

の時期が収穫のピークです。 

日本ではこれまでライチと言えば主に中国から

の輸入頼みでしたが、今年からベトナム産の

ライチの輸入を始めました。 

実はベトナムのライチは中国へも輸入されてお

り、あまり知られていませんが、ライチ大国で

す。日本でベトナム産のライチを見たら是非

一度食べてみてください。 

 


