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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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コロナにより出国できない外国人の滞在期限延長 
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新型コロナウイルスの影響によりベトナム国内を出国できない外国人に対して滞

在期限を 8 月 31日まで自動延長すると出入国管理局が発表した。対象となる

のは今年の 3 月 1 日以降に入国した外国人で、観光ビザ、電子ビザ、ノービザ

のいずれかで入国した者となる。 

 3 月 1 日以前に入国した外国人については新型コロナウイルスの影響により出

国できない証明が必要となり、その書類を提出することができれば同じく 8 月 31

日までの延長が許可される。 

 

ダナンでの社会的隔離措置を継続 

 
ダナン市は新型コロナウイルスの市内感染により 7 月 28 日から社会的隔離

措置を実施している。8 月 11 日には人民委員会より引き続き隔離措置の継

続が宣言されており、最も厳しい隔離措置を適応されている状況だ。 

 感染拡大が広がっているダナン市では 300 人弱の感染者が確認されており、

このうち数名は既に回復をしているものの、12 人の死亡者がでるに至っている。

またダナン市では 1 万人以上の濃厚接触者が医療施設や集中隔離施設で隔

離措置を受けており、現在も市内の多くの住宅区や病院が封鎖されている。 

 今回の第二波が発生した原因は密入国をした中国人集団が原因とされてお

り、現地警察も密入国の捜索、逮捕に力を入れている。既に多くの密入国者が

つかまっているが、密入国者の正確な数が把握できないという点と、密入国者の

移動ルートなどを厳密に特定することが困難なことにより、クラスター発生の懸念

も広がっている。 

 こういった事態を受けてベトナム政府は今後密入国者や密入国を支援した者

に対し、主に処分を下すことを発表している。 
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外国人向けの隔離施設がベトナム人

向けの隔離施設より高額となっているが、

これは外国人にとって極力隔離期間中の

負担を減らすための配慮をしているからとし

ている。 

外国人の中にはベトナムに戻ることを望

んでいるものの、2週間の隔離措置を受け

ることや、その間の隔離施設の料金などが

ネックとなって、ベトナムへの入国を見合わ

せている人も多い。 

[Vnexpress 5/8/2020] 

 観光総局によると全国２５省、207 軒の

ホテルがコロナウイルスで隔離対象となった人

向けの有料隔離施設に選定された。客室

数は 18486室となっている。 

 国内で感染が増えているダナン市は市内

のホテル 41 軒が隔離施設の条件を満たし

ており、ハノイでは 6 件、ホーチミンでは 9 軒

となっている。 

 有料隔離施設の宿泊料は一泊辺り、約

920 円～1380 円、海外からベトナムに入

国する外国人向けのホテルについては

5500円～2万 3500円となっている。 

首相指示：ベトナムへの不

法入国は全て刑事処分 

ベトナムで相次ぐ不法入国が摘発された

時期と約 3 か月ぶりの市中感染がほぼ同

じ時期に発生していることから、コロナウイル

スの感染源は不法入国者であるという考

えが強まっている。こうした中でベトナムの

フック首相は国境警備の強化と不法入国

者及びその不法入国者の手配、支援をし

たものに対して刑事処分に課すよう指示を

した。 

不法入国の主な国は中国からで、山岳地

帯の小道や河川などが利用されている。ベ

トナムに不法入国する中国人の目的は主

にコロナウイルスの脅威からの逃避やベトナ

ムでの就職が挙げられている。 

ホーチミン市では 7 月 29 日から 30 日に

かけて計 30 人の中国人不法入国者を

捕まえており、集中隔離施設へ身柄を移

している。現行規定では不法入国後に他

人に危険な感染症をうつした場合、最長

12年の禁固刑を科す可能性もある。 

 

コロナ騒動が今年の 2 月頃から始まりまして半年ほど経過しました。人材雇用については採用側

も就職者側も平時とは違う意識、対応を求められておりまして、転職市場や人の流れについても影

響が出ています。今回は今年上半期を振り返りまして、平時とは異なる状況についてお伝えします。 

 

■VN人採用について 

市場に出回る人材で急激に増えたのは以下の層になります 

・コロナの影響による退職、失業（小さい規模の会社、送り出し機関関係が特に多い） 

・日本での就業、就学が困難となった帰国組 

コロナ禍でも経営、給料がある程度安定している場合は積極的な転職活動を控える傾向があり、求

職者は現職中よりも失業中の人が多い傾向です。特別な経験やスキルなどを求めない採用について

は比較的採りやすい状況です。 

 

■日本人採用について 

ベトナム国内の日本人についてもやはり失業者の転職活動が目立ちます。日本居住者の採用が現

在難しい（後述）という理由もあり、企業側が求める人材にある程度一致している場合は採用され

る可能性も高くなっています。 

 

■日本人の採用傾向 

日本とベトナムの行き来が自由にできない事情から日本居住者の採用を見送っている企業がありま

す。現在の状況の中でビザの申請、入国となると費用と労力がかなりかかりますので、ベトナム居住者

の日本人を優先的に採用したいと考える企業も多いです。日本居住者を採用した場合、入国制限

が解除されるまで日本側で働いてもらうなどの対応をしている企業もありますが、その場合は企業所

在地と採用者の居住地、また日本国内で就業期間中の待遇面などを合わせて事前に考慮しておく

必要があります。 

  
 

 

計 207件のホテルを有料隔離施設へ選定 

時事 
コロナ影響下の上半期転職市場状況 
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ベトナム人が日本で右肩上がりに増えています。そのほとんどは技能実習生や留学生になり

ますが、近年ではエンジニアとして日本に渡るベトナム人も増えており、今後ますますベトナム

人と日本人の関わりが多くなると思われます。本日は日本で働くベトナム人の傾向と変化に

ついてお話します。 

 

・ベトナム人が日本で働く理由 

技能実習生に代表されるように、日本へ出稼ぎ目的で働きに行くベトナム人は今もたくさん

います。技能実習生の大半はベトナム国内で高給取りの仕事には就いていませんので、日

本に渡ってある程度まとまった額を稼いで帰るという目論見の人が多いです。帰国後は日本

での経験を生かした仕事に就く人、またこれまで通りの生活に戻る人と様々ですが、日本側

の人材不足とベトナム側でのニーズが一致していました。 

 

 

 

 

 

・ブルーカラーからホワイトカラーへ 

技能実習を含む、ベトナム人が日本で求められる仕事はブルーカラー色が殆どです。なので

学歴なども高卒の人が多かったのですが、最近はブルカラーからホワイトカラーの求人も増えて

きました。特に IT に代表されるホワイトカラー職は顕著で、日本側での人材不足が更に深

刻になっていることが窺えます。こういったホワイトカラーに就くベトナム人は大卒のベトナム人が

多く、ベトナムでも優秀な大学を卒業しているという人も珍しくありません。これまでの「誰でも

できる仕事」から「特別なスキルが必要な仕事」をベトナム人に求める日本の会社も増えてき

ています。 

 

 

街角便り 

 

日本で増えるベトナム人労働者の傾向と変化 

脳障害の孫を殺害未遂：祖母

を逮捕 

 

北部のタイビン省にて毒入りミルクを孫に飲ま

せて殺害しようとした女が殺害された。逮捕さ

れたのは産婦人科クリニックを営んでいる実の

祖母で、周囲からは人望の厚い人間で知ら

れたこともあり驚かれている。 

 

容疑者はハノイに住む息子夫婦から生後 11

か月の孫を預かっていたが、この子どもは早産

で脳性麻痺と口唇口蓋裂を患っており、日

頃から頻繁に病院で治療を受けていた。 

 

病気に苦しんでいる孫を見ているうちに、この

苦しみから解放させてあげたいと考えるように

なり、犯行に及んだとされている。殺害を決心

すると、子どもに飲ませるミルクに殺鼠剤を入

れ急性中毒を引き起こさせた。 

 

一度の投与で殺害することができず病院にて

集中治療が行われたが、再度看病をするふり

をして殺鼠剤入りのミルクを飲ませ殺害しよう

としたという。 

 

病院では集中治療をしているにも関わらず症

状が悪化していることに、毒を投与されたので

はないかという疑念が広がり警察に届け、事

件が発覚した。 

 

現在容疑者は警察から取り調べを受け、概

ね容疑を認めている。毒を飲まされた孫は現

在も渋滞でハノイ市にある中央小児病院で

治療を続けている。 
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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 

・語学の問題をどうするか 

スキルやポテンシャルの部分で十分日本で活躍ができるベトナム人もたくさんいます。し

かし一番ネックになるのが語学の問題です。通常ベトナムで特別なスキルを持つベトナ

ム人は、ほとんどが英語人材です。しかし日本側で英語が分かる日本人が少ない場

合、そういったベトナム人は選考の対象外になってしまいます。英語人材でも受け入れ

ることができるかどうかは、優秀な人材を獲得できる可能性において大きな差が出てき

ます。 

 

 

 

 

 

・日本人がどこまで外国人に頼るか 

ベトナムの経済発展も目覚ましいですし、物価も毎年上がっています。実習生のような

出稼ぎでも昔ほど旨味が無くなったと言われていますので、このまま経済成長が続けば日

本に出稼ぎに行こうと思う人は減っていくでしょう。一方で日本人と全く同じ待遇でのホ

ワイトカラー職については一定のニーズが保たれる気がします。ベトナムの国内もブルーカ

ラーよりホワイトカラー職を希望する層がどんどん増えていっていますので、こういった潜在

層をどこまで獲得できるかが今後の課題でしょうか。 

 

今の日本は外国人労働者の存在無くして成り立たないところまで来ています。長い目

線で日本人だけで賄える環境を整備するのか、それとも一定のリスクを持ったまま外国

人頼りの経済活動を続けるのか、今の時点では知る由もありません。しかし個々人の企

業が人手不足を解消するために外国人を雇用するというのは今後も暫くは続きそうで

す。 

 

 
バインミー・チャオ 

(bánh mì chảo) 

今月はバインミー・チャオです。バインミーはベ

トナム語でパン、チャオはベトナム語でフライパ

ンを表し、日本でステーキを食べるときに使わ

れるものと同じようなものです。 

ベトナムではステーキや焼き肉を食べる際、ご

飯ではなくパンと一緒に食べることが多いで

す。フランスの文化を引き継いでいるということ

になりますが、この料理自体はまだ新しく、年

配世代にとってはあまり馴染みのない若者向

けの料理となります。\\ 

 

50000VND（250円程度）～ 

 


