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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 

 

安倍首相辞任を受けベトナム外務省がコメント 
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安倍首相が 8 月 28 日に健康上の理由から辞任を発表したことを受け、ベト

ナム外務省が記者団の質問に答える形で以下のコメントを出している。 

 「ベトナムは地域的、国際的な平和と繁栄、協力、発展のため、また両国の利

益のために安倍首相がベトナムと日本の関係の発展に重要な貢献をしてくれたこ

とを評価している。」 

 また安倍首相の体調を気遣うと共に引き続き日本の発展、ベトナムと日本の友

好、協力関係の発展に貢献していってほしいともコメントした。 

  

日越間の定期便運航再開を提案 
 ベトナム民間航空局は日本とベトナムを結ぶ定期便の運航を 9月 15 日から

再開することを交通運輸省に提案した。ベトナムと日本を結ぶ定期便を週 4 往

復ずつ運航する方針で、ベトナム国内の航空会社が 2 往復、日本のパート

ナーが 2 往復を運航する。国際線の再開については入国後の隔離施設の処

理能力や隔離料金、入国者向けの隔離規制などの状況を見ながら検討をする

必要があるため、各関連機関の意見を聞きながら決定するとし、合意を得た場

合は航空券の販売を認めるとしている。 

これに先立ちベトナムのフック首相は安全性の高い地域とベトナムを結ぶ定期

便の運航を早期に再開し、日本などへの派遣労働者の渡航を優先的に手配

するよう指示していた。定期便の再開については引き続きビジネス関係者を中心

とした入国を優先とした趣があり、旅行者などを含む自由な渡航が再開されるの

はまだ先の見通しだ。 
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している。今の状況が続くと昨年度の 13

倍に相当する 13.1％が失業するという予

測だ。 

 調査国のなかで失業率の急上昇が著し

い国は順番に以下。 

・バングラデシュ、フィジー、パキスタン、タイ 

一方失業率の上昇幅が比較的小さいと

見られているのがラオスで、こちらは前年の

4.2％に対しては今年は 2.7％程度となっ

ている。 
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 アジア開発銀行によると、新型コロナウイル

スの流行が長期化した場合、ベトナムにおけ

る今年度の若年層の失業率が 13.2％に

達する可能性があるという。これは前年度

6.9％のほぼ 2倍に当たる数だ。 

 国際労働機関とアジア開発銀行はアジア

太平洋地域においておよそ 6 億 6000 万

人が深刻な雇用問題に面しているとしてお

り、若年層は中高年層に比べて長期にわた

り経済、社会的な影響を受けるとしている。 

 2020 年は各地域で失業率が急上昇し

ており、その中でもカンボジアが最も深刻だと

ベトナムでの PCR 検査件

数：100万件超え 

保健省予防医療局によると、今年に入っ

てから開始された新型コロナウイルスに関す

る PCR 検査の件数が、8 月末時点で

100万件を超えたとの発表があった。 

ベトナムでは 7 月下旬から中部の都市ダ

ナンにおいてコロナウイルス感染の第 2 波

が発生しているが、その後の月ベースの検

査件数が同年３～４月ど比べて５～６

倍に増加している。 

ベトナムの都市部で社会的隔離が実行さ

れた３～４月では 47日間で 18万件程

度であったが、7 月 24 日～8 月 24日ま

での 1か月間では約 50万件近い検査が

実施された。 

現在ベトナムでは 71 施設で新型コロナ検

査を実施しているが、一日に検査できる数

は約 3 万 5000 件程度とされている。今

後も感染の度合いに応じて検査数は増加

すると見られているが、現時点で医療機関

の目立った混乱などは起きてはいない。 

 

コロナの影響で日本国内でも失業したり、今後の進路を考え直す人が増えています。これまで漠

然と考えていた海外就業もこれを機にチャレンジしようと思っている人もたくさんいます。現在は日本国

内からベトナムへ自由に渡航できませんので就業のハードルは高くなっていますが、今だからこそ海外

就業を考える上で必要なポイントを３つご紹介します。 

 

■景気はどこの国も悪いということを自覚しておく 

日本で失業者が出ているのと同じようにベトナム国内でも失業者はたくさん出ています。企業も業績

の見通しが立ちにくい中、採用についても今まで以上に慎重になっていますので、そういった中での選

考を切り抜けることができるアピール材料があるかを冷静に振り返る必要があります。 

 

■ベトナム転職の希望理由を明確にする 

日本からベトナムで就業を希望する日本人はほとんどの確率で「なぜベトナムなのか？」を聞かれま

す。その答え方に正解はありませんが、やはり面接官が納得のいく一定の志望動機というものはありま

す。何となく漠然とした理由では今の時期では納得させることは難しいでしょうし、前向きな理由からの

転職活動でなければ印象としては良くないということを知っておきましょう。 

 

■日本人を採用する上で一番不安視されていること 

日本人を採用する上で一番不安視されていることは「現地に適応できるか」です。仕事上求められる

能力はある程度書類上や面接で判断ができますし、面接官自身もその責任をもつ必要があります。

しかし現地に適応できるか、つまりベトナムの生活環境に馴染んだりベトナム人と上手く付き合ってい

けそうかは面接だけでは中々判断が難しいものです。採用したもののやっぱり合わないから短期で退

職されるというのは企業側にとって一番避けたいところで、それは企業、求職者双方にとって喜ばしい

ことではありません。また短期離職については今後の就職活動においてもネックとなってきますので、そ

の辺りの自分の適応力などもしっかり見定める必要があるでしょう。 

  
 

 

2020年若年労働者の失業率 

時事 
ベトナム就職希望者に求められること 
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ベトナム人では個人で商売をしている人はたくさんいます。それで生計を立てている人もいれ

ば会社勤めの副業としてやっている人など色々いますが、ローカルの世界に入り込むと日本の

それとは比較にならないほど個人で商売をしている人がいることに気付かされます。本日はベ

トナムの個人商売についてお話します。 

 

・個人商売に関する届け出はどうなっている？ 

日本人の感覚で言うと何か商売を始めるとなると、まずは役所に登録に行ったりなどの手続き

が思い浮かびますが、ベトナムでは個人単位で商売をする場合そんなことを考える人はいませ

ん。たとえ食べ物を販売するとしても必ずしも保険省に許可を得るということはありませんし、

収益に対する納税なんていうのも一定の利益範囲内であれば突っ込まれることはありませ

ん。一家族が生活できるような収益であれば思い立ったときにすぐに始めることができるのが特

徴です。 

 

 

 

 

 

・オンラインによる商売がトレンド 

何か物を売る場合、今ではＳＮＳ上で宣伝をすることが普通です。その情報を見た人から

直接メッセージが入り、商品の説明や配達日時などを擦り合わせていくやり方が主流です。

市場や路上のように現物を生で見れないという怖さもありますが、ＳＮＳで宣伝をしながら高

評価の口コミを獲得していくことにより、オンライン上でも製品に関する信頼を高めていく方式

を取っています。外国人はこの手のサービスを利用することはほとんどないと思いますので、その

存在すら知らない人も多いですが、こういったバーチャルの市場が。どんどん広がっています。 

 

 

街角便り 

 

ベトナム人が行う個人商売とは 

新型コロナの予防に有効？

事実無根の宣伝 

 

ベトナムの飲料水メーカーのある製品で、これ

を飲むと新型コロナウイルス感染症を予防す

る効果があると一部で報じられ、物議を醸し

ている。 

 

この情報はベトナムの SNS 上で掲載された

ものだが、実際にこの飲料にそんな効果など

はなく事実無根の情報として、掲載者の処分

に向けて当局が動いている。 

 

この飲料水メーカーはこの情報について一切

関りがないことを主張しており、真相解明のた

めに食品安全局と情報通信省からの協力に

応じているようだ。 

 

今年の 3 月頃からベトナム国内ではコロナウ

イルスの感染に対して敏感になっているが、そ

れにまつわる便乗商売が一部で発生してい

る。 

 

ニンビン省のとあるレストランでは同省の名物

であるヤギの肉を食べると感染予防に効果が

あるとフェイスブック上で宣伝し、公安から処

分を受けた事例があった。 

 

この手の偽った情報を SNS 上などに掲載す

ることは人民を誤った認識に陥れるとして、厳

しい処分を下している。コロナウイルスの影響

で生活が逼迫している人がたくさんいる中で、

逆にその心理を利用して商売を繁盛させよう

とする人に対し、多くの人から反感を買ってい

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 

・マンションの個人宅が店になっている場合も 

マンションの個室で消耗品や食品を扱っている個人商売もよくあります。お客さんは基

本同じマンションの住民でお互いに顔見知りになれば変なことはしないだろうという信

頼も生まれます。また日常生活の中で常に必要な物となれば一定のサイクルで常に

注文が入りますので、安定した収益を見込むこともできます。同じマンションの住民で

あれば注文をすると自宅まで届けてくれます。 

 

 

 

 

 

 

・個人商売が発展して会社を作った例も 

元々ちょっとした小遣い稼ぎのつもりが思ったよりも繁盛して会社を設立するに至ったとい

う話もあります。正に「副業から本業へ」ですが、個人商売から会社経営へとなると違っ

た難しさがあり、必ずしも同じように繁盛するというわけではないようです。もちろん個人

商売のときは雇用などもありませんので、別の仕事も多く発生します。 

 

ベトナムでは会社として商品を販売しているのか、あるいはあくまで個人として商売をして

いるのか一見見分けにくいところがあります。利用するベトナム人も個人商売から買うも

のと法人から買う物を使い分けているようで、上手く住みわけができているように見えま

す。 

 

 
月餅  

(Bánh Thung Thu ) 

日本でも中華街などで販売されていますが、

中国の文化を引き継ぐベトナムでも多くの人

から愛されています。特に今月はベトナムの中

秋節にあたり、この時期には多くの人から需

要があるため、店や臨時の出店などで色々な

月餅が販売されています。 

伝統的なものは中に鶉の卵が入っており、味

も比較的甘さを抑えたものが主流ですが、最

近では若者受けを狙ってか、カスタードやチョ

コレートを中に入れた、ケーキのような味わい

のものも出てきました。 

1個 40000 ドン程度～（200円） 

 


