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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 

 

ベトナム 2020年度の GDP成長維持と予想 

 
 

 

 

目次 

特集記事 

2020年 GDP成長維持 1 

ダナンに日本領事館を設立へ  1 

放置銀行口座の無効化  2 

現地採用者の就職事情      ２ 

コロナ禍の意識の持ちよう 3 

今号のハイライト 

時事ニュース 2 

街角便り 3 

今月の一品 4 

  

  

米格付け大手の S&P 社によると、2020 年度のベトナム国内総生産（GDP）

成長率は＋1.9％と予想され、東南アジア地域では唯一プラス成長を維持すると

発表されている。また 2021 年では＋11.2％へと大幅に成長率の回復が見込ま

れており、ベトナムの経済成長の高さを見せている。この背景として従来の経済発

展の他、新型コロナウイルスが世界経済に大きな打撃を与えている中、ベトナムで

は早期の終息に成功していることなどが挙げられている。 

一方東南アジアの他国では軒並みマイナス成長が予測されており、アジア太平洋

地域の GDP成長率もー2％と予測されている。 

。 

 

2021年ダナンに日本領事館を設立 

 
日本の読売新聞の発表では日本の外務省が 2021 年に在外拠点 4 か所の

新設するとしており、その中でベトナムのダナン市に日本領事館を設立する旨が

含まれている。ダナン市には現在日本領事事務所が開設されているが、これを

領事館に格上げする形になるようだ。 

ダナン以外の 3 拠点では、カンボジアのシェムリアップに総領事館、ニューカレドニ

アのヌメアに領事事務所、アフリカのエリトリアに領事事務所をそれぞれ設立する

予定としている。 

現在ベトナムではダナン市の領事事務所の他、ハノイ市の大使館、ホーチミン市

の領事館の 3 つの拠点がある。ダナン市は近年日本からの旅行先として注目を

浴びており、それに伴う日系サービス業の進出に伴い、日本人在住者も増えて

いる。領事事務所から領事館に格上げすることにより、在住者への利便性が高

まることが期待される。 
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り情報の漏洩を防止する措置も具体

的に規定している。 

この草案が実施された場合、ベトナム

国外在住者など 90 日間以上使用

していない口座を持っている人などは

情報のアップロードに努めるなどの注

意をしたほうが良さそうだ 

 

ベトナム国家銀行はセキュリティの安全

性に関する技術要件について規定する

通達の一部を改正・補足する草案を

出し、意見聴取を行っている。今回の

改正に関して注目を浴びているのは

「90 日間使用の無い口座を回収・破

棄・無効化にする」という点だ。 

今回の改定はセキュリティの観点という

意味合いが強く、長期使用のない口座

を不正利用されることを防ぐための草案

と考えられる。この他カード情報の一部

を非表示にしたり、データベースにアクセ

スできる人材を制限・管理することによ

コロナワクチン：輸入物を

優先に検討 

コロナウイルスのワクチン調達に関してベト

ナムの保健省は外国産ワクチンの輸入を

優先すると述べている。 

この理由として、ベトナム国内では現在 4

つの組織が新型コロナワクチンの開発を進

めており、2021 年度末を目途に発売を

目指しているが、臨床試験体制が整ってお

らず、進捗に大きな遅れが出ていることが

挙げられている。 

こういった事情から国内産のワクチンの量

産が可能になるまでは外国産のワクチンを

輸入する必要があり、保健省はロシア、イ

ギリス、アメリカの 3 か国にワクチンの予約

注文をしている。 

全国民に投与する場合、約 1050 億円

ほどの費用がかかると言われており、国家

予算で賄いきれないため官民連携で実施

すると見られている。ワクチンの投与は医療

従事者や高齢者、慢性的な疾患を持つ

人から優先的に投与するとしている。 

 

 

 現地採用で働く日本人は増加傾向にありますが、年代に応じて就職のハードルは変わって

きます。今回は年代別に現地採用の就職事情について紹介します。 

・20代～30代前半 

この世代は未経験でも応募できる求人が多く、特別なスキルやこれまでの経験がなくてもチャ

レンジしやすい世代です。ベトナムで働きたいと思ったときに、とりあえず飛び込んでみる積極

性や行動力があれば、どこかしらの企業に就職できるチャンスが高いです。 

・30代後半～40代 

この世代に入りますと、気持ちだけでは就職に至りにくくなってきます。これまでの職歴や現在

のスキルなどを厳しく見られるようになり、必然的にマネージャーレベルの地位で働くことを求め

てられてきます。ですので履歴書や面接でこれまでの実績やスキルなどのアピールポイントが乏

しい場合は厳しい就職活動を強いられます。 

・50代以上 

工場管理や現地代表などを任される世代になりますので、これまでの実績はもちろん、ベトナ

ムに関する経験や応募先企業と同業経験があるかなどが重要になります。また優秀な人材

であってもそのときにマッチした募集があるかという問題もありますので、運やタイミングの要素も

必要になってくるケースが多いです。 

◆転職活動は「点」ではなく「線」で考える 

日本の転職社会はこれまでの職歴との繋がりが重視されます。年齢に応じて職歴が増える

方もいますが、それは必ずしも悪いことではありません。その職歴から一定の線、つまり繋がり

が見えるかが重要になります。たとえ職種が変わったとしても、前職での経験と何かしらの関連

性を見出してスキルアップをしている形跡がある場合、それは一つのアピールポイントにもなりま

す。 

面接で「ベトナムで働く理由」について聞かれた際にも同様のことが言えます。「旅行で来て好

きになった」などの理由は 20 代の若手のみが言える理由と考えるべきです。企業からすれば

「自らベトナムで働きたいわけだから、そりゃ好きなんだろう」というようなものです。答え方は多

種多様ですが、これまでの職歴やベトナムの現状などに絡んだ理由の方が面接官は納得す

るものです。 

90日以上使用のない銀行口座を無効化に 

時事 
年代別：現地採用者の就職事情 

 
 



3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ベトナムから日本まで飛行機で 4～5時間程度。毎日定期運航されていますので、外国に

住んでいると言っても何かあればいつでもすぐ帰ることができる、ベトナムと日本の距離はそん

な感覚でした。しかしコロナの影響で両国の入国規制がある中、そういった考えは根底から覆

されてしまいます。 

 

・海外旅行に行けない、これはどう考えるべきか？ 

ヨーロッパの一部の国では外国からの旅行者を受け入れていますが、まだまだほとんどの国で

入国規制が敷かれています。そんな中で本来であれば海外旅行や日本への一時帰国を予

定していた人も、否応なしにキャンセルすることになった人も多いでしょう。コロナに対して恨め

しい気持ちがもちろんあるかと思います。しかし娯楽目的での出入国ができなくなっただけであ

れば、むしろそれはまだ喜ばしいことだと考えるべきではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

・コロナで生活が破綻した人もたくさんいる 

日本では GOTO キャンペーンが実施されていますが、コロナで仕事を失い旅行どころではない

人もたくさんいます。これはベトナムでも同じことが言えます。そういった人たちのことを考えると、

「旅行に行けなくなった」「生活が不便になった」程度であれば今の時期は黙って我慢するべき

なのかなと思っています。今のご時世であればそれは贅沢な悩みであって、愚痴にするレベル

ではないのかもしれません。 

 

 

街角便り 

 

コロナの閉塞感に対する意識をどう持っていくか 

ホーチミンメトロ 1 号線：21 年

4月から試験走行開始へ 

 

ホーチミン市メトロ１号線の試験走行を 21

年 4 月に開始することを発表した。それに先

立ち 6 か月の技術検査が実施される予定

だ。走行テスト用のレールを設置し、始めは

時速 20 ㎞からスタートし、徐々に速度を上

げてテストを行っていくとしている。 

 

計画では検査終了後は本線のレールを使っ

て試験走行をする予定で、来年 4 月にレー

ルを敷いている各区間で実際に走行するとし

ている。使用される車両は日立製作所製

で、当初は今年 4 月にベトナムに到着する

予定だったが、新型コロナウイルスの影響によ

り日本人の専門家がベトナムに入国できず、

車両の輸送が遅れたようた。 

 

一方ハノイの鉄道計画は依然遅れが出てお

り、具体的な完成時期の目途が立っていな

い。工事を請け負う中国企業との契約問題

などから解決が一筋縄に行かなくっている点と

新型コロナウイルスの影響が重なり、現在に

至っている。 

 

またハノイ在住のベトナム人間でも中国企業

が手掛ける鉄道に対し安全面での不安を語

るなど、日常の足として利用することに否定的

な声が多い。 

 

都市鉄道の誕生により交通渋滞の緩和など

が期待されるが、誕生後も当初の思惑通り

利用されるかなどの課題が見られている。 
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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 

・突然の身内の不幸に見舞われた場合 

入国ができない、或いは入国後に隔離を義務付けられる場合、近い方が突然亡く

なった場合も最期のお別れができない事態もあります。これはベトナムの話ではありま

せんが、海外で単身で働いている日本人が心筋梗塞で突然死した事件がありまし

た。本来であれば遺族が日本からすぐに駆け付けて、何かしらの手続きを行うものです

が、コロナ下でそれも叶わず、結局遺族と最期のお別れをすることも叶わず、現地で

荼毘にふされたという話もあります。 

 

 

 

 

 

 

・今は当たり前のことに対する幸せを再認識する時期 

当たり前のことが当たり前じゃなくなったときに、その有難さを感じるものです。今はそういう

時期と割り切ってコロナ問題が解決するのを待つしかないように思います。コロナ下で享

受できなくなったものが、再びできるようになったときはその喜びもきっとひとしおでしょう。 

 

 

今年の初めに中国の武漢でコロナウイルスが発生したとき、この影響がこれほど広く、また

長く及ぼすとはほとんどの人が考えていなかったと思います。いつまで続くか分からないこの

状況に閉塞感を抱きがちになりますが、今は同調と共感を軸に一緒に乗り越えていくこ

とを大切にしたいと思います。 

 

 
Bún Dậu Mẹt 

        （ブン ダウ メット） 

今月の一品は米粉の麺（ブン）の付け合わ

せとして揚げ豆腐やホルモン、野菜を合わせ

たブン ダウ メットです。 

 

ベトナムでは特にお昼時にこの料理を食べる

人が多く、HR-Link のスタッフも昼ごはんにこ

ちらをよく召し上がっています。この料理のつけ

ダレとしてマムトーム（mắm tôm）と呼ばれ

るエビをすりつぶして作る独特な調味料がある

のですが、これは慣れない日本人にとっては

臭いが強烈です。マムトームがダメな方はヌッ

クマムでいただきましょう。 

ローカル食堂で 25000ドン (125円)～ 

 

 


