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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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増員募集企業の増加に伴い転職市場活発化へ 
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株式会社パソナによる在ベトナム日系企業 53 社へのアンケート調査では、将来

的に増員予定と答えた企業が全体の 38％となっており、世界各地域の調査対

象 12 か国の中で最も高い数値を出している。この理由としては新型コロナの封じ

込めが成功しており、国内での経済活動が比較的平時と変わらない状況に戻っ

てきていることが挙げられている。 

自社調べでは新型コロナの感染が始まった今年春先と比べ、転職活動に動き出

す人材の増加傾向がみられており、転職理由などについても収入面の増加や通

勤の便利さなど、平時によく見られた転職理由が再び見られるようになっている。

今年は例年と比べてベトナム人の退職率が低い傾向にあるが、この傾向が今後も

続くと来年の旧正月明けには従来通り転職市場が盛んになることが考えられる。 

 

今年度観光収入：2.4兆円の損失 

 
11 月 9 日に行われた国会答弁において文化スポーツ観光相は今年度の観光

損失は 2.4 兆円に上ると発表した。損失の原因は新型コロナによるもので、特

に外国人観光客の入国規制によるものが大きいとしている。 

2019 年の外国人訪問者数は 2015 年と比べて 2.3 倍の 1800 万人、国

内観光客数は同＋30％増の 8 億人で、観光収入は国内総生産の 9.2％に

あたる 360億 USD（約 3兆 8000億円）だった。 

しかし新型コロナによる影響で 2020 年の外国人観光客数は 80％減、国内

観光客数も 50％減となり、観光収入は 230 億 USD（約 2 兆 4000 億

円）減ると見込まれている。 
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の１4 日間の隔離をや書類手続きの

簡素化や航空便の拡充などが挙げら

れている。 

特例入国により新規契約が実現した

ことや管理者の現場入りにより工事が

予定通り開始できたなど、企業として

の成果の声が上がっており、この特例

措置が一定の成果を上げていると評

価されている。 

現在ベトナムは特定の国に対しビジネ

ス目的の入国規制を緩和しており、

日本もその対象国の一つに入ってい

る。 

 

ベトナムに特例入国を果たした韓国系

企業の関係者が約 6 か月で 3000人

を超えた。大韓商工会議所によると、

特例入国が始まった 4 月から 11 月ま

でで、企業関係者 2793 人、家族

453 人がベトナムに入国したと発表し

ている。 

特例入国を果たした 303 社を対象に

アンケートを行ったとこ と 、全体の

67.3％が満足と答えており、不満と答

えた企業は 12.6％だった。 

改善点としては韓国とベトナムそれぞれ

国際定期運航のワークフ

ローを発表 

ベトナム保健省はコロナ感染の危険性が

低い国・地域からの外国人専門家受け入

れや、海外で立ち往生しているベトナム人

の帰国に向けて国際線の定期便を再開さ

せるためのワークフローを発表し、関連機関

に意見聴取を行っている。 

計画では入国者は 3 つのグループに分け

られ、それぞれ搭乗３～５日前に発行し

たコロナウイルスの陰性証明書を提示しな

ければならない。各グループ分けは以下の

通りとなっている。 

・ベトナム人とその家族である外国人（父

母・夫婦・子ども）→隔離ホテルで 14 日

間以上の集中隔離 

・外国人専門家とその家族、外国人留学

生→隔離ホテルで 7 日間の集中隔離＆

更に滞在先で 7日間の自主隔離 

・外交・公用旅券所持者及び 14 日未満

の短期滞在で入国する外国人専門家→

滞在先最長 14日間の自主隔離 

 

 

 ベトナムで労働許可書を取得する際に健康診断書が必要になります。ベトナム国内の病

院で受診したほうが書類の言語や費用の関係などから手軽なのですが、コロナウイルスの渡

航制限により現在は日本で健康診断を受診することを求められます。今回は日本で健康診

断を受ける場合の注意事項をお伝えします。 

・どこの病院で受診するか？ 

厳密にどこの病院で受診しなければならないという定めはありませんので、一般健康診断を

実施ている病院であれば問題ありません。またトラベルクリニックと呼ばれる海外渡航社向け

の病院が全国にありますが、そういったところですと係員も慣れて対応してくれることが期待でき

ます。 

・受診項目は？ 

ベトナムの規定では基礎項目と書かれていますが、具体的な診断項目の表記はありません。

とりあえずこれまでの実績から考えて、日本の一般健康師団（基礎項目）満たしていれば

大丈夫と言えそうです。また医師からの「就労に問題がない」旨の記載は重要になりますの

で、こちらは忘れず記載してもらうようにしてください。 

・健康診断結果の言語は？ 

可能であれば英文の診断結果のほうが望ましいです。ベトナムへ提出する際、日本語の診

断結果であれば別途翻訳作用が発生しますので時間的に費用的にも負担が出ます。英文

であれば翻訳の必要がありませんので、提出がスムーズになります。 

◆健康診断書の領事認証 

一部の例外を除き、日本で受診した健康診断書はそのままベトナムでは使えません。ベトナ

ム国内で有効な書類とするために領事認証が必要となります。また領事認証を受ける前に

公証手続きやその他の処理も必要となります。それぞれの細かい手続き方法は割愛します

が、日本で取得した書類はそのままではベトナムで使うことができないと理解しておいてくださ

い。 

コロナの影響により従来であればベトナムに来てから準備するような書類でも、事前に日本で

自分で準備することを求められるようになっています。ベトナム現場サイドと確認を取りながら

確実な処理ができるよう注意してください。 

韓国企業関係者の特例入国：67％が満足 

時事 
労働許可証取得の健康診断について 
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昨今日本国内においてベトナム人による犯罪事件が増加しています。日本に滞在するベトナ

ム人が増加して久しいですが、外国人による犯罪件数でベトナムがトップに来てしまいました。

今後もベトナム人の入国は多くなると予測されるので、今のままでは犯罪数も右肩上がりに

なることが考えられます。こういった犯罪が起きる背景にはどのような事情があるのでしょうか。

今回は日本のベトナム人による犯罪について紹介します。 

 

・ベトナム人による犯罪の傾向に変化が？ 

これまでベトナム人が起こす犯罪というと、万引きなど比較的軽度な犯罪が中心でした。犯

罪の動機なども日本での生活費を浮かすといった個人単位で完結するようなものが中心でし

たが、近年は組織的な犯罪が目立っています。先日逮捕された家畜の盗難事件については

SNSを通じて日本国内のベトナム人に販売するなど、ビジネス的な要素で犯罪を犯すベトナ

ム人が増えています。麻薬の密売などもその類です。 

 

 

 

 

・犯罪に至る背景は 2パターン 

日本へ出稼ぎに来たものの、劣悪な労働環境で全然稼げず失踪。国には借金があり帰るに

帰れない、というパターンはこれまでの技能実習制度によくあり、制度上の問題なども取りざた

されていました。日本側、ベトナム側双方の既得権益の犠牲になっているという見方もできな

くはないです。もちろん犯罪に手を染めることは駄目ですが、若干道場の余地はあったと言え

ます。しかし最近では上で書いたような組織的な犯罪も増えていますので、元から犯罪をする

目的で日本に入国する輩も増えているようです。こういった連中に対しては日本も徹底的に

対策をしていく必要があるでしょう。 

 

 

街角便り 

 

増える日本でのベトナム人犯罪 

自分の子どもと偽るために 2

歳児を誘拐 

 

ベトナム北部のバクニン省にある公園で 2 歳

児が誘拐される事件が起きた。父親と二人で

遊んでいたが、少し目を離したすきに居なく

なってしまったという。 

 

公園の監視カメラでは一人の女性が手を振っ

て子ども呼ぶ姿が映されており、容疑者として

捜査が行われた。誘拐された子どもの写真と

共にこの情報をインターネット上で拡散して、

国民に捜査を協力してもらった結果、事件の

2日後に容疑者は御用となった。 

 

逮捕された女性は東北部トゥエンクアン省に

住む 23 歳の女性で、同居している恋人に

自分の子どもと偽るため、子どもを誘拐したと

供述している。 

 

容疑者は 2 年前に地元を離れた際、同居し

ている男性の子どもを身ごもっていたが、地元

を離れた後にその子供を流産してしまった。そ

のことは男性に隠しており、男性との仲も一時

は終わってしまった。しかし関係の修復を望む

容疑者は流産した子どもが生きていたら同じ

ぐらいの年齢の子どもを誘拐し、自分たちの子

どもと偽ったという。 

 

同居の男性は始めはおかしいと思ったが誘拐

された子どもから「お父さん」と呼ばれたため、

容疑者の言葉を信じたと供述している。因み

に誘拐された子どもの両親は容疑者に賠償

は求めていない。 
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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 

・犯罪を抑止できない事情 

日本国内で罪を犯して捕まれば、もちろん法の下で裁かれます。しかし重度な犯罪を

犯すベトナム人はまだ少ないので、捕まったとしてもそれほど重い量刑を受けることはあ

りません。またベトナムに帰ってしまえば野放しですので、自分から公言さえしなければ

何事もなかったかのようにベトナムで生活することができます。こういった事情も日本で

犯罪行為に駆り立てやすい一つの理由になっているのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

・真面目なベトナム人も被害者 

こういった犯罪事件が起きると日本国内で真面目なベトナム人に対しても風当たりが強

くなります。彼らも同じベトナム人が日本でこういった事件を起こすことを恥ずかしく、また

申し訳ないとも感じており、肩身の狭い思いをして生活をしています。直接かかわる日本

人はこういった人たちをベトナム人一括りとして見るのではなく、あくまでその人個人として

見て接してあげる必要があるでしょう。 

 

 

残念ではありますが今のままではベトナム人による犯罪は増え続けるかと思います。しか

しベトナムとの関係を一切無くすということは現実的ではありませんので、何とかこの状況

を改善するため、具体的な政策を打ってほしいものです。 

 

 

Rau muống xào 

         （空心菜炒め） 

ベトナムを代表する野菜、rau muống（空心

菜）です。日本ではあまり馴染みが無いかも

しれませんが、中国を始めアジア各国で食さ

れている代表的な野菜です。 

ベトナムでもこの野菜が食卓に並ぶのは日常

茶飯事で、ベトナムに来てこれを食べないこと

はないというくらいメジャーな野菜です。 

今回ご紹介するのは空心菜炒めです。空心

菜とベトナムの調味料、そこにニンニクを合わ

せて炒めたシンプルな料理ですが、ご飯のおか

ずにもお酒のあてにもある万能な料理です。

炒める以外に茹でて食べるのも美味しいので

お勧めです。 40000ドン（200円）～ 

 


