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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 

 

20年 GDP成長過去 10年最低も世界的高水準 
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統計総局によると、2020 年のベトナムにおける GDP 成長率は＋2.91％で

前年の＋7.02％からは大幅に下落したものの、世界的には高水準となっている。

ベトナムの経済が新型コロナウイルスの影響下の中、プラス成長を記録できたのは

政府による効果的なウイルス封じ込め政策や経済振興策によるところが大きい。 

各業界ごとの成長率を見ると、工業・建設業の成長が＋3.98％、農林水産

業が＋2.68％など各業界それぞれ成長を遂げている。最も成長が落ち込んだ 4

～6 月の時期も＋0.39％と成長を記録しており、年間を通してマイナス成長の

期間は無かった。 

 

 

20年の税収、目標を 1.9％上回る 

 
 税務総局は 2020 年度総括会議を開催し、20 年度の税収目標を達成した

ことを報告した。同年の税収額は約 5 兆 7400 億円で、年間計画の 101.9％

であった。計画を上回った額は約 1090億円とされている。 

 目標を達成できた理由として、新型コロナウイルスが流行し始めた 20 年度の上

旬からコロナウイルスの影響を受けた企業、個人事業主に対する税金、土地賃借

料の納付猶予を講じ、脱税や税金滞納、移転価格操作などへの取り締まりを強

化して早期の対策に乗り出したことを挙げている。 

尚、税務総局は脱税対策を更に強化していく方針で、21 年も引き続き電

子商取引、共有経済分野、個人事業主に対する税務管理を強化していくとし

ている。 
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排出ガスに関する取り締まりを強化

するとしており、車両点検において

近代的なテクノロジーを導入する計

画だ。 

他に道路の通行費や交通違反の罰金

を支払う際、より支払いの便宜性を

高めるため全ての車両オーナーに電

子財布を持つような仕組みを作って

いくとしている。 

 2045 年までを視野に入れた道路交通

秩序安全の確保に向けた国家戦略が打

ち出されており、このほどベトナムの

首相もこの国家戦略を承認している。 

この中にあるドライバーに関する項目

に「2025 年までにウイーン交通条約

に合わせる形で改定」というものがあ

り、エンジン排気量 50cc 未満のバイ

クの他、最大出力 4kw 以下の電気バ

イクにも運転免許証の取得を義務付け

るとされている。 

また 2025 年までにバイク、自動車の

老後の計画を立てている

のは全体の 40％？ 

大手生命保険会社の Prudential 

Vietnam の調査によると、老後の計画を

立てていると回答したベトナム人は全体の

40％であることが分かった。この計画とは

具体的に「老後の自立した生活」を意味し

ており、将来的に高齢化社会になることが

確実視されているベトナムにおいて重要に

なってくる事柄だ。 

調査対象はハノイとホーチミンに住む 30～

45 歳のベトナム人を対象としたもので、全

体の 85％が老後も自立した生活を送りた

いと回答している。 

自立した生活を送りたいと回答した一方で

具体的にそのための老後の計画を考えて

いると回答した人は全体の 40％で、具体

的な計画を立てられない理由について「家

庭事情」や「経済的事情」を挙げている人

が多い。 

また計画を立てていると答えた人のうち女

性が 75％で男性は 59％と女性のほうが

高い水準となっている。 

 

 

意中の企業から内定をもらうと入社日をいつに設定するかという問題があります。現在仕事をして

いない状況であればすぐにでも入社したいと思うかもしれませんが、ビザの準備などで即日入社と

はいきません。特に現在のコロナ下では通常よりも時間がかかるようになっており、それを見越した

入社日を想定しておく必要があります。今回はその点について以下で解説します。 

 

 ・日本からベトナムへ就業に行く場合 

現在短期出張でベトナムに来る方には商用ビザ（ND ビザ）が発給されますが、短期出張目

的なのか、長期的な就業目的なのかで処理が異なります。短期出張であれば商用ビザの申請

にコロナに関する各種検疫の申請を加えることで取得できますが、長期的な就業目的の場合

は、これに労働許可書の申請が加わります。従来であれば先に商用ビザを申請し、入国後のビ

ザ期限（3 か月以内）内で労働許可証を申請して取得するというのが大半でした。しかし現

在は入国前に労働許可書の申請もする必要がありますので、日本側での書類準備期間も含

め、結果が出るまでに 2 か月程度必要になっています。 

  

・ベトナム国内で転職の場合 

既にベトナムで労働許可書を取得している方が国内転職する場合はどうでしょうか。こちらもや

はり新しい商用ビザと労働許可書を事前申請する必要があるので従来より時間がかかるように

なっています。今はビザの切り替えに出国をする必要がありませんが、やはり転職に当たってビザ

の切り替え、新たに労働許可書を申請＆取得するには 1 か月以上の時間を見ておく必要があ

ります。 

  

これまでベトナム国内転職者については商用ビザさえ発給されれば即入社という企業も多かっ

たので、条件によっては実質内定受諾から 2週間前後で入社ということも可能でした。しかし

現在は上で書いたように事前に労働許可書の申請も必要となりますので、時間的余裕を見て

入社準備を進めることをお勧めいたします。 

 

。 

 

 

50cc未満のバイクにも免許の取得を義務化 

時事 
内定から入社までのスケジュール感について 
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ベトナムは現在平均年齢が 30歳程度と日本と比較して非常に若い国とされていますが、

現在の人口の年齢分布を見ていますと将来的に高齢化社会になるのは確実視されていま

す。そこで若い労働力が少なくなったときにどのように対応していくのか、これは国を挙げて考え

ていくべき課題となっています。一方高齢化社会に突入したときに今の若者（現在 20～30

代）が年老いた際、どのように生活をしていくべきか考える人たちも増えてきています。今回は

ベトナムの高齢者に関する生き方について紹介していきます。 

・老人は子どもが面倒をみるもの 

今の高齢者は働くことができなくなり、自分でお金を稼ぐことができなくなると、その子どもが面

倒を見るというのが普通です。年金はごく一部の人にしかありませんので、完全に子どもが親を

養うという形になります。特に長男がその役目を負いますが、兄弟が多い家族などではいくらか

お金を出し合って親の生活費を賄っているという家庭もあります。 

・従来の生活様式が変わってきている 

これまでの生活様式では若い時から長男は結婚して親と同居するというのが普通でした。そし

て親が年を取ると介護を含めて親の面倒を長男家族で見ていくという形で各家庭が回ってい

ます。しかし今の若い世代は田舎から都会に出て仕事をしている人も多く、結婚後もたとえ

長男であったとしても、そのまま都会で別々に生活をしている人が増えています。将来的には

田舎に帰って親と同居するつもりという方も多いですが、そのときの仕事や経済事情、その他

の環境などから絶対田舎に戻るという保証はありません。 

 

 

 

 

 

 

・親の面倒と自分の老後を考える世代 

こういった状況は今の日本と似ていますので将来的に親の面倒をどうするか、自分の老後をど

うするかを必然的に考えるようになります。これまでは自分の親は自分たちが面倒を見て、自

分が年をとったら子どもに面倒を見てもらうということに何の疑問も抱きませんでした。しかしい

よいよ自分が年を取る頃にはそういった形式ではもはや通用しないと思うようになった若者が

増えてきているそうです 

 

街角便り 

 

ベトナムの将来的な高齢化社会と向き合う若者 

刺青で兵役免除をたくらむ若

者が増加？ 

ベトナムでは徴兵制があるが近年この徴兵を

逃れるために刺青を入れる若者が増えている

という。国はこういった事態を踏まえて対策に

乗り出している。 

 

2016 年に発出された通達では刺青のある

人を徴兵の対象外とする項目があるが、国

防省はこういった不正に対応するため、新たに

「サイズが小さい刺青については徴兵の対象

からは外さない」という文言を加えている。 

 

兵役を拒むために意図的に刺青を入れる若

者は極端に大きな刺青を入れる傾向がなく、

サイズを規定することにより一定の効果が期

待できると考えているようだ。また各自治体に

兵役に関する義務を周知するよう努めさせる

他、徴兵時に刺青を入れた若者に対して除

去させるよう協力を要請している。 

 

ベトナムでは兵役を逃れた者に対して罰金が

課され、それでも応じないものは禁固刑を言

い渡される。しかし昔と比べて兵役に行きたが

らない若者が増えているのが現状だ。 

 

かつて兵役や軍隊は国民の愛国心と相まっ

て入隊志望者も多く、こういったことはなかった

が、経済の発展に伴い職業としての軍隊入

隊を拒む人は多い。 

 

今後は少子高齢化で人手不足になることも

懸念されており、現在の状況をどのように改善

していくか課題とされている。 
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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 

・今の高齢者よりお金がかかる世代 

一つ問題なのは老後の生活を送るにあたり、いくらぐらいのお金が必要なのかということ

です。今の高齢者世代は昔の素朴な生活を今もしていますので、生活費も最低限の

衣食住で事足りている人が多いです。娯楽といっても家でテレビを見たり、隣近所の

人と話をするなどお金のかからない楽しみ方で満足しますので、世話をする子どもにとっ

てもそれほど経済的な負担はありません。一方今の若者が高齢者になるときには物価

の上昇も伴い、今の高齢者と同じ生活をするのは少し無理がありそうです。健康であ

れば遠出したいという気持ちもあるでしょうし、物欲も今の高齢者よりはある人が多い

でしょう。老後に入ったからと言っていきなり生活を今の高齢者と同じようにできるのかと

言われると甚だ疑問です。 

 

 

 

 

 

・老後について考えたい、でも中々準備ができない現状 

このような背景から自分の子どもには極力負担をかけずに老後を送りたいと考える若者

が増えています。ではそのためにはお金が必要と言うことで貯蓄を考えますが、日頃の生

活で稼ぎの殆どが出ていってしまう家庭では老後の貯蓄まで余裕がありません。また現

在会社員として働いているベトナム人は年金制度がありますが、それが将来的にどこまで

生活費の足しになるのかは今のところ未知数なので、それほど当てにできないというところ

もあります。自立した老後というモデルケースがまだまだ少ないので、意識はあってもどうす

るべきか頭を悩ませる人が多くなっています。 

 

 

高齢者をどのように養っていくかは社会全体で考えていくべき課題ですが、高齢者自身

も自分がどのように自立していくべきかを考える時代に入ったように思われます。ベトナム

ではまだ他人に介護などをさせることが一般的ではありませんが、今後はそういったニーズ

も徐々に出てくるでしょう。今をそれなりに懸命に生きている若者は誰でも幸せな老後を

送りたいと思っているはずです。その一方で具体的にどのようにすればいいのかが分からず

葛藤している若者も増えているのが今のベトナムのようです。 

 

 

 

 

 

 

 

バイン クオン  

(Bánh Cuốn) 

今月の一品はこちらです。バインクオンは米粉

をフライパン上で薄く伸びしたものを巻き上げ

筒状にしたものです。専用の甘酸っぱいつけ

ダレといっしょにお召し上がりください。 

 

付け合わせの肉は地域によって種類が異なり

ますが、ハノイの南にあるハーナム省の郷土料

理でして、そちらでは豚肉を炒めたものが添え

られています。ハノイでもお昼時によく食べられ

ており、学生からは間食としてのおやつ代わり

として人気があります。 

 

ローカル食堂で 25000ドン(125円)～ 

 


