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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 

 

外国人観光客受け入れ再開の協議 
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現在外国からの観光客の受け入れを全面的に停止しているベトナムだが、ベト

ナムのフック首相は文化スポーツ観光相に対し関連機関と外国人観光客の受け

入れ再開に向けて協議するよう指示している。 

世界的にワクチンの接種が開始されており、そのワクチンを接種したことを証明す

る「ワクチンパスポート」を利用した受け入れなどが提案されているが、既定の整備

や技術的な問題などでその仕組みが構築されていないのが現状だ。旅行業界で

は従事者 40～60％が昨年から失業や休職を余儀なくされており、海外ツアーに

特化した会社などは 95％が事業停止に追い込まれている。海外からの観光客

受け入れ再開はベトナムの経済対策に重要な役割を果たしており、今後も受け

入れ再開に向けての動きに注目が集まっている。 

 

 

ベトナムの 21年 GDP成長率＋6.5％と予想 

 
 国際通貨基金はベトナムの 2021 年における GDP 成長率を＋6.1％と予想

し、同年のインフレ率も＋4.0％上昇するとしている。2020 年の GDP 成長率は

＋2.91％と新型コロナウイルスの影響を受けたものの、世界的に見て高水準でプ

ラス成長を維持している。 

 一方国際通貨基金はベトナムが経済成長を維持するためにいくつか課題を挙げ

ており、インフレが再加速している中、消費者物価指数の算出に用いる品目の価

格動向を注意深く監視する必要があるとしている。 
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カラオケやバー、ディスコなどは引

き続き営業停止となっており、こち

らについては再開は少し先になりそ

うだ。 

各飲食店でもそれぞれ規定に従って

いるが、店によってはこういった対

策を取らずに公安から指導を受けて

いるところもある。 

ベトナム式居酒屋ビアホイではテー

ブルにパーテンションを用いて対面

での飛沫が飛ばないように対策され

るなど常時では見られない光景が広

がっている。 

 新型コロナウイルスの感染者が 1 月

28 日にハノイで発生して以降、飲食

店での店内飲食による営業を一時停止

していたが、2 月 16 日以降は新規の

感染者が出ていないことから、3 月 2

日より通常の営業再開をハノイ市人民

委員会が認めた。 

ただし営業の再開について、局同士の

距離を１M 以上空けること、または

パーテーションなどで仕切りを入れる

などの感染防止対策が求められる他、

基本的にはテイクアウト推奨するよう

案内することを求めている。 

コロナワクチン：無料接種

者の対象を発表 

保健省は新型コロナウイルスのワクチンにつ

いて優先的に接種する 11 の対象者を発

表した。11 の対象者は以下となっていま

す。 

・医療従事者 ・新型コロナ予防に従事す

る者 ・外交、税関、入管職員 ・軍人 ・

公安 ・教師 ・65 歳以上の高齢者 ・

航空、輸送、観光、電気、水道など必須

サービス分野関係者 ・慢性疾患を持つ

者 ・出張、就学、労働目的で海外に渡

航する者 ・指定された感染流行地域の

者 

 

ワクチンについてはイギリスの製薬大手アス

トラゼネカなどが開発する物を 3000 万回

分ベトナムに支給する予定で、この量はベ

トナム人口の約 15％をカバーすることが可

能となっている。 

 

ベトナム国内ではどこの国のワクチンを接種

するべきか議論になっていたが、最終的に

はイギリス製を用いることにした。国内産に

ついては今年度中の製造は難しく早くても

2022年以降とみられている。 

 

ベトナムで働く日本人が増えていることに伴ってベトナム国内で転職活動をする日本人も増えてい

ます。またコロナにより渡航制限が敷かれている中ではベトナム国内の在住者を積極的に採用し

ようとする企業もたくさんあり、ベトナム在住者のニーズは高いと言えます。しかしベトナム国内で転

職した際に生じる労働許可書、ビザの問題は必ずついて回ります。今回は国内転職職者が注

意すべき書類について解説します。 

 

・勤務先が変われば労働許可書も取り直す必要がある 

前職の会社で取った労働許可書、レジデンスカードの期限がまだあるからと、それをそのまま使

えると思っている方がいらっしゃいますが、上記の２つはあくまで前職の会社の名のもとに発給さ

れているものです。ですので勤務先が変われば当然新しく申請する必要が出てきます。 

・新しい労働許可書を取るために必要な退職証明書とは 

新しい労働許可書を申請するにはそれと同時に古い労働許可書の取り消し処理も必要となり

ます。その取り消しをする際に必要となるのが退職証明書です。これは前職の企業から確かに

退職していることを証明する書類となりますが、特別決まったフォームはありませんので会社ごと

に任意で作成となります。 

・退職証明書が取得できない場合？ 

円満に退職すればこういった書類の発行依頼もしやすいかと思いますが、そうでない場合は

中々頼みにくいという方もいらっしゃるでしょう。しかしこれは新しい労働許可書を発行するために

必要なものですので、そこは気まずくても我慢して依頼する必要があります。一方企業側も退

職者から発行の依頼があった場合にはそれに応じる必要があります。仮に意図的に発行を拒ん

だ場合ですが、外国人労働者が正規の手続きを踏んで当局に申請しようとしているのを妨害

しているという解釈となり、法的な措置を受ける可能性も考えられます。どちらにしても退職者の

労働許可書取り消し処理は必要になりますので、退職証明書の発行依頼には応じたいところ

です。 

国内転職者の場合でも仕事が変わるたびに新たに労働許可書の申請が必要となりますので、

そういったことも前提の上で転職活動に臨むようにしてください。 

 

ハノイ：飲食店の店内飲食を再開 

時事 
国内転職者が注意すべき退職証明書 
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ちょうどテト休みに入る直前、ハノイの近隣にあるハイズオン省でクラスターが発生しました。こ

れにより濃厚接触者は強制的に 3週間の隔離を強要された他、感染の広がりがとどまらな

いことにより省すべてをロックダウンする事態にまで発展しました。幸い素早い対応が功を奏

し、今月には省の隔離が終了しいつも通りの日常を過ごせる状態まで戻りましたが、今回の

一件によりベトナム人にとっての最大のイベントであるテトを隔離施設で過ごすという人がたくさ

ん出てしまいました。今回はその人たちに焦点を当てた内容をお届けします。 

・まさかの隔離へ 

今回のクラスターについて、その元となった原因ははっきり特定されていません。恐らくは海外か

らの帰国者が原因だろうと言われていますが、ここ最近では無症状の感染者の存在が結構

いるのではないかという噂も出てきています。ハイズオン省にある工場内で感染者が出たことに

より、同じ現場で働いていた濃厚接触者約 150眼にはすぐに 3週間の隔離施設へ送られる

ことになりました。この時点でテト休みを隔離施設で過ごすことが確定します。 

・家族にとっては一大事 

隔離された人たちの中には一家の父親である人、または母親という人もいます。急に自分の

親が隔離されてテトを一緒に過ごせなくなってしまった。そのときの子どもたちの心中を察しま

す。場所はハイズオン省と地方ですので比較的祖父母と一緒に暮らしている家庭や周りに親

族が住んでいるような地域だと想像できますが、まさかの急な隔離にショックを受けた身内は

大きいことでしょう。 

 

 

 

 

 

・現代の通信環境が救いとなる 

隔離施設は決して快適な空間ではありませんが、Wi－Fi環境は整っているようでビデオカメ

ラを通した通話などは問題なくできていたようです。これで家族と毎日連絡を取り合うことによ

り、会えない寂しさを幾分和らげられていたようです。テレビのインタビューに答えていた女性曰

く、「この時期の隔離にとても悲しく感じているけれども、通信環境があるのが救い。一昔前で

あればビデオカメラで顔が見れないばかりか、携帯電話での通話なんてこともできなかったわけ

だから、そういう状況下で隔離と考えるとゾッとする。」と答えていました。 

 

街角便り 

 

テト休みを隔離施設で過ごす人々 

13 階から落下の 3 歳児を受

け止めたベトナム人男性 

ハノイ市タインスアン区のマンションで 13 階の

ベランダから 3歳の女児が落下する事件が発

生した。 

 

女児は部屋からベランダへ出て手すりをよじ

登ったが手すりにつかまり宙ぶらりんの状態と

なっていた。この状態を向かい側のマンションに

いた住民が発見し、叫んで部屋の住民や下

の人に助けを求めた。 

 

するとその時下にいた配達員の男性（31

歳）が騒ぎに気付き、女児が落下する寸前

に、急いで女児が落下する地点へ向かい、

キャッチを試みた。完全に受け止めることはで

きなかったが、衝撃がかなり和らいだため女児

は手足を骨折したものの一命を取り留めるこ

ととなった。 

 

その後男性は連絡先などを告げることなくその

場を去ったが、この状況をカメラに収めている

者がいたことやマンションの防犯カメラなどから

男性を特定。落下した女児の家族から感謝

の連絡があり、瞬く間にこの男性の行動が世

間に知れ渡ることとなった。男性はインタビュー

に対し、女児の無事を喜ぶと共にけがをしてし

まったことを残念がるコメントを残している。 

 

世間ではこの男性の勇気ある行動に対する

称賛と共に、名前も連絡先も告げず立ち去

る姿をヒーローと重ねている。当人はこの状況

を恥ずかしく感じているそうだが、フック首相は

この勇気ある行動に表彰状を送った。 
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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 

・できる限り人並みなテトを過ごせるように国も支援 

いくら隔離中だとしても実際には健康な人がほとんどです。そんな中でテト期間中も何

もないというのはあまりに味気ないので、国も支援しながらテト期間中の正月料理や

飾りつけなどを供給し、気分だけでも味わえるように対応していました。今回は同じ職

場など顔見知りの人たちが周りにたくさんいるということで、日頃から打ち解けた仲間た

ちとそれなりテト期間中の隔離を楽しんでいるような光景も見られます。 

 

 

 

 

 

・非常時に集団で力を発揮するベトナム人 

隔離の一件に限らずコロナのような非常時では助け合い精神が発揮されるベトナム人で

す。これは近所同士での助け合いなどから社会全体での助け合いまで広がります。現在

は SNS が普及して、良いことも悪いこともすぐに広まります。困っている人に対する支援

の呼びかけを SNSで広げ、実際にそれによって助けられたという人のニュースはこの一年

で何回も報道されています。非常時に団結心を持てるのは本当に大切なことだと日本

人の立場で感心させられます。 

 

日本ではコロナの感染を恐れ、自粛警察や心無い言葉を投げる人がいるようですし、コ

ロナに対する認識の違いなどから国民そのものが纏まりを欠いているように思われます。

ヨーロッパなどでも似たような事例は多く、人種差別につながるような行動もあるようで

す。今回のコロナの一件に対する対応は国によって様々ですが、その国の制度や国民

性が露呈されたように感じられました。 

 

 

 

 

 

豚肉の串焼き (thit xiên) 

 

今回は豚肉の串焼きをご紹介します。レスト

ランのような店の中で食べると言うよりは市場

や路上などで炭火を使って焼き上げている光

景をよく目にします。 

普通にご飯のおかずにしたりお酒のあてにする

のもありですが、小腹をすかせた学生が学校

帰りに買い食いしている姿もよく見かけます。

少し脂分が多いところがありますが、炭火で焼

きたての串焼きは値段を考えてもなかなかの

美味です。 

チリソースなどをつけて食べる人も多く、好みで

マヨネーズなどをつけて食べるのもなかなかいけ

ます。 

1本：5000 ドン～（25円） 

 


