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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 

7月から定期運航便の再開を打診 

 

 

 

目次 

特集記事 

定期運航便の再開を打診 1 

ハノイの人口抑制へ 2 

WP の免除について  2 

模造品の取り締まり 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 

  

交通運輸省傘下のベトナム航空局は国際定期便の運航再開を提案している。こ

れによると定期便再開までには 3 期に分けて実現していく見通しで詳細は以下

の通りになっている。 

まず第 1 期ではベトナム人を対象としたパッケージフライトとなっており、航

空便の他、ベトナム入国時の隔離施設の手配などを含めたプランである。旅行

会社などで協力の上、ベトナムの受け入れ許容数を調整した上で進めていく予

定だ。 

また第 2 期ではパッケージフライトとしてベトナム国民のみならず、外国人も

対象として進めていく計画だ。対象国としては日本、韓国、台湾を優先として

挙げており、週 7000 人程度の受け入れを予定している。乗客は航空会社から

指定されたパートナー企業に航空券代、隔離費用代、ウイルス検査費などをま

とめて支払う案を出している。 

そして第 3 期ではワクチンを接種した証明書「ワクチンパスポート」を持って

いる者に対しては原則隔離を免除するものとしている。同時期にはベトナム国

内でもワクチン接種者が相当数に至っていると想定しており、9 月辺りの実現

を考えている。 

ワクチン接種の前提となるが、日本とベトナムの渡航制限がある程度解除され

るのは第 3 期からと想定されるが、あくまでベトナムの受け入れのみの話とな

るので、ベトナムから日本への入国に関しては未だ不透明である。また上記 3

国（日本、韓国、台湾）での感染状況に依っては受け入れ事情も異なってくる

ことが予想されるので、あくまで計画段階として見ておく必要がありそうだ。 

ビジネス関係者の渡航が認められるようになってから暫く時間が経っている

が、依然入国のために必要な準備や費用は大きいものとなっている。これが

ネックになって双方の国への渡航を見送っている人が多いのが実情だ。今回第

3 期が予定通り実現されると、日本ではちょうどオリンピックが終了する時期

となるが、その時期の日本の感染状況も重要となってきそうである。 
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また中心部はラッシュ時の混雑がひ

どくなっており、大気汚染も深刻と

なっている。道路の拡張工事に伴

い、渋滞の緩和が期待され、またこ

れに伴う立ち退きなどによる人口の

減少も期待される。 

また中心部の 4 区では建物の高さの

制限を図るなど、今後も人口が増え

すぎないように調整しながら都市と

しての発展を進めていく方針だ。 

 

 

ハノイ市は同市の中心区であるドン

ダー区、ホアンキエム区、バーディン

区、ハイバーチュン区の 4 区について

2031 年までに人口を 21.5 万人減ら

す計画を立てていることを明らかにし

た。このうち 12 万人は道路建設など

に伴う土地収用と立ち退きの対象と

なっており、10 万人は各省庁の移転

に伴う減少を見込んでいる。 

ホアンキエム湖周辺は水面と樹木に囲

まれた空間を維持し、現在の歴史的建

造物や伝統家屋を保存しながら開発を

進めていく予定た。 

日本国内のベトナム人数：

韓国を抜き 2位へ 

2020 年末における国籍別の日本在留

外国人の統計によるとベトナム人が韓国を

抜き 2 位となった。また上位 10 か国の中

で前年と比べて増加しているのはベトナム

人のみとなっている。またこの 3 年でベトナ

ム人の増加は約 11 倍になっており、この

増加傾向は今後もしばらく続くと見られて

いる。 

現時点での国籍別在留者数の上位 5 か

国は以下のとおり。 

1、中国 77万 8112人 

2、ベトナム 44万 8053人 

3、韓国 42万 6098人 

4、フィリピン 27万 9660人 

5、ブラジル 20万 8538人 

 

 

 

 

 

今年から改正された労働法ではベトナム人配偶者を持つ方は WP が免除されるという内容

が盛り込まれています。具体的にどのような形になるのか、現在弊社で分かっている部分を中

心に紹介いたします。 

・WP免除でも自由に働けるという意味ではない 

WP の申請が必要ないということで雇う立場からすると手間と費用がかなり軽減されると思い

ますが、何も処理をせずにそのまま雇い入れできるかというとそういうものでもありません。企業

が外国人を雇う際に外国人雇用の登録をするのは従来通り必要となりますし、WP 免除申

請という手続きも必要となります。これをせず WP不要だからと何も処理せず働かせることはで

きませんので注意しましょう。 

・ビザはどうする 

ベトナムにいるほとんどの外国人は WP とレジデンスカードを持ってベトナムに滞在していると思

います。しかしベトナム人配偶者を持つ方は上で書いたように WP が免除されますので、この

場合はどのビザで滞在することになるのでしょうか。基本的にコロナ下においては観光ビザなど

で滞在することはできませんので、配偶者ビザで滞在することが普通かと思います。配偶者ビ

ザは 5 年有効となりますので、ある程度まとまった期間ベトナムに滞在できますし、離職の際

のビザ切り替えなどに関する煩わしさからも逃れられるように思います。 

・一番恩恵があるのはWP取得条件を満たしていない人 

ご存知の通りベトナムの WP 取得条件は外国人にとって中々厳しいものがあります。学歴や

職歴、また就業先の勤務内容によって WP の取得条件を満たさない人もたくさんいます。し

かしこういった厳しい条件もベトナム人を配偶者を持っている場合は全てクリアになりますの

で、就職活動においてビザの取得という観点では絶対的なアドバンテージを持つことになるで

しょう。逆に言うとこれまでビザの関係で就職先が見つからなかった人にとって朗報となる法改

正です。 

今年から実施された WP 免除改正について、まだベトナム国内でも具体的な処理事例が少

ないので、役所やコンサルティング会社でも情報が交錯しやすくなっています。ある程度手続き

内容が確定されるのに 1～2年程度見ておいた方がいいかもしれません。 

ハノイ：中心部の人口を減らす計画 

時事   ベトナム人配偶者を持つ人のWP免除について 
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ベトナムで人気のある日本製。ベトナムではどこに行っても日本製の物が売られているといっ

ても過言ではありません。そんな需要のある日本製ですが、残念ながら全て本物というわけで

はありません。このような偽物被害に遭うことも多く、この度ベトナムと日本で模造品の取り締ま

りを強化する取り組みが始まりました。今回はその点についてご紹介します。 

 

 

 

 

 

・ベトナムにおける模造品の存在 

日本製の模造品が市中に出回っていることはベトナム人であれば誰もが知るところです。で

すのでたとえ本物であったとしても出所がはっきりしない物や信頼のできる相手でなければ基本

買うことを控えます。パッケージなどの外見は本物とそっくりな物も多く、素人目では判断するこ

とができないためです。 

・日本とベトナムが模造品の取り締まりの協力へ 

こういった事態を受けて日本とベトナムが模造品の取り締まりに向けて覚書を作成し協力す

ることを発表しました。具体的には日本の特許庁とベトナムの商工会議所が主導となり、税関

職員への真贋鑑定や模造品に対する啓発活動を取り組んでいくというものです。 

 

 

 

 

・模造品の製造は中国が行っている物も 

ベトナムに出回っている模造品の製造自体は中国で行われているというのもよくある話で

す。この場合ベトナムに輸入する際には必ず税関を通過する必要があるわけですが、ここでの

チェック体制の甘さなども指摘されており、また製造元が中国であるということで実態がつかみに

くいという実情もあるようです。一般的にベトナム人は中国製を敬遠する傾向がありますが、模

造品で中国製と気付かず、日本製と思い込んで購入している消費者が一定数いるそうです。 

・ 

ごく一部に手癖の悪い掃除人がいるということは否めません。特に日頃無人のときに部屋に

入って掃除してもらうということはそれぐらいのリスクがあるということになります。日頃は物凄く丁

寧で愛想が良い人なのに、ついつい出来心で…なんていう話もよく聞きます。もちろんそんなこ

とをしない人もたくさんいますが、余計な疑いを持たないなためにも取られたら困るようなものは

街角便り 

 

マンションの床が抜け 2階

から転落 

ハノイ市ドンダー区にあるマンションで 2 階

の床が抜け落ち 1 階へ転落する事故が起

こった。転落したのは 2 名で床で抜けた部

屋で働いていた会社員男女であった。2 名

は重傷で病院に運ばれたが、幸い命に別

状はなく容体は安定している。またこの男

女以外にけが人は出ていない。 

現在床が抜けた原因を調べると共に他の

箇所についても同様のことが起きないかの

調査をしている状況となっている。 

マンションなどでの施工に関するトラブルは

ベトナムで多発しており、住民とマンションの

管理会社、マンションの建設を請け負った

建設会社とのトラブルは日常茶飯事だ。ま

たエレベーターに関する事故も多く、警備

員がエレベーターに乗ろうとして 18 階から

転落して死亡するという事故も起きてい

る。 

 

 

模造品の取り締まりを日越で協力へ 
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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 

・日本の漫画無料サイトの存在 

 日本の漫画を違法にウェブサイトに掲載して広告収入を得る手段が話題となりまし

た。このサイトの運営は日本人が多数のようですが、ウェブサイトのサーバーを辿ってみる

とベトナムにサーバーを置くものが結構多いとのことです。日本の文化庁はこういったサイ

トの取り締まりの協力をベトナムに頼んでいるようですが、ベトナム国内で具体的な被害

が起きているわけではありませんので、あまり積極的な動きは見せていないようです。 

 

 

 

 

 

 

・関係が深まれば深まるほど取り組むべき課題 

日越の交流が盛んになり、双方がそれぞれ興味を持ちますとこういった模造品などの問

題も顕著になってきます。こういった部分の取り締まりが疎かになると、正規でやっている

人たちが一番被害を受けるわけでして、最終的には市場の発展につながらなくなってしま

います。これは日越が今後も時間をかけて取り組みべき課題であると言えるでしょう。 

 

ベトナムでは日本人が考え付かないような模造品が市中に出回っています。現状では

模造品はあるものという前提で消費者が自己の責任で見極めることを求められています

が、将来的にそういったことに気を揉む必要がない社会になってほしいと思います。 

 

チェー (chè) 

 

今月の一品はチェーです。日本語ではよく「ベ

トナム風ぜんざい」と訳されますが、日本のぜ

んざいと比べてフルーツ感がたっぷりという印象

なのが「チェー」です。 

チェーの中にどんな具材を入れるかはお好み

でチョイスできますが、写真のものは色々なも

のが入った「ミックスチェー」です。暑いときに氷

と一緒に食べると爽やかで、ベトナム人でも諒

を取るためにおやつとしてよく食べられていま

す。路上のチェーも美味しいですが、衛生面

で問題があるところもあるので、初心者はレス

トランなどの店舗で食べることをお勧めします。 

１杯 20000 ドン（100円～） 


