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外国人労働者の労働許可証
に関するDecree152
January 2021

2020年12月30日、政府は、外国人労働者及び外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理に
関する労働法45/2019/QH14号 のガイダンスであるDecree 152/2020/ND-CP（以下、Decree 152）を発行し
ました。Decree 152は2021年2月15日より有効となります。
ベトナムで就労する外国人に関する注意点は以下のとおりです。

1. 労働許可証の取得免除対象
Decree 152は労働許可証の取得免除対象を明確にしました：
a. ベトナム人と結婚しベトナムに居住する外国人
b. 資本金が30億ドン以上の有限責任会社の所有者もしくは出資者
c. 資本金が30億ドン以上の株式会社の会長もしくは取締役会の構成員
d. １回の滞在期間が30日未満で年3回以内でベトナムで就労する外国人専門家、管理監督者、経営責任者

及び熟練労働者
e. ベトナムでの外国投資企業、駐在員事務所など  を設立するためにベトナムに来る外国人
上記a, b, c, dの場合において、ベトナムのスポンサー企業は、労働許可証の取得免除の証明書を申請する必
要はありませんが、労働者がベトナムでの仕事を開始する遅くとも３日前までに労働局（ベトナムの労働傷病
兵社会省（以下、「MOLISA」）もしくは各地方の労働傷病兵社会局（以下、「DOLISA」））に通知する必要が
あります。

2. 労働許可証・労働許可証免除証明書の期限
Decree 152において、労働許可証及び労働許可証免除の証明書の期限は2年間であり、外国人は１度しか更
新できないことが改めて確認されました。これにより、期限経過後もベトナムで就労するために、労働者は改
めて労働許可証・労働許可証免除の証明書を申請する必要があると解釈されます。

3. 専門家証明書の廃止
Decree 152により、外国組織が発行した専門家証明書は、外国人労働者の専門知識を証明するための文書
として認められなくなりました。代わりに、ベトナムでの職位に合致する5年以上の実務経験（大学卒業資格
を有する場合は、ベトナムでの職位に合致する3年の実務経験）及び実務認定証を有することが必要になりま
す。

4. 労働許可書・労働許可証免除証明書の取消
Decree 152によると、特定の場合には、労働許可証が無効になってから15日以内に使用者が労働許可証を
回収し、返却理由の説明文書とともに労働局に返却しなければなりません。
ただし、労働許可証を返却できない場合には、労働許可証を労働者から回収できない理由を説明する文書
を提出する必要があります。
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5. 外国人労働者の労働契約書の有効期間
労働法では、外国人労働者の労働契約の有効期間は労働許可証の期間内とされています。労働許可証の有
効期間は最大2年間であるため、外国人労働者の労働契約の期限も最大2年間となります。

6. 外国人労働者使用状況の報告書
Decree 152によると、使用者は、年2回（7月5日及び1月5日まで）外国人労働者使用状況の半年ごとの報告
書をMOLISAもしくはDOLISAに提出する必要があります。

7. MOLISAもしくはDOLISAへの労働許可証関連書類の提出の選択肢
Decree 152によると、特定の   使用者は、労働許可証、労働許可証免除証明書の申請、延長または取消
を、DOLISAではなくMOLISAに申請することを選択できます。

8. 公安省によるMOLISAへの定期的な情報提供
外国人労働者の管理及び監督を強化するために、Decree 152は、公安省が毎月ベトナムの組織・企業で働く
ための就労ビザを交付された外国人労働者のリストをMOLISAに提供しなけれなならないと規定しています。

KPMGの観点
Decree 152の規定から見ると、政府が労働許可証の免除対象を拡大する一方で、ベトナムで働く外国人労
働者に対してより厳密な管理制度を導入することが予想されます。そのため、各組織・企業は、新しい法規
定に準拠しながら自らの事業計画に基づいて外国人労働者の採用・異動計画・ポリシーを再検討するこ
とが必要になります。
Decree 152に関する詳細なアドバイスをご希望の場合は、弊社までご連絡頂けますと幸いです。
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