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コロナ禍における企業 
支援策および規制緩和 
―Resolution105の発行

2021年9月9日、ベトナム政府はコロナ禍において企業等をサポートするResolution No. 105/NQ-
CP（以下Resolution 105）を発行しました。

Resolution 105の目的は以下となります。
(i). Covid-19の予防および安全を確保しながら、生産を回復および発展させること
(ii). 生産と事業活動の妨げとなる困難やボトルネックをタイムリーに解決するとともに、一時的

に操業を停止、解散、破産する企業等の数を最小限に抑えること
(iii). Covid-19で事業活動を中止した企業や雇用主と従業員を支援するために、税金または手数

料の支払期限の延長、免除、または減額を実施し、企業等の信用力の維持・強化のための特
定の目標を達成すること

Resolution 105では、特に労働および外国人専門家に関連する注目すべき提案がなされましたの
で、特にこの部分を中心に記載し、他の重要性が低い項目は割愛します。
1. ベトナムにおける外国人労働者への労働許可証の発行、延長、認証に関する規制の緩和

労働傷病兵社会省（MOLISA）は、2021年9月中に各地方管轄当局に対してベトナムでの外国
人労働者の労働許可証の発行、延長、認証手続きに関して規制緩和し、柔軟に対応するよう
指示する必要があります。具体的には以下のとおりです。

– Decree 152/2020 / ND-CP第3条第3項a号は次のように変更されます。
『学士号以上またはそれに相当する学位を有し、ベトナムでの業務上の職位に関係のあ
る実務経験を最低3年間有する』
この変更により、労働許可証を専門家区分で取得する場合、現行法規制で要求されている
卒業の学位の分野とベトナムでの業務上の職位との関係性が求められなくなります。

– Decree 152/2020 / ND-CP第3条第6項a号は次のように変更されます。
『技術またはその他特定の分野で最低1年間訓練を受け、ベトナムでの業務に関係のあ
る実務経験を最低3年間有する』

これにより、労働許可証を技術者区分で取得する場合、訓練分野と実務経験およびベトナ
ムでの業務の関係性が求められなくなります。

– また、Resolution 105によると、有効な労働許可を有する外国人労働者で、6か月以内の期
間で別の省または都市に派遣、または出向される場合は、派遣、出向先で再度労働許可
証を申請する必要がありません。ただし、雇用者は労働管理局に外国人労働者が派遣・ 
出向した場所について報告しなければなりません。

01

© 2021 KPMG Limited, KPMG Tax and Advisory Limited, KPMG Legal Limited, KPMG Services Company Limited, all Vietnamese one member limited liability companies and member 
firms of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.  
All rights reserved. 

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.



2. 必要でない監査活動の一時的な中止
Resolution 105は、各関係当局に対して、2021年に計画されていた企業等に対する不要な監
査活動を一時的に中止することを要求しています。監査活動は、Covid-19のパンデミックが
収束した後、適切な時期に再開されます。

Resolution	105は2021年9月9日以降に有効となります。

KPMGの見解
Resolution 105は、外国人労働者の労働許可証申請または延長に関する要件を一定程度緩
和します。入国許可申請の条件は主にDecree 152のガイダンスに基づいているため、これによ
り入国許可申請の条件も緩和されるべきと考えられます。また、これらの緩和された条件は、
労働許可証が不要な短期出張者にも適用されると考えられます。具体的なガイダンスについ
て、企業は事前に管轄当局に相談して手続きを進めることを推奨いたします。
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