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グローバルモビリティ～イミグレーション～ 
ベトナムへの入国に関する最新状況のアップデート 

2021 年 10 月 

はじめに 

ベトナムでは、新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」）対策が、他国と比較してもかなり厳格に実施され、国内の移

動制限も依然として厳しい状況ですが、本稿執筆時点（2021 年 9 月 29 日）で感染者数が少ない市・省及び感染者数

が多い市でも感染者数の少ない地区については、移動や通勤・店舗運営要件等が大幅に緩和され始めています。また、入

国制限につきましては、ワクチンパスポート制度の導入による入国後の隔離期間の短縮化も行われる等、少しずつ状況が改

善されてきています。ベトナムへの入国審査については、依然として厳しい状況にありますが、本稿では、ベトナム政府による諸

施策を含めた今後の改善見込みも含めて、ベトナムの入国及びワクチンパスポート導入状況を紹介します。 
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1. ベトナムへの入国状況及びビザ発給遅延の諸要因 

ベトナムへの入国は、日本に一時帰国していた者、新規にベトナムに赴任する者とその家族に限定されており、かつ、ベトナム

入国ビザ取得のための審査プロセスも非常に複雑かつ、時間が掛かっているのが現状です。原稿執筆時点において、申請書

類提出から入国ビザ取得までの所要期間はハノイ市で 4～5 週間、ホーチミン市では 8～10 週間程度となっています。 

入国ビザの取得が、煩雑かつ時間を要している主要因は、以下の 3 つに起因しています。 

1. 複数当局の関与・審査に伴う書類審査の長期化 

2020 年 4 月から 5 月にかけて実施されたベトナム全土における 3 週間のロックダウンにより、それ以降のベトナムの入国審査

に関しては、管轄税務局・保健局・COVID-19 予防及び管理委員会並びに入国管理局による審査・承認が必須となりまし

た。これら複数当局による審査・承認で申請期間の長期化が起きています。 

なお、各当局による申請書類の審査プロセスは、以下の通りとなっています。 

ステップ 1：ベトナム労働局による申請者の審査の実施。パスした場合、労働局から承認レターが発行されます。 

ステップ 2：労働局からの審査終了後、当該申請書類が（ハノイ市のみについては）保健局に送付・審査が行われ、パス

し場合、保健局から承認レターが発行されます。 

ステップ 3：ベトナム保健局による審査終了後、当該申請書類が、COVID-19 予防及び管理委員会並びに入国管理局に

送付・審査されパスした場合、入国管理局から承認レターが発行されます。 

ステップ 4：管轄労働局・（ハノイ市のみについては）保健局・入国管理局からの承認レターが、在日ベトナム大使館／領

事館に送付され、正式に入国ビザが発行されます。 

2. 管轄労働局による審査の厳格化 

上述した通り、2020 年 5 月以降、入国プロセスが非常に複雑化し、取得までの期間がかなり長期化していますが、その中で

も一番時間がかかっているのが、管轄労働局による審査の厳格化です。管轄労働局による審査が厳格化された背景は以下

の通りとなっています。 

◼ COVID-19 対策に伴い、入国ビザ申請の段階で、申請者が、ベトナム入国後に労働許可証を取得する要件を満たして

いるか否かの厳格な審査が行われるため、相当な時間がかかっています。 

◼ 2021 年 2 月 15 日に労働許可証に関する新規定が発行されました。当該規定において申請者の学歴や職務経歴に

関する証明書類・要件が厳格化し、特に学歴に関する審査が非常に厳しくなりました。学歴に関する審査厳格化の例

として、主に以下のような事例があります。 

➢ 大学の卒業学部と日本での職務内容及びベトナム赴任後の職務内容に一貫性が無い。（例：文学部卒業で

日本及びベトナムでの職務内容が営業となっている） 

➢ 学歴を証明する書類として、学位証明書や卒業証書の原本提出を強く要請されている（電子データやコピー文書

に対する認証は不可） 

➢ ベトナム国外での勤務経験が不十分で、海外経験証明書の要件を満たせない 

（ベトナム国内での勤務経験は十分な職務経験として認められないため、過去に発給された労働許可証だけでは

証明不十分になる） 

管轄労働局による審査厳格化のため、提出書類が 1 回でスムーズに通るケースが非常に少なくなり、結果、かなりの時間がか

かってしまっており、入国ビザ取得が遅延する大きな要因の１つとなっています。 

3. ロックダウンによる物理的な制約 

現在、ベトナムにおける厳しいロックダウンのため、各関連当局事務所が閉鎖されている状況です。役所への申請自体は、全

て郵送のみの受付となっています。また、役所に勤務される職員の数を相当数制限している状況のため、通常時と比較すると

作業申請スピードがかなり落ちているが現状であり、こちらも入国ビザ取得遅延の大きな要因となっています。 

2. 今後の見通し 

上述のとおり、ベトナムの入国審査厳格化のため、入国ビザ取得にかなりの時間が掛かっているのが現状ですが、直近、ベトナ

ム政府も“With コロナ”を受け入れる形で経済活動の再開・海外からの人材受入れの緩和を目指しています。ベトナム政府と

しては様々な施策を立て続けて打っており、ベトナムへの入国については、時間の経過とともに通常に近い状態に緩和されるこ

とが見込まれています。現在、ベトナム政府より発表されている主要な施策は以下のとおりです。 
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1. 決議 105 号の施行 

COVID-19 の影響を強く受けている企業・協同組合・個人事業主の支援策を纏めた決議 105 号が施行されました。決議

105 号にはベトナムへの入国審査の緩和も盛り込まれています。緩和の内容は、入国ビザ取得において一番のボトルネックと

なっていた学歴と職務経験に関する審査内容の緩和となっており、主要に以下のとおりとなっています。 

➢ ベトナムで勤務予定の職務と日本での職務経験との整合性は依然として求められていますが、卒業学部との一貫

性までは求められなくなりました。 

➢ 申請者本人の学歴を証明する書類として、卒業証書或いは学位証明書の原本の提出が求められていましたが、

卒業証明書の原本も新たに有効な証明書類の１つとして認められることになりました。 

 

2. ロックダウン緩和に向けた政府関連当局の動向 

ベトナムにおける COVID-19 感染状況は地域によりかなりの差があり、執筆時点で、特に南部地域に感染者が集中、ベトナ

ム北部や中部は正常化に向けて少しずつ前進し始めている状況です。 

そのような状況下、依然として感染者数の多いホーチミン市でも 2021 年 10 月 1 日より、市内の行動制限や店舗営業条件

についての大幅な緩和が発表されています。そのような行動指針が出されている中、ベトナム政府関連当局内についても勤務

する職員の数を時間の経過とともに少しずつ増やしていく方針です。現場に復帰する職員数の増加及び学歴に関する審査

要件の緩和により、今後、ベトナムへの入国プロセスのスピードが改善され、ビザ取得のための所要時間が短縮される見込みで

ある点は、大きな前進と捉えて良いものと思慮されます。 

3. ワクチンパスポートの導入状況 

今回のベトナム政府による厳格な COVID-19 感染対策により、多くの日本人出向者が、日本に一時帰国しています。ベトナ

ムの COVID-19 感染状況が改善するにつれ、ベトナムに再入国されるものと推察しています。ベトナムもワクチンパスポートの導

入を行っており、ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート、 注 1）を持つ日本人については、ベトナム再入国後の集中隔離

及び自宅隔離期間が短縮される為、以下のとおり、ワクチン接種証明書を入手するための条件や方法について記載します。 

ベトナム保健省は 8 月 4 日、公文書 6288/BYT-MT により、ベトナムへの入国に際し、①COVID-19 のワクチン接種完了者

及び②感染から回復した人については、①又は②に関する証明書を利用することで、集中隔離期間及び自宅隔離期間

（健康観察効期間）を、それぞれ 14 日間から 7 日間に短縮するという方針を示しました（つまり、自宅隔離を含めた合計

28 日間の隔離期間が 14 日間へ短縮されることとなる）。 

また、同文書によると、入国後の隔離期間短縮の条件として、出国前の 72 時間以内に発行された陰性証明書（RT-PCR

検査／RT-LAMP 検査によるもの）も併せて提示が必要です。 

なお、ワクチン接種証明書については、最後の接種から入国日までに少なくとも 14 日が経過し、12 カ月が経過していないも

のが必要となるため留意が必要です。また COVID-19 の感染から回復した人については、入国日から 6 カ月以内に発行され

た PCR 検査の陽性証明書及び疾患から回復したことを確認できる証明書（注 2）が必要となります。 

上記の条件を満たす入国者は、集中隔離施設における強制隔離期間が 7 日間となり、入国後の初日と 7 日目に受ける

COVID-19 検査（注 1）の結果が陰性の場合、7 日間の健康観察期間に移行します。健康観察期間中は、濃厚接触発

見アプリ（Bluezone）の使用や、感染対策（5K、注 2）を順守することが求められています。 

注 1 ワクチンパスポートの入手方法について 

ワクチンパスポートについては、2 回目の接種完了後、接種証明を含む申請書類を、各自速やかに各自治体に申請後、およそ 1 週間から

10 日程度で発行される（外務省が主導する、海外在留邦人向けのワクチン接種を利用した場合、2 回目の接種時にその場でワクチンパス

ポートを入手可能）。 

なお、ワクチンパスポートは原則、発行された国で領事認証を行う必要がありますが、その所定書式がベトナム政府に紹介されている場合、そ

のままベトナム国内で有効な書類として利用することができる（現在、日本のワクチンパスポートは政府に紹介されている）。 

ワクチンパスポートの実際の運用としては、入国前に隔離ホテルを予約し、その予約確認書を入国管理局に提出するため、滞在ホテルの予約

する段階で、ワクチンパスポートの適用の有無を確定する必要がある。 

注 2 COVID-19 から完治したことを証明する証明書について 

完治証明書については、ワクチンパスポートと異なり、ベトナム政府側から特段所定のフォーマットなどは指定されておらず、日本国内においても

それと同様である。 
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従いまして、COVID-19 の感染経験者は、かかりつけの医療機関個別で相談し、完治証明書を独自に作成・発行してもらう

必要があります。なお、その際のフォーマットは、英訳する必要があると考えられますが、通常医療機関に依頼すれば英語で作

成してくれるケースが多い模様です。また、所定のフォーマットや完治証明に記載されるべき要求事項が現状では明確に提示さ

れていないため、完治証明取得後、在京大使館に当該証明書で不足がないかを個別に確認されることをお勧めします。 

 

おわりに 

ベトナムにおける入国状況は、流動的で情報の更新頻度が高いため、常に正しい最終情報を入手できるような内部体制を

構築し、派遣先と派遣元で綿密な連携を取っていくことが重要です。一時帰国者については派遣元、派遣先双方での税務

面の影響もある為、実務上の取り扱いについては、税務・イミグレーション両面に精通している専門家への照会を強くお勧めし

ます。 

 

 

※デロイトのイミグレーションサービス：www.deloitte.com/jp/immigration-tax  

 

※ご参考：過去に発行した関連記事 

グローバルモビリティ with コロナ時代のインバウンドイミグレーションでの留意点 

グローバルモビリティ 東南アジア諸国の出入国の最新状況：コロナ禍で続いた入国制限が緩和？ 

 

※過去のニュースレター一覧はこちら 人事・組織 ニュースレター Initiative 

 国際人事イミグレーション関連記事はこちら グローバルモビリティニュースレター 

 

http://www.deloitte.com/jp/immigration-tax
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-immigration-jan2021.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-immigration-sep2020.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/im/immigration-newsletter.html
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