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ホーチミン市社会保険庁は、社会保険、失業保険、健康保険の加入者への給付内容を迅速に伝えるため

に、TS24 Joint Stock CompanyとCentre for Supporting Enterprise Development (CSED)と共同で、Covid-

19パンデミックの状況下における多くの支援スキームに関連するオンラインライブストリームダイアログ

を開催しました。

ホーチミン市人民委員会が発行した決議 No. 

09/2021/NQ-HDND、政府首相が発行した決議No. 

68/NQ-CP及び決定 No. 23/2021/QD-TTgに基づき、
以下についてアップデート致します。

1. 労災保険、健康保険への拠出率の引き下げ。

2. 退職・遺族基金への拠出金の一時停止。

3. 従業員の雇用維持のためのトレーニングプログラム

の支援。

4. 労働契約を一時的に停止した従業員、無給休暇を取

得した従業員に対する一時手当。

5. 一時帰休（休職）または退職を余儀なくされた従業

員に対する手当。

6. その他留意事項

概要
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労災保険、健康保険の保険料の引下げ

• 社会保険庁は、保険料の一時的な引下げ額を事業主に通知しました。

これに基づき、各事業主は、Covid-19防止活動のために労働者を支援する
活動に資金を使う事ができるようになります。

• この期間中、上記の保険に加入している従業員は、引き続き政府からの
保険金を受け取ることができます。事業主は、これらの保険料の引き下
げによって得た資金を、従業員の為のCovid-19予防の目的で使用する義
務があります。

• しかしこれまでのところ、同資金の使用に関する具体的なガイダンスは
まだ発表されておらず、税務上の取り扱いについても同様です。そこで、
事業主は以下を行うことが推奨されます。

- Covid-19検査キットや、Covid-19予防のためのその他の器具・設備

の購入に資金を使うこと。その場合、企業は公式のインボイスを、

税務上の目的のために保管しておく必要があります（該当する場

合）。

- または、従業員に直接支払いが行われるような場合、企業はその

支払いを受ける個人の署名入りリストを作成する必要があります。

01
留意事項
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退職・遺族基金への拠出金の一時停止

• 政府が発行した2020年4月9日付決議No. 42/NQ-CP 及び

2020年10月19日付決議No. 154/NQ-CPによると、Covid-19

の影響を受けている事業主のため、退職・遺族基金への

拠出が引続き停止となります(2020年4月に比較して15％

以上の人員削減を余儀なくされた企業が対象)。

• Decision 23/2021/QD-TTgは、社会保険へ加入している労働

者の削減率の計算及び拠出の一時停止に関する詳細なガ

イダンスを提供しています。停止期間は申請日から6ヶ月

となりますが、決議No. 42/NQ-CPを適用した場合は12ヶ月

を超えないこととされています。

• 事業主はこの決定に従い、本決定に基づくForm01の申請

書を、社会保険料の支払先である社会保険庁に提出し、

同じく、コピー1部を監督機関（DOLISA）に提出するもの

とされています。社会保険庁は当該書類を5営業日以内に

処理することとされています。

02

留意事項
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従業員の雇用維持のためのト
レーニングプログラムの支援

• 事業主は、トレーニング、再トレーニング、スキル

アップのために、雇用保険基金から財政支援を受ける

権利を有します（支援を要請する時点までに12ヶ月以

上基金への拠出がある場合に限る）。

• 最大手当は、従業員一人当たり1,500,000VND/月で最長

支援期間は6ヶ月となります。

• 事業主は、申請書を本社所在地の省のDOLISAに提出し

手続きを受けることとなります。
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労働契約を一時的に停止した従業員、
無給休暇を取得した従業員に対する一
時手当

• Covid-19の予防及び管理を目的として、国家が管轄する機

関の要請により、労働契約が一時中断されたり、無給休暇

の取得を余儀なくされた従業員は、一回に限り支援を受け

る権利があります。具体的な内容は以下の通りです：

- 連続15日から1ヶ月未満までの一時停止又は無給休暇

の場合：一人当たり1,855,000VND

- 1ヶ月以上の一時停止又は無給休暇：一人当たり

3,710,000VND

04
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一時帰休（休職）または、退職を余儀なくされ従業員に対する手当

2021年6月末に、ホーチミン市人民評議会は、ホーチミン市におけるCOVID-19パンデミックの影響を受けた人々への支援パッ

ケージの実施に関する決議No.09/2021/NQ-HDNDを発行しました。なお、決議No.09に基づいて給付金を受け取っている従業

員が、決議No.68および決定No.23の条件を満たしている場合、社会保険庁に書類を提出することにより、差額を受け取るこ

とができます。

一時帰休（休職）を余儀なくされた従業員
のための支援

退職（労働契約の解除）を余儀なくされ
た従業員のための支援

従業員に対し生産回復及び解雇の

為の手当を支払うための、事業主
への資金の融資

• 労働契約に基づき勤務する従業員は、労働
法第99条第3項の規定により休職扱いとなり、

所轄官庁の要求により隔離または封鎖され
た地域にいた場合、1,000,000VND/人の一回
限りの手当を受けることができます。

• 事業主は、休職時点の給与に応じて社会保
険への拠出することが求められる。（退職
金の金額は事業主と労働者の合意によりま
す）最初の14日間の休業中の給与は、地域

共通の最低給与に相当するものでなければ
ならず、その後の残りの給与は、事業主と
労働者の合意によります。事業主は、本社
所在の地区の人民委員会に申請書を提出す
る必要があります。

• 強制社会保険に加入しているが失業手当
の対象とならない従業員は、Covid-19の影

響で労働契約の解除を余儀なくされた場
合、一人当たり3,710,000ドンの一時手当

を受け取ることができます。従業員は、
この手当を受けるためには、申請書を雇
用サービスセンターに提出する必要があ
ります。

• 妊娠中の従業員は、一人当たり1,000,000

ドンの追加手当を受け取ることができま
す。

• 子育て中又は6歳未満の子供の養育をして
いる従業員は、無給休暇/労働契約の一時
中断/解除の際に、6歳未満の子供一人当
たり1,000,000ドンの追加手当を受け取る
ことができます。

• 必要な条件を満たした事業主は、
影響を受ける従業員の地域共通最
低賃金に相当する額を上限に、3ヶ

月を超えない範囲でのローンを借
り入れることができます。

• 当該ローンに係る利息はありませ
ん。事業主は、本社所在地にある
社会政策銀行に融資申請書を送付
する必要があります。
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その他留意事項

• 事業主は、2021年7月にすでに雇用保険及び健康保険を

0.5%の料率で支払った場合、その超過支払額は、社会保険

庁への通知なしに、翌月の社会保険料と相殺する事ができ

ます。

• Covid-19に感染した従業員が退院した際に、治療及びCovid-

19の完治した旨の証明書があれば、フォームC65を提出す

る事で傷病保険金を受け取ることができます。

• 現在、ホーチミン市雇用サービスセンターは現在、首相決

定16号に基づき、隔離地域にいる従業員が失業保険の書類

を速やかに提出し、社会的距離のある期間に金銭的な支援

を受けられるよう、いくつかの支援策（郵便による失業保

険書類の送付、ホットラインやZaloアプリケーションによ

る従業員の支援など）を実施しています。

• 事業主は、事業の停止期間中でも従業員の健康保険料を拠

出する事は可能です。
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留意事項
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