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政府は2020年12月14日、労働条件及び労働関係

に関する労働法の一部の規定に関するガイダン
スとなる政令145/2020/ND-CP（以下、「政令
145」という）を公布しました。本政令は2021年
2月1日に発効となります。

本政令の目的は以下のとおりです。

1. 従業員、特に女性従業員に対するベネ
フィットの拡充

2. 解雇された従業員の未消化の年次有給休暇
買取額の算定基礎となる給与額の改正

3. 特定の業種において雇用関係解除に伴う要
件の追加に関する規定

4. 従業員を支援するための政府機関及び雇用
者の双方の責任の明確化

本アラートでは、政令145の主な内容を解説致し

ます。

はじめに
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給与支払方法に関する規定の改正

労働法（2012年）によると、雇用者は労働時間、製品また

は出来高に応じて給与の支払方法を決定する権利を有して
います。しかし政令145では、雇用期間中の従業員の権利を

確保するために、給与の支払方法は雇用者と従業員の間で
合意された雇用契約に基づいて決定されるとしています。

給与振込用口座開設の費用

以前の規定では、銀行口座開設手数料と振込手数料の負担
は、雇用者と被雇用者の合意に基づくものとされていまし
たが、政令145ではこれらの手数料は全額雇用者が負担する

ことと規定されています。

特定の分野、業種、職種における労働契約解除について
の事前通知の期間に関する規定

政令145では「特定の分野、業種及び職種」は、以下のとおり定義
されています。

• 航空機乗務員、航空機整備技術者、航空機修理の専門家、
ディスパッチャー

• 企業法及び、企業の生産・事業に投じる国家資本の管理及び
使用に関する法律で規定される企業管理者

• 外国で操業するベトナム国籍の船舶に就労する乗組員、又は
ベトナム企業に雇用されて外国の船舶に就労する乗組員

• 法律で規定されているその他の場合

上記の特定の分野、業種、職種における、労働契約解除について
の事前通知の期間は以下のとおりとなります。

• 労働契約の期間が無期限または12ヶ月以上である場合は少な
くとも120日

• 労働契約の期間が12ヶ月未満の場合、最低でも労働契約期間
の4分の1の期間

政令145の主要ポイント
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給与の支給対象となる労働時間として扱われる時間
についての補足

政令145第58条では次のとおり、給与の対象となる労働時間と

して扱われる時間が規定されています。

• 労働法第61条第5項に規定される、見習いまたは実地訓練

生として労働活動を直接実施又は参加する時間

• 労働法第176条第2項及び第3項に規定される、企業におけ

る一般従業員の代表で構成される組織の管理委員会のメ
ンバーである従業員が当該業務に従事する時間

• 雇用者の手続・要請により実施される健康診断、職業病
検診、労災または職業病による労働能力喪失の程度を判
定するための医療検査の時間

• 兵役に関する法律に基づき給与の全額を受け取る権利が
認められる兵役に係る登録、検査、健康診断の時間

政令145の主要ポイント(続き）
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女性従業員に対するベネフィットの拡充

• 男女双方に適する業務において必要な条件を満たしている場
合には、女性従業員を優先的に雇用しなければなりません。

• 労働契約の期限が切れた場合、女性従業員との労働契約の期
間延長を優先しなければなりません。

• 妊娠中の女性従業員が出生前検診のための休暇を5回以上、1
回につき1日とれるように奨励します。医療施設が遠方または
異常な妊娠の場合、検診1回につき2日の休暇が認められます。

• 生理中の女性従業員に対して、勤務時間内に1日30分の休

憩時間を設ける必要がありその際、給与の全額を受け取
ることが認められます。生理期間中の休憩時間が認めら
れる日数は、当該女性従業員と雇用者の双方の合意によ
りますが、一月に3日以上と規定されています。その女性

従業員がこの休憩時間内に勤務した場合、休憩時間に応
じた割増賃金が支給されます。

• 生後12ヶ月未満の子供を養育している女性従業員には、1
日60分の休憩時間が与えられ、給与の全額が支給されま

す。その女性従業員が休憩時間中も勤務した場合、休憩
時間に応じた割増賃金を支給します。

• 女性従業員のための授乳室を設置することを奨励します。
女性従業員人数が1,000人を超える場合、授乳室の設置が

義務付けられています。

• 生後12ヶ月超の子供を育児中の女性従業員が搾乳するた

めの休暇時間を与えることを奨励します。この休憩時間
は当該女性従業員と雇用主の合意に基づくものとしてい
ます。

政令145の主要ポイント(続き）
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従業員の子供の為の保育施設の設置計画に関する規定

• 省の人民委員会は、労働集約地域で保育園と幼稚園の建設用
地を割り当て、又は従業員の需要に応じる為に保育園及び幼
稚園の建設に投資する雇用者に対して、土地、融資、行政手
続などの面で有利な条件を提供する責任があります。

• 雇用者が、保育園・幼稚園を建設する事、または人民委員会
が建設する際のその費用の一部を支援する事を奨励します。

女性従業員を多く雇用した事業体向けの税制優遇

• 女性従業員を多く雇用している事業体は減税を適用すること
ができます。

• 女性従業員への追加ベネフィットの給付、男女平等の促進、
セクシュアルハラスメント対策などに係る諸費用は、財務省
の指導に従い、法人所得税算定の際、損金として算入する事
が可能となります。

失業手当の最低支給額の明確化

従業員が12ヶ月以上勤続したが、失業手当の計算で使用
される労働期間が24ヶ月に満たない場合、雇用者は当該
従業員に対し、2ヶ月分以上の賃金に相当する失業手当を
支払う義務があります。

解雇された従業員の未消化の年次有給休暇買取額
の算定基礎となる給与額の改正

• 被雇用者が、失業、退職、又はその他の理由で雇用停
止となった場合、雇用者は、未消化の年次有給休暇の
日数に応じた給付を行う義務があります。

• 未消化の年次有給休暇の買取額の算定基礎となる給与
額は、労働契約書で合意された、退職または離職した
月の前月の給与額となります。

政令145の主要ポイント(続き）

新労働法における変更点に関連して、各企業・団体の内部労働規則（ILR）や団体協約（CLA）を改正する必要がある可能性

があります。

弊社の専門家は企業の労働法遵守支援、社内労働規則、労働協約、その他の社内方針の作成または修正、イミグレーショ
ン及び個人所得税などに関する業務において豊富な実務経験を有しております。政令145及び新労働法についてご興味のあ

る方、あるいはご質問のある方は気軽にお問い合わせください。
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