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入国について

Covid-19の拡大を防ぐために、ベトナム政府は渡航を制限するための

様々な措置を行っています。具体的には以下の通りです。

• Covid-19パンデミックの影響を受けた国と地域からの外国人従業員

への新規ワークパーミットの発行を一時停止する。

• 2020年3月18日午前0時から30日間、すべての旅行者のビザ発給を一

時停止する。

• 2020年3月22日午前0時からの外国人の入国を一時停止する。

ビザの更新（1ヵ月ビザ、3ヶ月ビザ）やワークパーミットの更新は可能

ですが、制限されています。これらの措置は、労務管理当局からの更な

る通知があるまで効力を有します。

社会保険について

2020年3月17日、ベトナム社会保険庁はオフィシャルレター第 860/BHXH-

BT号を発行し、Covid-19パンデミックの影響による一時的な事業活動の

停止前と比べ、保険加入中の総従業員数の50％以上の従業員が一時的に

休職する企業、または総資産額（土地または土地使用権の価値を除く）

の50％以上の損失を抱えている企業に対して、年金・遺族保険基金への

支払（22％）を中断することが認められます。このような企業は、中断

期間後、年金および遺族基金に遡って支払することにになりますが、遅

延利息は発生しません。

上記の適用期間は2020年6月までですが、Covid-19パンデミックが終息し

ない場合は、2020年12月まで延長される可能性があります。

なお、条件を満たす企業は申請書を提出する必要があります。

個人所得税 (“PIT”)について

2020年4月3日、財務省は、Covid-19の影響を受ける特定の経済分野で

事業を営む個人事業主及び世帯向けのPIT支払期限を延長する事項を

含めた政令案を政府に提案しました。これに伴い、2020年中に支払期

限となる個人所得税の支払が2020年12月31日まで延長され、遅延利息

が免除されることになります。 対象の納税者は、2020年7月30日まで

に税務当局に申請書を送付する必要があります。

2020年4月3日に国会常任委員会は、PITにおける控除額を拡大するた

めの決議草案を作成しました。主な内容は以下の通りです。

• 基礎控除額を9百万ドン/月から11百万ドン/月に増額する。

• 扶養控除額を3百60万ドン/月/人から4百40万ドン/月/人に増額する。

本決議草案は2020年4月中に承認され、2020年からの適用が見込まれ

ています。

上記の政令および決議の正式発行の際には、詳細について別途お知ら

せいたします。

その他

休職期間中に従業員に支払われる賃金

• Covid-19の影響で、従業員が業務を停止しなければならない場合、

休職期間中に支払われる賃金は、双方が合意したものとなりますが、

現行の地域最低賃金額を下回ることはできません。

• 雇用者の困難度合い応じて、雇用者は、従業員を一時的に別の業務

に配置することや、従業員との合意により労働契約を停止、又は、

一方的に労働契約を解除（事業縮小の適切な理由を有する場合）す

ることが認められます。
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企業がすべきこと

ベトナムへの入国が制限されている中で、外国人従業員を雇用する事

業者は、当局からの更なる指示があるまで赴任開始日を柔軟に調整し、

また、支払う必要のあるPIT義務を遵守することが求められます。

企業は、財政負担を軽減するために、上記の納税期限の延長および社

会保険料支払の中断について適格性を評価する必要があります。

運輸、観光、ホテル、繊維などCovid-19の影響に直面している企業は、

様々なシナリオの下で人材に関する適切な計画を準備する必要があり

ます。

雇用者は、渡航制限や社会隔離などによる人材確保の困難さに直面し、

事業運営に影響が出る可能性があります。雇用者は、事業計画の遵守

への準備のみならず、病気が発生した場合の雇用者と従業員との関係

についても、十分な準備をされておくことをお勧めします。

Deloitte のサポート内容

弊社の専門スタッフは、以下のような実践的なサポートを提供してお

ります。

• 関連当局からの更なるガイダンスについての最新情報の提供

• Covid-19 の影響を受ける可能性のある雇用者と外国人従業員双方

のために、支払うべきPITのレビューとアドバイスの提供

• 在ベトナム駐在員のためのビザまたはワークパーミットの更新の継

続的なサポート

• 税金支払期限の延長や社会保険料支払の中断という政府の支援措置

の中で、企業の適格性の評価や、提出書類作成などのサポート

• Covid-19に起因する労働に関する問題（退職金・休業手当と関連税

務問題、雇用者と従業員との関係、業務停止に関する雇用者と従業

員の合意等）の検討及びアドバイス
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