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ベトナム政府は、2020年4月23日午前0時から、ほぼ全ての省・町に対して社会隔離を緩和することを決定しました。この決定により、

以下のような入国手続の再開を含め、ベトナムにおける重要な活動に対する制限が大きく緩和されました。

• 入国管理局は2020年4月23日より活動を再開しており、現在は期限切れビザの延長が可能となっており、主にCovid-19パンデミッ

クにより帰国できない観光客への人道的保護という形でのビザ延長支援が行われています。但し、2020年3月22日午前0時より政

府によるベトナムへの外国人の入国停止の発表以降、入国ビザの発給停止について変更はありません。

• Covid-19パンデミックの影響を受けた国・地域の外国人従業員への新規労働許可証の発行は、当局からの更なる通知があるまで

停止されています。労働許可証の更新は（制限される場合を除く）健康状態を確認するための最新の健康診断証明書と、申請者

の渡航歴を確認するためのパスポートの原本を提示しなければなりません。

What’s the news

Deloitteのサポート内容

• 在ベトナムの駐在員のためのビザ又は労働許可証の更新の継続

的なサポート

• 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

• ご参考までに、よくある質問及びその回答を次ページに掲載し

ます。

検討すべき事項

• ベトナム国外にいる外国人従業員は、当局からの通知があるま

で、ベトナムへの入国を柔軟に調整することをお勧めします。

• 有効期限の到来したビザ又は労働許可証を保有する外国人は、

追加の必要書類を準備しておくことをお勧めします。

Executive Summary
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よくある質問及び回答

質問 回答

Covid-19の影響を受けた外国人従業員が就労
を中断された場合、ビザ又は労働許可証の変
更が必要になりますか？

ベトナムへの赴任または現在のベトナム派遣先との労働契約が
終了とならない限り、不要です。

ベトナムの雇用者がCovid-19の影響で外国人
従業員の労働時間を短縮した場合、または外
国人従業員を解雇した場合、将来的に他の外
国人従業員のビザ取得時の保証人資格に影響
はありますか？

影響はありません。

Covid-19の影響で外国人従業員が現在ベトナ
ムに滞在していない場合、ビザや労働許可証
を取り消される可能性はありますか？

Covid-19の影響で、ベトナム政府は外国人に対してベトナム入
国を禁止しています。 これにより、有効な労働許可証及びビザ
を保有していたとしても、期限内にベトナムに戻ることができ
ない場合、期限が到来した時点で無効となります。

2020年4月1日から2020年4月22日までのベトナ
ム全国での社会隔離期間に伴い、入国管理局
休業によりビザの期限が到来したものの更新
できなかった場合、オーバーステイによるペ
ナルティは発生しますか？

当該期間内にビザの期限が到来した場合、オーバーステイとは
みなされません。但し、入国管理局が再開した2020年4月23日よ
り、ビザを更新する必要があります。

ベトナムに外国人が入国可能となる予定日は
いつですか？

Covid-19の状況が不透明なため、外国人が再びベトナムに入国
または就労することが可能となる日は、現時点では予測できま
せん。しかし、ベトナム政府は現在、専門家、CEO、管理者、技
術者などの外国人に対する特別入国手続の適用及び新たな労働
許可証の発行に関する決議草案を作成しています。
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Why Deloitte?
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