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2030年までの外国投資協力に向

けた方針に関する決議No.50-

NQ/TW号を実行するための行動計

画に関する決議No.58/NQ-CP号

2020年5月20日

ALERT ON THE PLANNED 
POLICIES FOR FOREIGN 
DIRECT INVESTMENT

ベトナムにおける2030年までの外国投資協力に向けた方針を定めた2019年8月20日付決議第50-NQ/TW号（以下「決議50/TW」という）につ

いて、その目的、課題及び対策を具体化するために、政府は決議50/TW号を実施するための行動計画について、2020年4月27日付決議第

58/NQ-CP号（以下「決議58/CP」という）を発行しました。

概要

決議58/CPは、国際競争、主要経済国間の貿易紛争及びCovid-19の

パンデミックの影響などを背景とした外国投資の傾向を評価しつつ、

決議50/TWで定めた目標、方針、課題、対策に基づいて策定された

ものであります。それに伴い、政府は2020年から2021年までの期間

に実行するため、各省庁及び地方自治体に具体的な責任を与えてい

ます。

注目すべき内容

(1)外国投資の奨励や誘致または、外国人投資家を管理するための

投資政策に関する内容

投資法（改正）

2020年に国会で承認される見込み

• 以下を対象とした優遇政策を規定

 大規模プロジェクト、国家的な重要プロジェクト、ハイテクプ

ロジェクト等

 付加価値の高い生産と供給網を有する、または、地域市場及び

グローバル市場に参入する、ベトナムに統括拠点を設置する、

研究開発センターやイノベーションセンターを設立する、など

の要件を満たす多国籍企業や戦略投資家

• 様々な基準に基づく投資インセンティブの仕組や政策に関する規制

• 古い技術を使用し、環境汚染や天然資源を大量に消費する潜在的リ

スクを有するプロジェクトを対象に事業拡大または活動延長への許

可を与えないものとする規定

投資法（改正）のガイダンスとなる政令

政府への提出期限：2020年

• 分野、領域または地域の発展方針に応じて、適正な外国投資の誘致

を選択、または優先順位をつけるための投資基準に関する規定

• 経済、社会、環境、国家安全保障及び防衛における外国投資の効率

性を評価するための基準に関する規定

報告書及び首相の決定

政府への提出期限：2020年～2021年

• 2021～2030年の外国投資協力戦略、外国投資を呼びかける国家プロ

ジェクトリストの決定

• 過小資本、アンダーグラウンド投資、隠れた投資の状況を打開する

ための規制の研究及び開発に関する報告
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(2) 税制優遇政策及び移転価格に関する内容

関連税法

政府の年間法令作成プログラムによる

• 条件の充足、コミットメント及び事後検査に関連する投資イン

センティブ適用の仕組に関する規定

政令第20/2017/ND-CP号を改正及び補足する政令、並びに関連当事

者間取引に関する税務管理に関する法律のガイダンス

政府への提出期限：2020年

• 移転価格に関する規制の修正及び補足：データベースの構築、

情報開示等及び、移転価格に特化した仕組の構築

(3) その他の内容

裾野産業に関する規定の改善及び完成（2020年～2021年）、ハイ

テクパークの効率化を促進するための政策に関する政令の策定

（2020年）

外国人投資家への弊社の推奨事項

決議58/CPの行動計画によると、外国投資の協力と誘致に関するほと

んどの政策や法的文書が2020年に策定され、所轄官庁に検討・公布さ

れるものであるため、投資家はこれを投資機会と捉え、適切な戦略と

計画を構築するために以下の行動を検討することをお勧めします。

• 投資法(改正)と法律をよりどころとする政令を中心に、緊急に開発

され完成し、2020年に発行が予定されている外国投資の協力と誘致

に関する政策や法律文書における重要な変更点を注視し、検討する。

• Covid-19パンデミックの影響による世界的な投資の再編からの新た

な投資資金を含め、早期に経済を回復させるために外国投資との協

力を促進または外国投資を誘致する目的の、ベトナム政府の具体的

な計画と政策を把握する。これらの計画と政策は、決議58/CPに基

づいて構築された外国投資との協力と投資誘致に関する政策と法的

文書に従って実施される。

Deloitte Vietnamは、長年にわたり税務分野のみならず、他の分野や領域を網羅し、政府や各省庁から法的政策の策定や評価に意見を

提供するよう選定された業界をリードするアドバイザリー・監査法人の一つであり、信頼できるアドバイザーです。投資家の皆様、事

業者の皆様の中に、本決議の詳細にご興味のある場合あるいは他のご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
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