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関、イミグレーションの規制の概要
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1.税金、税関管理に関連する
規制及びガイダンス



Page 4

組織である納税者の事業本部が
隔離された地域（Covid-19によ
る管轄機関の通知による）にあ
り、確定申告の締め切りは隔離
期間中である場合、納税申告書
を提出することができず、提出
が遅延したとしても、その納税
者は規則上の行政処分の対象に
はならない。

1.1. 納税申告及び納付期限の延長
政府発行の2021年4月19日付の政令52/2021/ND-CPによると、特定の納税者に対する2021年の法人
所得税（CIT）、付加価値税（VAT）の納税申告・納付期限及び、土地賃借料の納付期限については、
次のように延長されます。

（ハノイ税務支局発行の2021年07
月29日付のOL 29592/CTHN-KK ）

以下の分野で活動する企業、組織、
個人事業主、個人：
• 運輸・倉庫業（物流）
• 宿泊・飲食サービス、
• 教育・訓練、医療・社会福祉活

動
• 不動産活動

開発が優先された裾野産業工業製品
及び主要な機械製品を製造する企業、
組織、個人事業主、個人

以下の分野で活動する企業、組織、
個人事業主、個人：
• 農業、林業、水産業
• 建設業
• 織物、衣装の製造
• 電子製品、コンピュータおよび

光学製品の製造、自動車および
その他の自動車の製造…

中小企業および零細企業

ベトナム国家銀行（「SBV」）の
規制に基づき、Covid-19の影響を
受けた企業、組織、個人である顧
客への支援を実施する信用機
関、外国銀行の支店

納税者

VAT

（輸入VATを除く）

延長後
納期限

月次申告の場合

2021年03月分 2021年09月20日

2021年04月分 2021年10月20日

2021年05月分 2021年11月20日

2021年06月分 2021年12月20日

2021年07月分 2021年12月20日

2021年08月分 2021年12月20日

四半期申告の場合

2021年度第1四半期分 2021年09月30日

2021年度第2四半期分 2021年12月30日

CIT

CITの仮払い

2021年度第1四半期分 2021年07月30日

2021年度第2四半期分 2021年10月30日

土地賃借料

2021年の最初の納
付分

2021年11月30日
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労災・職業病基金への社会保険料の減額

対象: 社会保険及び労働安全衛生に関する規則に定

める労働災害保険の適用を受ける労働者のた

めの労働災害保険基金に拠出する事業主;

拠出率: 社会保険給付の基礎となる給与の0%

目的: 雇用主は、労働災害保険基金への拠出金の削

減から得られた全額を、Covid-19を予防する

為の費用として使用することが可能。

適用期間: 2021年07月01日から2022年06月30日まで

退職・遺族基金への拠出の一時停止

適用対象:社会保険法第2条に規定する強制社会保険

の適用を受ける従業員及び事業主

条件: 事業主が申請書を提出しており、社会保険

料を全額支払い済み、あるいは2021年4月

末まで退職・遺族基金への拠出を一時的に

停止しているが、COVID-19のパンデミッ

クの影響で、社会保険に加入している従業

員数が2021年4月と比較し、申請時におい

て少なくとも15%減少した場合

適用期間:事業主が申請書を提出した月から6か月間。

一時停止が終了した時点で、従業員と事業

主は、退職・遺族基金に拠出を再開し、一

時停止期間分を補償することになる (補償

金には延滞金利は適用されません)。

1.2.従業員及び雇用者を支援するための方針

2021年07月01日付の2021年07月01日付のResolution No. 68/NQ-CP に基づき、Covid-19により
困難に直面している従業員および雇用者を支援するための方針の実施に関する規制

（首相府発行の2021年07月07日付の決定 No. 23/2021/QD-TTg）
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COVID-19パンデミック時における、輸入品のC/O

の提出期限及び、C/Oの書式に関する規則

• 特別優遇税率を適用するための通関手続きの実行

時にC / Oが準備できない場合、税関申告者は輸

入税関申告書でC / Oの提出が遅延する事を申告

し、その後、C/ Oの有効期間内に提出する必要

がある。

• 税関当局は、輸出国の権限のある当局が電子署名

及び電子印鑑を用いてC/Oの発給を通知すること

並びにC/O又はC/Oを調査する他の方法を検討す

るためのウェブサイトを提供することを条件とし

て、電子署名及び電子印鑑を用いてC/Oを受理す

る。

• 輸出国の権限のある当局が原本のC/Oのコピー/

スキャンを使用する事を通知し、税関当局がC/O

の有効性を判断するための、C/Oのコピー/ス

キャン又はウェブサイトその他の検査方法を提供

することを条件として、税関当局は C/Oのコ

ピー/スキャンを受け入れる。税関申告者は、輸

入税関申告書の登録の日から180日以内に原本の

C/Oを提出する責任を負う。

1.3. 税関手続

COVID-19パンデミック時の税関手続について:

• 税関申告者は、税関電子データ処理システムを介

して税関当局に申告書を提出する。その他の手順

は、オンライン公共サービスシステムで実行され

る。

• 集中隔離の期間中、物品が保管されている税関当

局又は輸出の国境ゲートは、規則に従って更なる

手続を実施するために、システムから受領した検

査結果を使用するために、物品の物理的検査を実

施する事を検討する。

COVID-19パンデミック時の、物品保管場所及

び物品保管・保管場所の税関検査について

• Circular 39/2018/TT-BTCの第1条第19項で

修正及び補足されたCircular38/2015/TT-

BTCの第32条第5項ｂ1.1の規定に基づく物

品の保管の検査は、税関総局が新たな通知

を発行するまで一時的に停止する。

• Circular 39/2018/TT-BTC第19条第1項で修

正及び補足された Circular 38/2015/TT-

BTC第32条第5項ｂ.1.3,の規定に基づく、

物品保管場所の検査: 最初に申告登録され

た税関支局は、一時的に物品保管場所の検

査を一時停止し、企業に対して、ビデオ記

録デバイスを介して、物品の保管場所のオ

ンライン画像を提供することを要求する。

（財務省発行の2020年05月27日付の通達 47/2020日TT-BTC ）

（税関総局発行の2021年05月27日付のOL 2547/TCHQ-GSQL ）

（税関総局発行の2021年07月22日付のOL
3695/TCHQ-GSQL）
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必要書類のハードコピーの提出を、デジタル署名

付きのスキャンコピーに置き換えることによる、

より迅速な商品の通関手続

社会隔離の期間における、通関の問題を解決する

ために税関総局は、ハードコピーで提出しなけれ

ばならない文書について、企業はスキャンしたコ

ピー（デジタル署名付き）を提出することを一時

的に許可した。ただし、企業は、電子税関申告書

の「メモ欄」に書類の提出が遅れたことを通知し、

税関申告日から30日以内にオリジナル文書を提出

する必要がある。

• 企業または税関支局の所在地が封鎖区域内にあ

る場合、紙の書類の追加提出の期限は、封鎖期

間が終了した日から5営業日以内となる。

• オリジナル文書の提出が遅れた場合は、税関支

局長がケースバイケースで承認することになり

ます。期限が過ぎても、企業がオリジナル文書

を提出しない場合、規則に従って処理されるか、

違反の兆候が発見された場合、通関後の税関監

査が行われる可能性がある。

Covid-19パンデミックの予防と管理のための

支援物資の迅速な通関の促進

• 税関総局は、税関各支局に対してCovid-19

のパンデミック予防と管理を支援する医薬

品、医療物資、ワクチンなどの輸出入出荷

の通関手続を容易にするよう指導した。

Cat Lai（カットライ）港の港湾混雑への解決策

• 混雑を緩和するために、税関総局は、ホーチミ

ン市の税関局に、通関目的でカットライ港から

他の港またはICDに移送される商品を一時的に

監督する。

• 適用期間: 2021年8月2日より、ホーチミン市人

民委員会が指示16の実施を停止すると発表した

日から15日を経過する日まで。

1.3.税関手続(続き)

（税関総局発行の2021年08月02日付のOL
3847/TCHQ-GSQL）

（税関総局発行の2021年08月11日のOL 3980/TCHQ-
GSQL）

（税関総局発行の2021年07月29日付の
OL3794/TCHQ-GSQL）



2.Covid-19により発生した労働
関連費用
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COVID-19の検査費用

CIT: 従業員がCovid-19テスト及びワクチン
接種を受ける際にその費用が会社から
支払われる場合、従業員への福利厚生
費とみなされる。

従って、通達第No.78/2014/TT-BTC号
(通達第 No.96/2015/TT-BTC号の第4条
で改正済) の第6条第2項の2.3に規定さ
れている条件を満たし、かつ福利厚生費
の総額が、その課税年度の平均給与の
1 ヶ月分を超えない範囲で、十分なイン
ボイス等の支払に関する証憑書類があれ
ば、法人税の課税所得の計算上、控除す
ることができる。

2.1 従業員に係る費用

(ハノイ税務局発行の2021年8月13日付オフィシャル
レターNo.31557/CTHN-TTHT）

隔離施設に係る費用

CIT: 会社が従業員との間で労働契約を締結
し、その労働契約書に、当該従業員に
住宅費用を会社が負担する旨明記され
ている場合、隔離施設に支払われた費
用は、その支払いに関する所定のイン
ボイス等の証憑が十分に揃っていれば、
CIT課税所得の計算上控除が可能。

(ハノイ税務署発行の2021年8月13日付オフィシャ
ルレターNo.31557/CTHN-TTHT）

PIT: SARS-CoV-2のテスト費用（ＰＣＲ検査
費用）を、会社が負担した場合、従業員
が会社から直接享受した福利厚生費とみ
なされ、その従業員の個人所得税の課税
所得に含まれます。

(ハイフォン税務局発行の2021年7月5日付オフィ
シャルレターNo.1609/CTHPH-TTHT）
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予防の為の物品の購入費用

マスク、消毒剤などの購入費用

CIT: 十分な証拠書類があれば控除可能

PIT: 特定の個人向けではなく、グループ向
けの支出の場合はPITの対象外

(ハノイ税務局発行の2020年7月16日付オフィシャ
ルレターNo.66297/CT-TTHT）

PIT: Covid-19予防の為の経費の内容を記述
した書類に、特定の従業員の名前が明
記されている場合は、PITの対象となる。

(ハノイ税務局発行の2021年8月13日付オフィシャ
ルレターNo.31557/CTHN-TTHT）

Covid-19による休職者への給付

CIT: COVID-19パンデミックの影響による
社会隔離のために休職、待機している
従業員の給与、賃金、福利厚生の費用
は、ルールに従った十分な裏付け書類
がある場合、CITの計算上控除が可能。

(ハノイ税務局発行の2020年10月09日付オフィ
シャルレターNo.89924/CT-TTHT）

工場に滞在する従業員に係る費用

CIT: 従業員が会社の施設内に滞在して仕事
する所謂「3つの現場」に関連する費
用（会社の施設内で滞在する従業員の
宿泊施設や食事の手配、出勤時及び帰
宅時に定期的に実施される従業員向け
の検査費用、会社の施設内に滞在する
従業員への手当など）は、平均給与の
1ヶ月分を超えず、かつ、十分な裏付
け書類があれば、従業員の福利厚生費
としてCITの控除対象となる。

(バクニン税務局発行の2021年6月29日付オフィ
シャルレターNo.1883/CTBNI-TTHT）

2.1 従業員に係る費用（続き）
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• 会社が従業員との間で労働契約を締結し、そ
の労働契約書に、当該従業員に住宅費用を会
社が負担する旨明記されている場合、隔離施
設に支払われた費用は、その支払いに関する
所定のインボイス等の証憑が十分に揃ってい
れば、CIT課税所得の計算上控除が可能となる。

• 十分な裏付け書類があれば、CIT課税所得の計
算上控除が可能。

• 企業の社長、役員が、ベトナムに入国する際
に、政府が定めた隔離手続を実施する際の費
用は、 (会社の生産活動や事業活動とは関係が
ないため) CIT課税所得の計算上、損金算入さ
れない。

• 双方が合意し、現行の規定に沿って外国人に
直接支払われる福利厚生費とみなされる費用
は、規定に従った十分な請求書と支払証憑が
裏付けられており、福利厚生費の総額が課税
年度の実質的な平均1ヶ月分の給与を超えない
場合、法人税の課税所得を計算する際に控除
することが可能。

2.2. 外国人に係る費用

隔離費用

• 外国人従業員がベトナムに入国する際に
COVID-19の予防の為の隔離に要した費用
を会社が負担する場合、当該費用は従業員
のベネフィットとして、当該従業員の給
与・賃金に係るPITの課税所得に含まれる。

• 企業がホテルに直接支払った費用は、当該
外国専門家のPITの課税対象には含まれな
い。

• この手当は、会社が従業員に支払う給与や
賃金から得られる個人所得税の対象となる
所得に含まれなければなりません。会社は、
規則に従って個人所得税を源泉徴収し、申
告・納付する義務がある。

• 法律で定められた外国人の検疫手続きのた
めの費用は、その費用が文書化され、外国
人の名前が明記されていれば、個人所得税
の対象となる所得に含まれる。

CIT PIT

(税務総局発行の2020年11月26日付オフィシャルレターNo.5032/TCT-CS）

(バクニン税務局発行の2020年7月6日付オフィシャルレターNo.2220/CT-TTHT）

(ホーチミン税務局発行の2020年9月1日付オフィシャルレターNo.11254/CT-TTHT）

(ハノイ税務局発行の2020年11月10日付オフィシャルレターNo.97748/CT-TTHT）

Covid-19予防の為の、外国人専門家のホテル隔離費用:
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滞在（宿泊）費用

PIT: ハノイで個人住宅を賃借している外
国人専門家が、会社の生産と事業活
動を確実にし、予防と管理措置に関
する首相の指示に従うために、一時
的にバクニンのホテルに滞在しなけ
ればならない場合、その滞在費用は
PITの課税対象には含まれない。

COVID-19 検査費用

CIT: 外国人専門家のための、Covid-19検
査の費用は、従業員に直接支払われ
た給付とみなされ、規則に従った十
分なインボイス等の証拠書類があれ
ば、CITの課税所得の計算上、控除
が可能。

2.3.外国人に係る費用（続き）

(バクニン税務局発行の2021年7月6日付オフィシャルレ
ターNo.2221/CT-TTHT)

(税務総局発行の2020年11月26日付オフィシャルレター
No.5032/TCT-CS）



3. Covid-19に関連する製造及び
管理費用
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3.1. COVID-19の予防を支援する費用

CIT: 規則に基づいた寄付を受ける正
式な機関を通じ、ベトナムにお
けるCOVID-19の予防のために現
寄付を行う際（現金、現物問わ
ず）、この費用は、十分な裏付
け資料が揃っていれば、CITの算
定上損金算入することが出来る。

3.2. 固定資産の減価償却費に対するCIT

一部の地方税務当局は、通達に定め
られた特定の状況に該当しない事を
理由に、操業停止期間中の減価償却
費を控除できないとしていた。

しかし、財務省は特定のケースを紹
介するオフィシャルレターを発行し、
「需要の減少により、困難に直面し
ている企業は、2020年の法人所得税
課税期間中、9ヶ月未満の複数の固定
資産の操業を一時的に停止を余儀な
くされたが、その後、これらの固定
資産は引き続き生産や事業活動に投
入されるため、上記の操業停止は、
季節的な生産による一時的なものと
みなされる」、とした。したがって、
この期間に計上された減価償却費は、
法人税の損金算入が認められること
となる。

（財務省発行の2020年10月09日付のOL 12452/BTC-TCT）

（政府発行の2021年03月31日付の政令44/2021/ND-CP）

（財務省発行の2021年06月02日付の通達41/2021/TT-BTC）

3. Covid-19に関連する製造及び管理費用



4. イミグレーション
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4.1. 通常のケースにおける隔離期
間の短縮
ベトナムへの入国者については、21日間の集
中隔離と集中隔離後の7日間の自宅隔離（2021
年5月5日付緊急公文No.600/CD-BCDによる）
から、集中隔離14日間、続く14日間の自宅隔
離に変更となった。

4.2. 十分にワクチン接種済の者又
はCovid-19から完治した入国
者に対する隔離期間の短縮

1. 出発前72時間以内に権限のある国家の検査
機関に認定された、SARS-CoV-2（RT-PCR / 
RT-LAMP法で）陰性証明があること; 

2. 新型コロナウイルスワクチンを十分に接種
済みで（最後の接種日から入国日までに14
日以上経過しており、かつ入国日まで12か
月以内であること）、ワクチン接種証明書
を有していること。

もしくは: 

SARS-CoV-2に感染したことがあり（入国日前
6か月以内のRT-PCR法によるSAR-COV-2の陽
性証明書を有し）、治療国の管轄当局によっ
て発行されたCOVID19からの完治証明書また
はこれと同等の証明書を有すること。

上記の条件を満たしていない場合、適用され
る隔離期間は、現在と同様、14日間の集中隔
離と、続く14日間の自宅・居住地での健康観
察が適用される。

各地方は地方に応じた具体的な方向性や指示
に従って、上記の内容を実施する。

4.3. 予防接種証明書／Covid-19
からの完治証明書の確認・
認証に関するガイダンス及
び外交ルートで導入された
紙ベースのフォームのリス
トのアップデートについて

オフィシャルレター第No.6288/BYT/MT号
で規定された隔離に関するガイダンスを実
施するために、領事館は海外ベトナム駐在
員事務所に以下のように要請しました。

• COVID-19のワクチンを十分受けた証明
書やCOVID-19からの完治証明書の
フォームが在外国の領事事務所（以下
「RO」）に導入されていない場合、RO
は入国者が当該証明書をベトナム国内で
使用できるように、合法化/証明の手続
きを行うこととする。

• COVID-19のワクチンの十分に受けた証
明書やCOVID-19からの完治証明書のサ
ンプルが外交ルートによりROに正式に
導入されている場合：ROは対象者にそ
の証明書を直接ベトナムに持ち帰るよう
に指示し、ベトナム国内の機関が公式に
導入されたサンプルとの比較検討を行う。

• 正式に導入されている予防接種証明書／
Covid-19からの完治証明書は定期的に更
新されており、領事部のウェブサイト
（https://lanhsuvietnam.gov.vn/）で公
開されている。

(保健省発行の2021年7月14日付オフィシャルレター
No.5599/BYT-MT）

(保健省発行の2021年8月4日付オフィシャルレター
No.6288/BYT-MT）

(外務省領事部発行の2021年8月6日付オフィ
シャルレターNo.2974/LS-PL、外務省領事部
発行の2021年8月13日付オフィシャルレター
No.3100/LS-PL）

https://lanhsuvietnam.gov.vn/default.aspx
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