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パートナー弁護士任命のお知らせ 

弊事務所は、グエンラング博士を我々のホーチミン市オフィスのパート

ナー弁護士として入所したことを喜んで発表します。ラング博士は、フレ

イザーのパートナー弁護士として任命される 初のベトナム人です。  

ラング博士はベトナムのビジネス業界において非常に高く評価されてお

り、ホーチミン市法科大学から法学博士号を授与された 初の2人の一人で

した。ラング博士が世界で も権威のある法律事務所で働いて、輝かしい

キャリアを持っています。ラング博士はまた、ホーチミン市弁護士会のメ

ンバーです。  

マネージング・パートナーであるマーク·フレイザー氏は、「草案作成者と交渉者としての優れたスキル及

びベトナム企業法の深い知識を持つラング博士は、弊事務所にとって途方もなく大きい存在です」と述べ

ました。 

ラング博士は15年近くの法実務経験を持ち、これまで、多国籍企業に多種多様なアドバイスしているの

で、主要な外国人投資家が選ばれた弁護人です。 

ラング博士の実務は、合併・買収、対内投資、商取引、インフラ·プロジェクトなどの企業や商取引のすべ

ての側面を網羅しています。 

フレーザー氏は「フレイザー社員全員は、ラング博士を喜んで迎えます。彼女は卓越したスキルをもっ

て、我々のチームを強化し、ビジネスの運営に貴重な支援を提供し、フレイザーの発展と拡大を可能にし

てくれます。」ということをフレイザーのクライアントや友人に発表したいです。 

lang.nguyen@ frasersvn.comの電子メール又は我々のホーチミン市事務所の電話番号+84 8 3824 2733を通

じてラング博士に連絡することができます。  
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前号から今号までの間にベトナム法規範文書に興味深い進展が見られました。今月号のニュースレターで

は読者の関心する法律事項の情報を提供します。 

以下の情報を提供します。 

 改正個人所得税法の概要 

 教育分野における外国投資案件の法的問題について 

 2013年5月1日より施行される予定の外国人労働許可に関する政令草案の概要 

 銀行保証規制の変更点 

 建設許可に関する一部の規定の概要 

弊事務所のニュースレターは興味深い情報を確信して提供します。これらの情報に対する読者のコメン

ト、意見は newsletter@frasersvn.comという電子メールアドレスまでご送付していただければ、幸いで

す。 

また、法制度に関する有益な情報をご提供するこのニュースレターは正式な法律助言を意味しません。こ

のニュースレターにおいて触れている課題に関する更なる情報を求める読者は

legalenquiries@frasersvn.comのアドレスまでご連絡をしていただければ、幸いです。 

個人所得税法改正法 

国会第13会期第4会議では、活発な審議の後、2012年11月22日に改正個人所得税法 26/2012/QH13号（改正

個人所得税法法）を可決しました。 

個人所得税法改正法は納税者のほんとんどに影響を及ぶ、現行の個人所得税法の重要な変更をもたらし

た。その変更は以下のとおりです。 

納税者及びその扶養者に対する家計控除額の大幅増加 

も注目される個人所得税改正法の変更事項は、納税者及び扶養者に対する課税前納税所得から控除され

る金額の増加（家計控除額）です。この規定は議論を重ねて国税徴収による圧力と経済不況から悪影響を

受けている納税者への支援というバランスを達成するために公布されたものです。同税法が施行されると

きから、納税者の会計控除額が現在の400万ドン（200米ドル）/月から900万ドン（450米ドル）/月まで上

げられます。扶養者の会計控除額は160万ドン（80米ドル）/月から360万ドン（180米ドル）/月まで上げら

れます。 

その他に、改正個人所得税法では消費者物価指数が改正法の施行時又は家計控除額の直近調整時に比べて

20％以上変動すれば、政府は国会常務委員会に適切な家計控除額の調整額を提案する規定が取り入れられ

ました。  

証券譲渡の所得に対する税金計算期 

現行個人所得税法では、納税者が証券譲渡の所得に関して、年間所得又は所得の発生時に応じて、税金計

算期を選択して適用することができます。年間期を適用しようとする個人は、年初から税務署にそれを登

録しなければなりません。ただし、改正法ではこのような登録義務がなくなりました。実際に年初に税金

計算の年間期を税務署に登録して、実際に発生した所得への課税方法を適用されない投資家は株価が下落
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したにもかかわらず、証券株売買価格の0.1％に相当する税額を納付しなければならないという状況から

この改正が行われると思われます。 

不動産譲渡による個人所得税の脱税防止 

改正個人所得税法は不動産譲渡の課税所得を以下のとおり規定した。 

(a) 土地使用権及びと土地定着物の譲渡による所得 

(b) 家屋所有権又は使用権の譲渡による所得 

(c) 土地水域賃貸借権の譲渡による所得 

(d) 形態を問わない不動産譲渡によるその他の所得 

現行個人所得税法に比べて、改正法は上記の（ｄ）号に「形態を問わない」言葉のみを塚しました。こ

れは簡単に見えるが、当事者が委任契約を締結して、受任者は不動産の占有権、使用権、譲渡権を含め

る権限を与えられるという状況からこの変更が導入されたのではないかと思われます。この場合に、理

論上、個人所得税の納税義務が発生しませんが、行政機関は当該契約の本当な目的は不動産譲渡である

と判断します。そのため、改正不動産法はこの場合に対して所得税を課税します。 

改正個人所得税法は2013年6月1日より施行されます。 

教育訓練分野における外国投資に関する新しい政令について 

2012年9月26日に政府は、教育訓練分野における外国投資に関する政令73/2012/NĐ-CP号（政令73号）を

公布しました。政令73号は政令18/2001/NĐ-CP号及び政令06/2000/NĐ-CP号に定めた規制を廃止しまし

た。 

政令は教育訓練分野における外国投資への国家管理を強化しました。 

教育訓練分野における外国投資形態 

政令73号では、外国投資家は100％外資又は現地投資家との合弁の形態で教育機関を投資して設立するこ

とが可能です。 

政令73号は以下のとおり、設立可能な外資系教育機関を定めました。 

(a) 短期教育訓練機関 

(b) 外国人子供向けの外国教育カリキュラムを実施する幼稚園保育園機関 

(c) 外国人学生及び需要のあるベトナム人学生向けの外国カリキュラムを実施して、外国教育機関の卒

業証明書を付与する中等教育（小中高校学校）  

(d) 職業教育機関（職業センター、職業学校、専門学校、短期大学） 

(e) 大学教育機関（大学及び短大） 

ベトナム学生の受入れについて 

政令73号は外資系中等教育機関の設立を認めましたが（以前ハノイ及びホーチミン市での試験的な設立
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のみを認めます）、ベトナム学生を受入れる定員数を決めました。すなわち、ベトナム学生の割合は、

小学校、中学校の学生総数10％、高等学校の学生総数20％を越えてはなりません。 

外資系教育機関の設立要件について 

政令73号は外資系教育機関の設立要件をより厳しく規定しました。 

投資資本については、外資系教育機関の投資 低金額の規定は以下のとおりである。  

 

また、政令73号は、教育機関の名称、施設機材、カリキュラム、教師などに関する条件も定めます。 

手続の負担について 

政令73号は外資系教育機関を設立する手続負担を多く規定しました。この手続は、主に次の3段階を経る

必要があります。 

(a) 投資ライセンスの交付 

(i) 経済社会発展計画及び教育機関発展計画との適合性、F/S提案、土地確保、投資家の財政力に

関連する条件を満たすこと。 

(ii) 投資家資格証明書、経済技術説明書又はF/S提案などの投資証明書交付申請書の提出 

(iii) 多くの当局が投資審査証明書の交付に関わる（計画投資省、労働傷病兵社会省、教育訓練省

及び地方関係当局 

(b) 外資系教育機関設立許可決定が投資証明書が交付された後に発行されます。 

(i) 投資証明書、教育機関設立の詳細な提案、土地賃貸借又は土地交付証明書、施設建設提案又

は投資家財政力証明書などの提出と共に様々な条件を満たさなければならない。 

(ii) 教育機関の設立許可を与える機関は、機関の種類携帯によって政府首相、教育訓練大臣、労

働傷病兵社会大臣、省人民委員会委員長、又は県級人民委員会委員長である。 

(c) 教育活動の許認可は、教育機関設立許可が交付された後に以下の手続を経て交付される。教育機関

設立許可を得た後36ヶ月以内に当該機関が教育活動許可申請しなければならない。 

No 教育機関種類 
1 人学生あたりの 小限度投資率 (賃借料が

含まない) 
投資 少額 

 1 幼稚園保育園機関 3000 万ドン（1500 米ドルに相当する） なし 

 2 中等教育 5000 万ドン（2500 米ドルに相当する） 
500 億ドン（250 万米ドル

に相当する） 

 3 短期研修教育 2000 万ドン（1000 米ドルに相当する） なし 

 4 職業訓練センター 6000 万ドン（3000 米ドルに相当する） なし 

 5 

職業教育機関（職

業訓練センターを

除く） 

1 億ドン（5000 米ドルに相当する） 
1000 億ドン（500 万米ド

ルに相当する） 

 6 大学教育機関 1 億 5000 万ドン（7500 米ドルに相当する） 
3000 億ドン（1500 万米ド

ルに相当する） 
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(i) 許認可条件については、教育機関の組織体制が整備され、その組織既成及び運営が法律に遵

守し、投資資本、施設機材、教育カリキュラム、講師の条件が満たされる。 

(ii) 許認可を交付する当局は、当該機関の形態種類によって教育訓練大臣、労働傷病兵社会大臣

又は地方当局長になる。 

政令73号は2012年11月15日より施行されます。 

在ベトナム外国人労働者に適用される厳密な管理規制 

近に労働傷病兵社会省は在ベトナム外国人労働者に関する政令草案を作成しました(草案)。この草案

は2008年3月25日付の在ベトナム外国人の採用管理に関する政令34/2008/NĐ-CP号（政令34号）（2011年6

月17日付の政令46/2011/NĐ-CP号によって改正されました）を代替するものになります。 

草案の重要な改正点は在ベトナム外国人労働者への労働許可の条件及び手続です。政令34号に比べて、

草案は労働許可の交付条件を多く変更しません。ただし、政令34号の不明な規定が今回の草案が明確に

規定されました。草案が政令として公布されれば、以下の点を注意する必要があると考えられます。 

(a) 労働許可申請については、外国人労働者の使用に関する地方の労働傷病兵社会局の承認書が求めら

れます。現在、この承認書を得るための手続条件に関する規定が定められていません。これは現草

案の不明確なところとして、 後の草案で明記されると期待します。 

(b) 労働許可の 長機関は政令３４号に定める36ヶ月から２４ヶ月まで下げられます。 

(c) また、今後は労働許可の更新がなくなります。その代わりに、草案では、労働許可期間が終了する

ときに許可の再発行を申請しなければなりません。 

(d) 現行の政令３４号は、労働許可の要件としての労働者の勤務年数に関する規定を定めません。ただ

し、草案では、ベトナムでの労働許可を得るための条件として、専門家、技術労働者それぞれ５

年、３年の関係専門分野の勤務経験を持つことを求めます。 

その他、草案の注意すべき点は労働許可が免除される場合である。今後の政令が草案の内容を持って公

布されるのであれば、サービス販売、事故複雑な技術問題を解決する目的でベトナムで３ヶ月以下でベ

トナムに滞在する外国人は労働許可が免除されます。これに対して、現行の政令３４号では、３ヶ月以

下にベトナムで勤務する外国人はすべて労働許可が免除されます。また、WTOコミットメントに適合した

労働許可の免除も規定しました。すなわち、外国人は、WTOのサービス表に記載した１１サービス分野に

該当する社内移動は労働許可が免除されます。同草案では、商工省が上記の労働許可免除の対象者を確

認する手続を定める責任を負います。 

同草案は2013年5月1日より政令として公布され、施行される予定です。 

銀行保証規制の変更について 

2012年10月3日にベトナム国家銀行頭取は、2006年6月26日付の銀行保証に関する決定26/2006/QD-NHNN号

（決定26号）を代替する通達28/2012/TT-NHNN号（通達28号）を公布しました。通達28号は決定26号の一

部を維持しながら、以下の点を変更しました。 
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一部の定義変更 

決定26号は、保証方法に基づき、「銀行保証」を信用組織は顧客（被保証人）が債権者に対して金融義

務を履行しなかったり、適正に履行しなかったりする場合に、顧客の代わりに金融義務を履行するとい

う「コミットメント文書」であると定義しました。通達28号では、この定義をより正確化するために、

「銀行保証」を「コミットメント文書」の形を持つ「信用提供」の一種であると定義しました。 

さらに、銀行保証及び外貨に関する法令を統一していくために、「被保証人」と「保障者」の定義は通

達28号で改正されました。すなわち、決定26号の「国内外の組織と個人」が2005年12月13日付の法令

28/2005/PL-UBTVQH号及び施行細則に定める「居住者及び非居住者の組織・個人」に変更されました。 

外貨建ての銀行保証  

通達28号では、保証人は居住者である被保証人に対して適法な外貨取引について外貨で保証することを

認める。ただし、この保証提供は保証人の国内及び海外市場における経営範囲又は外貨サービス提供と

の適合を条件としてつけられています。「適法な外貨建て取引」は外貨管理規制に従う取引であると理

解されます。 

非居住者である被保証人への銀行保証 

信用機関は、非居住者である被保証人が、①海外で設立運営する企業で、その適法な営業分野に適合し

て製造経営案件を実施するためにベトナム企業が外国直接投資という形でそこに出資する場合、又は②

保証額100％を供託する場合に銀行保証を提供することができます。 

ただし、外国銀行支店は非居住者である被保証人が①保証人が居住者である、又は②被保証人が保証額

100％を供託する場合に銀行保証を提供することができます。非居住者である被保証人への保証提供は、

国家銀行による承認を得なければなりません。 

保証人は国家銀行に非居住者である被保証人に対する保証提供の日から営業日2日以内に通知しなければ

なりません。この規定に違反する場合は、保証人は非居住者である被保証人に保証を提供することがで

きなくなります。 

署名に関する要求 

近、一部の銀行は、銀行保証書が権限のある者に署名されないので無効であることを理由にして保証

義務の履行を拒否しました。そこで、保証書署名及び保証書の有効性は問題となっています。 

決定26号では、法定代表者が保証人の名を持って保証書の署名をする権限を持つ人でなければなりませ

ん。これに対して、通達28号15条は法定代表者、保証活動上のリスク管理者及び保証額審査者が共に保

証書に署名しなければなりません。  

通達28号におけるこの規定は、銀行保証提供及びその保証書の締結をみだりにする状況が複数の署名に

よって解決されるという考え方に支持されます。ただし、これに対して、不必要な複雑さをもたらし、

銀行が保証義務の履行を簡単に拒否することができるという反対の意見もあります。 

ベトナム語という法的な根拠について 

決定26号及び通達28号は共に保証取引に関連するすべての文書がベトナム語で作成されることを求めて

います。外国語は必要の場合に使うことができます。 
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通達28号はベトナム語と外国語の相違点が生じる場合にベトナム語が法的な根拠となることを強調しま

した。 

過渡規定 

通達28号は2012年12月2日より施行されます。同通達が発効する前に締結された保証契約は現行規定のと

おりに実施されます。ただし、通達28号は、これらの保証契約の変更追加は同通達に従うことも規定し

ました。 

新政令による建設許可の交付に関する規定の統一化  

政府は、個別の建物及び住宅への建設許可付与に関する管理規定を統一するために2012年4月9日に建設

許可の交付に関する政令64/2012/NĐ-CP号（政令64号）を公布しました。政令64号は、2012年10月20日に

施行され、政令12/2009/NĐ-CP号及び政令83/2009/NĐ-CP号の建設許可に関する規定及び政令39/2010/NĐ-

CP号の地下施設の建設許可に関する規定を代替したものです。 

政令64号の注目される規定は以下のとおりです。 

建設許可 

施設の建設を起工する前に事業主は、法律に定める場合を建設許可を得なければなりません。例えば、

当局に承認された建設投資案件に属する施設、施設の構造を変更しない改築、修理、設備据付、経済技

術報告書を策定すべきインフラ施設などは建設許可が不要です。 

建設許可は以下の3種類があります。 

(a) 新規建設 

(b) 改築及び 

(c) 施設の移転 

政令64号では、事業主が需要があれば、1級施設、特別級施設に対する段階的な建設許可の申請をするこ

とができます。ただし、事業主は 大限2段階に渡る建設許可を得ることができます。すなわち、①基本

工事及び地下施設（ある場合）の建設段階及び②路線による施設を除く施設本体の建設段階です。仮の

建設許可は、段階別又はプロジェクトではなく、個別の施設住宅のみに交付されます。複数の施設から

構成される案件については、事業主は当該プロジェクトの1件、数件又はすべての施設に対して建設許可

を申請することができます。 

建設許可の交付条件について 

政令64号は、都市部だけでなかく、郊外における個別の施設、住宅（施設という）への建設許可の条件

を定めいます。これらの条件は、①一般条件及び②個別条件の二種類に分けられます。 

一般条件の一つは、建設計画、土地使用目的、投資目標に合致するものである。個別条件については、

施設種類に応じて当該施設は詳細な当局によって承認された建設計画、企画管理規制、投資建築、都市

設計又は農村住宅計画に合致しなければなりません。ただし、多くの地域では、上記の建設計画が企画

されていません。そのためにこれらの個別条件は実際に簡単に実施できるようなものではありません。 
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また、施設は道路境界線、建設境界、建設安全性及び隣接施設との関係、環境保護、消防、インフラ（道

路、電気、上下水、通信）、水利施設・堤防の保護境界線、エネルギー、交通、歴史文化施設、爆発・有

害施設や国防安全施設との安全距離などの規定に遵守しなければなりません。 

特に、政令64号は施設の建設・設計申請書が資格のある組織個人によって作成され、設計が所定の審査承

認を得なければならないことを定めました。 

事業主は、仮の建設許可を得るために、仮の建設許可に記載した施設存在期間が過ぎた後に自ら当該施設

を破棄し、その損害賠償を請求しないことを約束しなければなりません。事業主が自ら破棄しなければ、

強制破棄をされ、その破棄費用を負担することになります。 

建設許可申請書類及び手続は政令64号に規定されています。 

建設許可の更新及び回収 

政令64号では、建設許可が交付された日から12ヶ月以内に施設を起工しなければなりません。事業主は、

所定の期間内に施設を起工しなければ、期限が過ぎる30日前に建設許可の更新を申請しなければなりませ

ん。政令64号は、建設許可の更新が一回のみであり、更新期間を6ヶ月以内であることも明記しました。 

政令64号は建設許可を回収される場合も具体的に定めました。  

(a) 当該建設許可は現行規定に従って交付されなかった場合 

(b) 建設許可の更新6ヶ月後、事業主は施設の起工をしなかった場合 

(c) 事業主は建設許可に反して建設した場合の違反処分書に記載した期間が過ぎたにもかかわらず、当

局の要求に従って犯則を克服していなかった場合 

 

 

 

 


