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新法令情報 

～新労働法の施行後1年を経て～ 

新労働法は、2012年6月18日に国会に承認され、2013年5月1日より施行されました。   

また、それに伴い、15以上の議定（Decree）及び決定（Circular）が公布されました。

新労働法が施行されてから1年が経過しましたが、これらの 新法令のうち、以下の項目

に関して、いくつかの重要な改正点についてご紹介します。 
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1 労働契約 

1.1 労働契約の締結及び履行に関する禁止行為 

労働者の保護をより手厚くすべきとの傾向の中、新労働法第 20 条は、以下の 2 つの

事項を労働契約の締結及び履行に際する使用者側の禁止行為として追加しました。 

 労働者の身分証明書・学位・証明書の原本を保管すること。 

 労働者に対して、労働契約の履行の担保として保証（現金又は財産）の提供を

要求すること。 

1.2 技術上又は営業上の秘密 

技術上又は営業上の秘密の保護（又は重要性）の認識が強まったことに伴って、新労

働法第 23 条は、労働者が技術上又は営業上の秘密に直接関わる業務を行う場合、使

用者は、違反を犯した場合の賠償を含む技術上又は営業上の秘密の保護を目的とした

書面による合意を労働者と行うことができると規定しました。 

実務上、使用者が技術上又は営業上の秘密に相当する知的財産権を保護するために契

約上の制限を設けることが当該規定によって認められています。 

1.3 試用期間 

旧労働法においては、試用期間について、「専門的又は高度な技術的スキル」を必要

とする業務については 60 日を超えてはならず、そのほかの業務については 30 日を超

えてはいけないと規定していました。しかしながら、実務上、「専門的又は高度な技

術的スキル」という用語の意味が不明確であることに起因して、当該規定に関して恣

意的かつ矛盾した運用がなされていました。  

この点、新労働法第 27 条によれば、試用期間の日数については、仕事を遂行するた

めに要求される専門的な技能レベルによって決定されるものとされました。すなわ

ち、大学以上の専門的な技能を要する業務の場合は、60 日を超えてはならず、中間的

な専門的な技能を要する業務の場合は、30 日を超えてはならないとし、その他の場合

には、6 日を超えてはならないと規定されました。 

なお、試用期間中の賃金に関して、新労働法第 28 条は、関連業務に対する賃金の少

なくとも 85％とし、旧労働法の 70％から引き上げました。 

1.4 無効となる労働契約 

労働契約の適法性を確保するために、新労働法の第 3 章第 4 節は、労働契約が無効と

なるケースとして、以下のケースを規定しています。  

 労働契約の内容全てが違法な場合。 

 労働契約を締結した者に正当な権限がない場合。 

 労働契約に含まれる業務が法律で禁止されている場合。 

 労働契約が労働者による労働組合への参加を制限又は妨害している場合。 

労働契約の内容の一部のみが法律に違反しているものの、契約の残りの部分に影響が

ない場合は、労働契約の当該一部のみが無効となります。  

使用者が法人である場合、その法定代表者は労働契約の締結に関して正当な権限を有

しております。従って、法定代表者以外の者が労働契約を締結する場合には、当該労

働契約は無効となり得るため、当該署名者が使用者のために労働契約を締結すること

に関して正当な権限を有しているかについて十分に注意を払う必要があります。 
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新労働法第 50.3 条は、労働契約の内容の一部又は全てにおいて、現行の労働契約に関

する法律、就業規則又は集団労働協約で規定している権利に比べ、労働者の権利を低

い水準で規定している場合、又は労働契約の内容が労働者のその他の権利を制限して

いる場合には、当該内容の一部又は全てが無効となると規定しています。さらに、新

労働法第 10.1 条は、法律上禁止されていない限り、労働者は、いかなる使用者の下で

もいかなる場所でも就労する権利を有していると規定しています。従って、労働契約

において使用者の競業者又は潜在的競業者の下で就労することを禁止する条項を設け

た場合、当該条項は、新労働法第 10.1 条に規定される就労する権利を侵害するものと

して、無効とみなされる可能性がある点に注意する必要があります。 

また、新労働法では、裁判所のみならず、労働監査官も労働契約の無効を宣言すること

ができます。なお、労働契約が完全に無効と判断された場合、労働者の権利・義務は、

法に従って確定され、また、労働契約の一部が無効と判断された場合には、当該無効と

判断された部分は、関連する集団労働協約又は労働法に適合するように修正されなけれ

ばなりません。 

2 労働契約の終了 

2.1 一方的解除 

新労働法第 38 条は、使用者が労働契約を解除できるケースについて重要な変更を行い

ました。労働者が懲戒解雇によって一方的に労働契約を終了させられる可能性を削除す

る一方で、別途当事者の合意がない限り、労働契約の一時停止期間が満了してから 15

日以内に労働者が復帰しなかった場合を新たな一方的解除事由として規定しました。 

しかしながら、新労働法は、上記の 15 日間よりも短い期間の合意を当事者間で行うこ

とができるかについて明確に規定していません。 

2.2 再編又は「経済的理由」に基づく人員の削減 

新労働法第 44 条は、多数の労働者に影響を与える、組織若しくは技術の変更、又は

「経済的理由（新労働法で新しく規定されました）」が存在する場合、使用者は、新労

働法の規定に基づき、労働者使用計画を作成し、履行しなければならないと規定しまし

た。そして、使用者が当該労働者使用計画の下で労働者を雇用し続けることができない

場合、使用者は、当該労働者の雇用を終了させることができると規定しています。もっ

とも、労働者は、少なくとも 12 ヶ月以上勤務した労働者に対して、勤続 1 年につき 1

か月分の賃金に相当する失業手当を支払わなければなりません。ただし、労働者が失業

保険に加入していた期間と使用者から解雇手当を受け取っていた期間（もしあれば）を

控除することができますが、 低でも 2 ヶ月以上の賃金に相当する失業手当は支払わな

ければなりません。 

旧労働法と比較して、新労働法の文言はやや曖昧です。すなわち、当該再編が「多く」

の労働者に影響を及ぼすようなケースにのみ、再編のために労働者の雇用を終了させる

ことができる雇用者の権利を行使できるのか、又は、一人の労働者に影響を及ぼすよう

なケースであっても当該権利を行使できるかについては必ずしも明確ではありません。 

また、再編によって「多く」の労働者との労働契約を終了する場合にのみ労働者使用計

画の作成が必要なのか、又は、一人の労働者との労働契約を終了する場合であっても労

働者使用計画の作成が必要となるのかは明確ではありません。 

さらに、新労働法では、労働者使用計画の作成によって当該規定の厳格な運用が意図さ

れている一方で、「経済的理由」という文言が曖昧であるため、使用者にとっては、経

営不振に陥った場合や経済的困難に直面した場合において、労働者との雇用を終了させ

る事由を拡大するために当該規定を用いることも可能性として考えられます。 
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2.3 雇用削減に伴う労働者への手当 

新労働法第 48 条及び第 49 条では、雇用削減に伴う労働者への手当に関して重要な変

更がなされています。技術の変更、経済的理由又は合併、分割等の結果、使用者が労

働者（少なくとも 12 ヶ月以上勤務した労働者）を削減する場合、使用者は、労働者

に対し、勤続 1 年につき半月分の賃金に相当する解雇手当及び勤続 1 年につき 1 カ月

分の賃金に相当する失業手当（ 低でも 2 ヶ月以上の賃金に相当する失業手当）の合

計（勤続 1年につき）1.5 ヶ月分の手当を支払う責任を負います。 

現時点では、当該規定に関する詳細なガイドはありませんが、上記のように手当を二

重に支払う必要がある点については、口頭ベースですが、弊事務所との会合において

労働傷病兵社会福祉省（Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs ： MO-

LISA）の確認を経ております。 

なお、上記の手当を算定する期間は、労働者が失業保険に加入していた期間（2009

年 1 月 1 日以降失業保険への加入は強制となっております）を控除することができま

す。したがって、2009 年 1 月 1 日以降に雇用した労働者を削減するようなケースで

は、上記規定は、使用者に対して大きな影響を与えないものと思われます。 

3 時間外手当 

3.1 深夜残業 

旧労働法及び関連法令によれば、深夜残業をした労働者は、日中の残業手当をベース

（日中の通常の営業時間に適用される賃金の少なくとも 150％、200％又は 300%）に

深夜残業手当分（日中の賃金の少なくとも 30%）を追加した手当を受け取る権利を有

しております。   

この点、新労働法第 97 条によれば、深夜残業をした労働者は、日中の残業手当（日

中の通常の営業時間に適用される賃金の少なくとも 150％、200％又は 300%）、深夜

残業手当（日中の賃金の少なくとも 30%）及び日中の賃金の少なくとも 20%の手当を

受け取る権利を有すると規定されております。この複雑な計算方法の下では深夜残業

手当の計算は必ずしも明らかではなく、今後、この論点に関する実務の運用のほか、

より明確な下位規定の公布を待つ必要があるように思われます。  

4  就業及び休憩時間 

4.1 残業時間 

新労働法第 106 条では、時間外労働について、1 か月で 30 時間を超えてはならない

と規定され、また、政府が規定する特別な場合においては、1 年で 300 時間を超えな

い時間外労働が認められると規定されています。 

また、新労働法第 107 条は、使用者は、以下の場合には、労働者に対して、いかなる

日でも時間外労働を要求する権利を有し、労働者はそれを拒否することができないと

規定しています。 

 国家が国防・安全保障上の緊急事態にある場合。 

 重大な事故、火災、洪水、嵐、地震、疫病又はその他の自然災害等が生じ、又

は生じ得る緊急事態において、人命又は財産を守るために必要な業務を履行す

る場合。 
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なお、2013 年 5 月 10 日に公布された、勤務時間・休憩時間・労働安全衛生に関する

労働法のガイドラインを規定する議定（Decree 45）によれば、①輸出用の特定の商

品の生産・加工のほか、②発電・電力供給、通信、石油精製、給排水、③その他、緊

急で遅延できない作業に従事する場合にも、1 年で 200 時間を超える時間外労働（た

だし、300 時間を超えてはいけません）が認められています。なお、上記の時間外労

働を行う場合には、管轄を有する地方の労働局に報告しなければなりません。 

また、時間外労働が 1 ヶ月間に 大 7 日間連続した場合において、代休を与えられな

かったときは、使用者は、労働者に対して、時間外労働賃金を労働者に支払う必要が

あります。 

4.2 祝祭日 

労働者にとってはいいニュースですが、新労働法第 115 条によれば、旧正月（テト）の

休暇期間が 4 日間から 5 日間に増え、年間の合計祝祭日日数が 10 日間に増えました。 

また、外国人労働者は、その伝統的正月と建国記念日に、それぞれ 1 日の休暇を取る

ことができます。外国人を雇用している使用者は、本規定に適合するよう当該休暇に

ついて公知する方針を検討すべきと思われます。しかしながら、当該外国人の伝統的

正月と建国記念日が通常の休日と重なった場合には、ベトナム人労働者とは異なり、

振替休日を取得することはできません。いずれにせよ、使用者は、上記の規定を考慮

に入れて、年次休暇を決定することが望ましいと思われます。 

4.3 産休期間 

新労働法第 157 条によって、産休期間が 4 ヶ月から 6 ヶ月に増えました。旧労働法に

比べて 2 ヶ月も産休期間が増えたため、使用者の立場からは、人材不足を防ぐため、

臨時スタッフの配置計画等を検討することが望ましいと思われます。 

5 就業規則 

5.1 就業規則違反 

新労働法第 125 条の下では、 大 6 ヶ月間まで賃金の低いポジションに配置するとい

う処分は規定されておりません。新労働法では、以下の処分が就業規則違反の処分と

して適用されます。 

 戒告処分 

 大 6ヶ月間の昇給期間の延長処分又は免職処分 

 解雇処分 

5.2 解雇処分の適用事由 

新労働法は、解雇処分が適用される事由について規定しています。すなわち、新労働法

第 126 条において、以下の事由が労働者を解雇できるケースとして規定されています。 

 労働者が窃盗、横領、賭博、故意に人を傷つける行為、職場内での麻薬の使

用、使用者の経営若しくは技術上秘密の漏洩又は知的所有権の侵害行為を行

い、使用者の資産若しくは利益に重大な損害をもたらす行為、または重大な損

害をもたらす恐れがある行為を行う場合 

 昇給期間延長処分を受けた労働者が、当該期間中に再犯した場合、又は免職処

分を受けた労働者が再犯した場合 

 労働者が月に合計 5 日、又は１年に合計 20 日、無断欠勤した場合 
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6 健康診断 

6.1 労働者のための定期健康診断 

労働者に対する所定の定期健康診断を保証するため、新労働法第 152 条では、使用者

は、毎年、職業訓練生を含む労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならず、ま

た、重労働や危険な業務に従事する労働者、未成年若しくは高齢の労働者に対しては、

少なくとも 6 カ月に 1回の健康診断を実施しなければならないと規定しています。  

7 労務派遣 

7.1 労務派遣―新しい概念 

海外（ベトナム国外）の使用者にとってはなじみのある概念である「労務派遣」という

概念が新労働法によってベトナムに導入されました。派遣労働者を利用することは、①

短期的な労働需要を満たすことでき、また、②特定の仕事をサポートするスキルを持っ

た人材を提供することができます。「労務派遣」を利用した場合、利益を享受する企業

（派遣先企業）は、派遣労働者とは（使用者として労働者に対して負担する義務を保証

する）労働契約関係にはなく、また、労働者の採用コストを削減することができます。   

労務派遣は、派遣元企業によって採用された労働者を派遣することを意味し、当該労働

者は派遣先企業の監督下に入るものの、労働契約関係については派遣元企業及び労働者

間に残り、派遣先企業は、当該労働者とは何ら労働契約関係にはないことになります。

これは、派遣元企業が使用者としての労働者に対する権利・義務を履行することを意味

します（逆も同じです）。  

新労働法によれば、労務派遣業は条件的ビジネスであり、特定の業種にのみ労務派遣を

行うことができます。また、労務派遣は、短期的な雇用需要を満たすことができ、か

つ、労働者を直接雇用することに伴う責任が発生しません。このことは、労働者の採用

コスト及び責任を負担することなく、特定のスキルを持ったスタッフを雇用できること

を意味します。  

2013 年 7 月 15 日に施行された、労務派遣に関する労働法のガイドラインを規定する議

定（Decree 55）は、労務派遣が禁止されている業種のほか、労務派遣において禁止さ

れている行為について規定しています。すなわち、持株会社とその子会社間では、労務

派遣契約を締結することはできず、また、グループ会社の子会社間においても労務派遣

契約を締結することはできません。また、ストライキや労務紛争に関与している労働者

の代用として労務派遣を利用することはできません。さらに、当該議定は、労務派遣を

行うことができる業種として、以下の 17 の業種をリストアップしております。 

(1) 翻訳、 通訳、速記者 

(2) 秘書、業務アシスタント 

(3) 受付 

(4) ツアーガイド 

(5) 営業アシスタント 

(6) プロジェクトアシスタント 

(7) 製造システムのプログラミング 

(8) テレビや通信機器の設置や生産ラインに従事する業務 

(9) 製造用の機械又は電気システムの操作、維持又は修理 

1.  18 歳未満の労働者を指します。 

2.  男性の場合には 60 歳以上を指し、女性の場合には 55 歳以上を指します。 
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(10) ビル又は工場の清掃 

(11) 資料の編集 

(12) 警備員 

(13) コールセンターのオペレーター 

(14) 財務又は税務の補助 

(15) 自動車の修理又はメインテナンス 

(16) スキャニング、産業デザイン、インテリアデザイン 

(17) 運転手 

7.2 労務派遣に基づく権利義務  

新労働法第 56 条は、労務派遣業に従事する企業（派遣元企業）の権利義務について

規定しています。重要なポイントは以下の通りです。 

 新労働法の規定に適合した労働契約を労働者と締結すること。 

 労働派遣契約の内容を労働者に通告すること。  

 法規に基づき、賃金、休日・有給休暇分の賃金、解雇手当、失業手当、強制社

会保険料、医療保険料、失業保険料を支払うこと。 

 派遣労働者の賃金として、派遣先企業において同一レベル又は同一若しくは同類

の業務に従事している労働者の賃金と比べ、それを下回らない額の支払うこと。  

 派遣先企業から労働規律違反を理由に労働者が戻された場合、労働規律に違反

した派遣労働者に対し、労働規律違反の処分を行うこと。  

派遣先企業の権利義務に関しては、新労働法第 57 条が規定しています。 

 労働派遣契約外の夜間勤務・時間外勤務をさせる場合には、派遣労働者と合意

すること。 

 派遣労働者と派遣元企業の労働契約が存続している場合において、派遣先企業

が派遣労働者を正式に採用するときは、派遣労働者および派遣元企業と合意す

ること。  

 合意した要求に応えることができない派遣労働者を、派遣元企業に戻すこと。  

派遣労働者の権利義務に関しては、新労働法第 58 条が規定しており、主な内容は以

下の通りです。 

 派遣先企業の指示、就業規則、労働規律及び集団労働協約を順守すること。  

 派遣元企業との労働契約の解除後又は派遣元企業との労働契約を一方的に解除

する権利を適法に行使した後、派遣先企業と直接労働契約を締結すること。  

7.3 新労働法の労務派遣に関する規定の実施 

新労働法の労務派遣に関する規定の実施は、ベトナムにおける労務派遣サービスに関

するビジネスを発展させる重要なステップです。これは、ベトナムでビジネスを行う

企業にとって柔軟な人材確保を可能にします。  

なお、実務においては、新労働法の規定を遵守するために、派遣元企業と派遣先企業

が密接に協力し合い、情報を共有することが望ましく、また、派遣先企業が労働者に

対して正しい賃金を支払うために、派遣先企業は、同レベルの職業資格若しくは同様

の職務上の肩書を保持する労働者又は同一若しくは同種の仕事を行っている労働者の

賃金に関する情報を提供することが望ましいと思われます。もっとも、派遣先の労働

者が同種の仕事を行っているかについては明確ではないケースも考えられます。   
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また、同種の仕事が行われているかどうかについて派遣元企業又は派遣先企業のいず

れが決定するかについては明確でないため、更なるガイドラインの公布が待たれま

す。  

8 外国人労働者 

8.1 外国人労働者の採用に関する新しい条件 

旧労働法と比較して、新労働法第 170 条は、外国人労働者を雇用する全ての外資企業

に対して当該外資企業が外国人労働者を雇用するために満たすべき条件を新たに一つ

追加したことに留意すべきです。すなわち、外資企業は、外国人労働者を採用する前

に、外国人労働者を雇用する必要性につき説明し、国家機関から書面による承認を得

なければなりません。 

もっとも、現時点では、当該承認の発行に関する手続は規定されていないため、承認

に必要な条件等は明確ではありません。また、「外資企業（foreign enterprise）」

が「外商投資企業」を含むかについても明確ではないため、更なるガイドラインの公

布が待たれます。 

8.2 就労許可 

新労働法第 173 条によれば、外国人労働者に対する就労許可の期間が 大 36 ヶ月から

24 ヶ月に減少された点についても留意が必要です。 

ベトナムにおける外国人の就労許可に関する議定（Decree 102）によれば、以下の通

りです。 

(a) 就労許可の期間延長についての言及はなく、就労許可の期間が満了したときは、

審査機関に対して新しい就労許可の申請書類を提出しなければなりません。 

(b) ベトナムにおいて就労する外国人の条件の一つとして、関連するビジネス分野に

おいて、専門家として少なくとも 5 年以上の経験又は熟練した労働者として少な

くとも 3 年以上の経験を有していなければなりません。 

(c) ベトナムに 3 カ月未満滞在する外国人であって、専門的なサービスを提供し、又

は専門的な問題、技術的な問題若しくは複雑な技術上の事態を取り扱う外国人に

ついては、就労許可の取得が免除されます。この規定は、3 カ月未満滞在する外

国人であれば業種に関わらず就労許可の取得を免除していた旧規定とは異なりま

す。  

また、当該議定は、WTO 加盟文書の合意に基づき、外国人労働者が就労許可を取得する

ことが免除されるケースを列挙しており、その 1 つとして、11 の特定のサービス業に

従事する企業の社内人事異動によるケースを挙げています。 

9 使用者及び従業員間のコミュニケーション規則 

9.1 コミュニケーション規則の実施 

職場における労使関係を構築するために使用者と労働者のコミュニケーションを強化

することを目的として、新労働法第 63 条は、全ての使用者と労働者は、政府の規定に

基づいて、職場におけるコミュニケーション規則を履行する義務を負うと規定してい

ます。  

これは、労働法における新しい規定であり、全ての使用者は、当該規定に注意を払う

必要があります。ここでは、2013 年 6 月 19 日に公布された議定（Decree 60）を紹介

します。 
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当該議定では、企業におけるコミュニケーション規則の実施に関して以下の 2 つの

規定を設けています。 

(a)  職場における対話 

(i) 定期的対話：労働者集会（Employee Conference）と重なるときを除

き、90 日に少なくとも 1 回は開催されます。 

(ii) 要求に基づく対話：各当事者の要求に従って開催されます。なお、要

求を受領した日から 10 営業日以内に使用者が開催します。 

(b)  労働者集会：少なくとも年に 1 回開催されます。 

なお、使用者は、上記の対話及び労働者集会の場所、時間及び施設を準備し、ま

た、上記の対話及び労働者集会を通じてコミュニケーション規則を促進することに

責任を負っています。加えて、当該議定は、その他会合、公示の掲載及び意見箱の

設置等の職場におけるコミュニケーションの実施について規定しています。 

9.2 報告及び行政処分 

全ての企業は、対話及びコミュニケーション規則に関する規定を遵守しなければな

らず、使用者は、年 1 回、関連当局に対してコミュニケーション規則の実施に関す

る報告を行う必要があります。しかしながら、当該報告の様式や手続の詳細につい

ては規定されておりません。 

また、労働分野に関する行政処分についての規則に関する草案によれば、以下の

ケースでは、20,000,000VND から 30,000,000 VND の罰金が課されます。①コミュ

ニケーション規則又は対話の実施に関する体制を構築しなかった場合、②労働者を

代表する組織の要求に基づく定期的対話又はその他の対話を実施しなかった場合若

しくは職場における対話のための適当な場所若しくは施設を設置しなかった場合。 

10 労働組合 

10.1 使用者の義務 

原則として、使用者は、その会社内に労働組合を設置する義務を負いません。もっ

とも、（関連する地区又は工業団地の労働組合によって）労働組合が設置された場

合には、使用者は、労働組合の活動に必要な場所及び環境を準備することによって

当該労働組合をサポートする必要があります。労働組合に関する新労働法第 13 章

の規定に加えて、労働組合法が 2012 年 6 月 20 日に国会で可決し、2013 年 1 月 1

日より施行されています。これらの規定は、労働組合の活動及びその幹部の役割と

いう観点から使用者に対して新たな義務を課すことによって労働組合の役割を強化

しています。  

(a) 労働組合非常勤幹部（Part-time trade union officers）:  

労働組合非常勤幹部は、企業で働く労働者であり、また、労働組合大会

（Trade Union General Meeting）にて労働組合の副委員長の地位に選ばれ

た幹部又は労働組合執行委員会（Executive Committee of a Trade Union）

によって指名された幹部として、労働組合に参加する者です。  

新労働法第 193.2 条によれば、労働組合法の規定に基づき、勤務中の時間を

労働組合活動に充てることができます。 

労働組合法によれば、労働組合非常勤幹部は、労働組合における役職に従っ

て月に 12 時間から 24 時間の時間を労働組合の活動に充てることができ、か

つ、通常の賃金を受け取ることができます。 
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企業内の労働組合執行委員会は、使用者との協議によって、労働組合非常勤

幹部による労働組合活動を行う時間の増加について協議することができま

す。 

さらに、労働組合非常勤幹部は、上級レベルの労働組合が主催する会議、勉

強会に参加することができ、使用者は、賃金を減額することなく、これを承

認しなければなりません。  

(b) 労働組合常勤幹部（Full-time trade union officers）:  

労働組合常勤幹部は、労働組合によって、採用され、かつ、給料が支払われ

ます。また、労働組合組織（企業内の労働組合を含む）において定時勤務を

行うために任命されます。  

新労働法第 193.3 条は、労働組合常勤幹部は、企業内で労働組合活動を行う

ために任命され、当該企業内で働く労働者と同様の利益を享受することがで

きると規定しています。  

10.2 労働組合非常勤幹部の雇用の終了 

新労働法は、労働組合非常勤幹部である労働者を保護するための規定を新たに設け

ています。  

(a)  労働組合非常勤幹部の任期期間中に労働契約の期間が満了した場合、労働組

合における任期期間に従って労働契約の期間は延長されます。  

この規定は、使用者側の決定に関わらず労働契約期間が延長されることが強

制される唯一の例外です。労働者が積極的に労働組合に加入することを奨励

するために設けられた規定と理解できます。なお、2008 年 11 月 5 日に公布さ

れたベトナム労働組合の定款（Charter of the Trade Union of Vietnam）に

よれば、労働組合幹部の任期は、5 年に 2 回開催される労働組合大会の時期と

対応します。 

(b) 使用者は、労働組合非常勤幹部である労働者との労働契約を適法に終了又は

解雇することを決定した場合、使用者は、企業内の労働組合執行委員会又は

その上級レベルの執行委員会からの書面による承認を得なければなりませ

ん。使用者及び労働組合が合意に達することができない場合、両当事者は、

関連当局に対して終了又は解雇の報告をしなければならず、当該報告から 30

日経過した後、使用者は、当該労働者との労働契約を終了又は解雇すること

ができます。  

10.3 労働組合基金  

新労働法は、労働組合基金について規定していませんが、労働組合法において使用

者の義務が規定されております。  

以前は、外国投資家によって設立された企業、外国投資家が 49%以上の株式を有す

るベトナム企業又はベトナムにおいて事業協力契約（Business Cooperation  

Contract）を締結した外国側当事者の事業オフィスは、労働組合の活動資金とし

て、ベトナム人労働者の賃金の 1%に相当する資金を拠出する必要がありました。       

また、上記の企業以外の全ての企業（企業内に労働組合を設置している企業）は、

労働者の賃金の 2%に相当する資金を拠出する必要がありました。 

2013 年 1 月 1 日以降、労働組合法が施行され、労働組合を設置していない企業を含

む全ての使用者は、労働組合基金を支えるために、使用者から支払われる賃金から

社会保険料を差し引いた賃金基本額の 2%に相当する資金を拠出する必要がありま

す。この規定は、以前は労働組合基金を拠出することが要求されていなかった使用

者に対しても新たな義務を課すものです。  
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11 その他の論点 

11.1 家事手伝いに従事する労働者 

家事手伝いに従事する労働者の労使関係は特別な特徴を有することから、新労働法

第 11 章第 5節は、家事手伝いに従事する労働者について独立した規定を設けていま

す。新労働法によれば、使用者は、労働法に規定される所定の情報を含む書面の労

働契約を家事手伝いに従事する労働者と締結しなければなりません。新しい規定の

下では、いずれの当事者も 15 日前に通告することによって一方的に労働契約を解除

することができます。 

11.2 ストライキ中の営業活動の停止 

新労働法第 214.3 条によれば、「企業の暫定的停止」という新しい概念が導入され

ました。これは、企業の資産を保護するため、企業の活動を妨害するために過激派

又は扇動者がストライキを利用することを防ぐため、又は、営業活動を行うための

労働者が不足しているために、使用者がストライキの期間中に営業活動を停止する

ことできる権利を指します。 

11.3 社会保険 

2006 年 6 月 29 日に公布された社会保険法第 91 条及び第 92 条に規定されているよ

うに、2014 年 1 月 1 日から、社会保険基金に支払われる額は、労働者の賃金（社会

保険料の計算基準となる額）の 2%分が増加され、この増加分の 1%ずつを労働者（合

計で 8%を負担）と使用者（合計で 18%を負担）でそれぞれ負担します。 

Frasers Law Company  
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