
 

 

 

項目 現労働法 最新の労働法改正の草案 

試用 
1. 使用者と労働者は、試用および試用期間

中の両当事者の権利と義務について協議す

ることができる。試用について合意した場

合、両当事者は試用契約を締結できる。 

試用契約は、本法の第 23 条第 1 項第 a、

b、c、d、e、g、h 号に規定する内容を含

む。 

季節的な業務の労働契約に基づいて勤務す

る労働者については、試用を不要とする。 

2. 季節的な業務の労働契約に基づき勤務す

る労働者については、試用を不要とする。 

（同法第 26 条参照） 

1．第 24 条第 1 項で、草案は以下のように試用の目的を

追加する。 

「試用は使用者から労働者に割り当てられた仕事の適合

性を確認することを目的とする。」 

2．第 2 項で、草案は以下のように 2 つの提案を提示して

いる。 

＜提案 1＞ 

労働契約を締結するとき、両当事者は労働契約に試用の

内容を記載することができる。 

＜提案 2＞ 

現規定を現状のまま維持する。 

3．第 3項で、試用の対象外となる労働者を季節的な業務

の労働契約の労働者から 1 ヶ月未満の労働契約の労働者

に変更した。 

「1 ヶ月未満の労働契約を締結した労働者に対して試用

を適用しない。」 

 

試用の時間 
企業の管理者の試用期間は規定されない。 

（同法第 27 条参照） 

「企業法に基づく企業管理者の業務の場合は、6 ヶ月を

超えない」という規定が追加される。 

（草案の第 25 条参照） 

試用期間の

終了 
1. 試用期間中の業務内容が要件を満たす場

合、使用者は労働者と労働契約を締結しな

ければならない。  

2. 各当事者は相手方に対して、試用期間中

の業務内容が両当事者の合意を満たさない

場合の賠償義務を負わずに、事前に通知を

することなく試用を取り消すことができ

る。 

草案は以下のように 2 つの提案を提示している。 

＜提案 1＞試用の結果 

（草案第 24 条 2 項の提案 1 を選択する場合） 

1．試用期間終了後、労働者は使用者に勤め続ける場

合、試用期間中の業務内容が要件を満たしたとみなされ

る。 



 

 

（同法第 29 条参照） 2．試用期間中、規制に基づき労働者が試用の要件を満

たすことができないと判断した場合、使用者は、1 営業

日前までに書面で労働者に通知することによって、労働

契約を解除することができる。 

3．試用期間中、割り当てられた仕事が合わないと感じ

る場合、労働者は 1 営業日前までに書面で使用者に通知

することによって、労働契約を解除することができる。 

＜提案 2＞ 

（現規定を現状のまま維持する場合） 

1．現労働法の第 29 条第 1 項と同じ。 

2．現労働法の第 29 条第 2 項と同じ。 

3．試用期間終了後、労働者は使用者に勤め続ける場

合、試用期間中の業務内容は要件を満たしたとみなさ

れ、使用者は労働者と労働契約を締結しなければならな

い。（追加） 

（草案の第 27 条参照） 

労働者が労

働契約を一

方的に解除

する権利 

労働者は本法の第 37 条第 1 項に定める理

由を有しつつ、第 37 条第 2 項に定める期

限内に事前通知を行った場合、労働契約を

一方的に解除することができる。 

（同法第 37 条第１項及び第 2 項参照） 

草案の第 35 条は以下のように 2 つの提案を提示してい

る。 

＜提案 1＞改正（理由なし＋事前通知のある） 

1．労働者は、労働契約を一方的に解除することができ

るものの、使用者に事前に通知することを必要とする。

事前通知の期間について、次のとおり規定されている。 

a) 無期限労働契約の場合は、少なくとも 45 日前とす

る。 

b)1 ヶ月以上の有期限労働契約の場合は、少なくとも 30

日前とする。 

c)1ヶ月未満の有期限労働契約の場合は、少なくとも3日

前とする。 



 

 

2．現労働法の第 37 条第 1 項 a)号、b)号、c)号及び e)号

に定める場合において、前項に定められた事前通知は不

要である。 

3．政府が規定した特殊な業務の場合は、労働者は第 1項

に定める期間より長い期間で事前に通知しなければなら

ない。 

＜提案 2＞規定を現状のまま維持する（理由のある＋事

前通知のある） 

労働契約の

一方的な不

法解除を行

なった労働

者の義務 

1. 退職手当を受給できないほか、労働契約

書に基づく給与の 1/2 に当たる賠償金を使

用者に支払わなければならない。  

2. 労働者が事前通知期限の規定に違反した

場合、事前通知を行わなかった日数に応じ

て、労働者の給与に応じた賠償金を使用者

に支払わなければならない。  

3. 本法の第 62 条に規定する教育費用を使

用者に返済しなければならない。 

（同法第 43 条参照） 

草案の第 40 条は以下のように 2 つの提案を提示してい

る。 

＜提案 1＞草案第 35 条の提案 1 を選択する場合 

1．締結した契約に従って仕事に戻り、事前通知を行わ

なかった日数の労働者の給与に相当する賠償金を使用者

に支払わなければならない。 

2．仕事に戻らない場合、退職手当を受給できないほ

か、労働契約書に基づく給与の 1/2 に当たる賠償金を使

用者に支払わなければならない。 

＜提案 2＞草案第 35 条の提案 2 を選択する場合 

1．締結した契約に従って仕事に戻り、事前通知を行わ

なかった日数の労働者の給与に相当する賠償金を使用者

に支払わなければならない。 

2．仕事に戻らない場合 

a)第 35 条第 1 項に違反して労働契約を一方的に解除し、

第 39条に従って無断欠勤した場合は、退職手当を受給で

きないほか、労働契約書に基づく給与の 1/2 に当たる賠

償金を使用者に支払わなければならない。 

b)第 35 条第 2 項に違反した場合は、事前通知を行わなか

った日数の労働者の給与に相当する賠償金を使用者に支

払わなければならない。 

残業時間の

上限 
１年で 200 時間を超えない。 1 年で 200 時間を超えない。 



 

 

政府が規定する特別な場合は、1 年で 300

時間を超えない。 

（同法第 106 条 2 項 b 号参照） 

政府が規定する特別な場合は、1 年で 400 時間を超えな

い。 

（草案 108 条 2 項 c 号参照） 

祝日、正月

休み 
合計 10 日間 

（同法第 115 条 1 項参照） 

合計 11 日間 

傷兵・烈士の日（陽暦の 7 月 27 日）の追加 

（草案第 113 条 1 項 g 号参照） 

定年退職の

年齢 
男性：満 60 歳 

女性：満 55 歳 

（同法第 187 条 1 項参照） 

男性：満 62 歳 

女性：満 60 歳 

定年退職年齢の引き上げのため、草案は以下のように 2

つのルートを提示している。 

＜提案 1＞15 年間のルート 

女性：毎年 4 ヶ月ずつ増加 

男性：毎年 3 ヶ月ずつ増加 

＜提案 2＞10 年間のルート 

女性：毎年 6 ヶ月ずつ増加 

男性：毎年 4 ヶ月ずつ増加 

ルートが 2021 年 1 月 1 日から始まる。 

（同草案第 170 条参照） 

通常の勤務

時間 
勤務時間は現労働法に規定されないが、行

政文書に規定されている。 

各省(Ministry)：首相が決定する。 

人民委員会及び委員会に属する専門機関：

省(Province)の人民委員会委員長が決定す

る。 

草案の第 106 条は以下のように 2 つの提案を提示してい

る。 

＜提案 1＞以下の規定を追加する。 

政府は、全国の行政機関の始業時間及び終業時間を統一

する。 

想定する勤務時間：8 時 30 分から 17 時 30 分まで 

休憩：60 分（24 時間対応機関を除く） 

＜提案 2＞規定を現状のまま維持する。（規定を追加し

ない） 



 

 

賃金の前払

い 
前払い限度額や利息については定められな

い。 

（同法第 100 条 1 項参照） 

草案は以下の内容を追加する。 

1．前払い限度額は、労働者の 3 ヶ月間の賃金である。 

2．前払金の返還の時、利息は発生しない。 

3．年次有給休暇の場合、労働者は少なくとも休日数に

相当する前払金を受けることができる。 

（同草案第 102 条参照） 

賃金の天引

き 
使用者は、労働者が使用者の道具・設備を

損壊したことにより与えた損害を賠償する

場合のみに、賃金から天引きをすることが

できる。 

（同法第 101 条 1 項参照） 

草案は以下の 2 つの場合を追加する。 

a)労働者の強制社会保険料、医療保険料、失業保険料、

又は法令の規定に基づき使用者が労働者の代わりに支払

う義務を負うその他の金額を納付する場合。 

b）労働者が、事業所における労働者の代表組織に参加

する会員費を自身の代わりに支払うために、使用者に書

面で委任する場合。 

（同草案第 103 条 1 項参照） 

妊婦である

女性労働者

の保護 

使用者は、以下の女性労働者に深夜労働、

時間外労働、遠隔出張を命じてはならな

い。 

a) 妊娠７ヶ月目以降の妊婦。高地、遠隔

地、国境、島嶼に勤務する場合は、妊娠 6

ヶ 月目以降の妊婦。  

b) 12 ヶ月未満の子供を育児中の者。 

→上記の女性労働者の深夜労働、時間外労

働、遠隔出張を禁止している。 

（同法第 155 条 1 項参照） 

草案は、「労働者の同意を得ない場合」 という文書を追

加する。 

→女性労働者は希望があれば、深夜労働、時間外労働、

出張することが可能である。 

（同草案第 138 条 1 項参照） 

労働許可書

の発給対象

とならない

ベトナムで

就労する外

国人 

有限会社の出資者または所有者 

株式会社の取締役会の構成員 

（同法第 172 条参照） 

有限会社の 1 Billion ドン以上の持分を保有する出資者ま

たは所有者 

株式会社の 1 Billion ドン以上の持分を保有する取締役会

会長又は取締役会の構成員 

（草案の第 155 条参照） 



 

 

労働許可書

の期限 

労働許可書の期限は最大 2 年間とする。 

（同法第 173 条参照） 

労働許可書の期限は最大 2 年間とし、更新の場合は、最

大 2 年間で 1 回のみに更新することができる。 

（草案の第 156 条参照） 

 


