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ベトナム政府は 2021 年 12 月 15 日、季節性のある製造業務・注文による加工業務に従事する労働者の労働時間・

休憩時間に関する通達第 18/2021/TT-BLDTBXH 号（18 号通達）を公布した。18 号通達は現行労働法および政令

第 145/2020/ND-CP 号のガイドライン通達として、2022 年 2 月 1 日から施行され、これにより、旧労働法および

政令第 45/2013/ND-CP 号のガイドライン通達である通達第 54/2015/TT-BLDTBXH 号（54 号通達）に代わった。

本稿では、18 号通達の主要な内容を紹介する。 

1. 特に過重・有害・危険な業務に関する上限規制の削除 

54 号通達では、季節性のある製造業務・注文による加工業務に従事する労働者に適用される標準労働時間以外に、

特に過重・有害・危険な業務について適用される別途の上限規定を設けていた。具体的には、標準労働時間は 4~8

時間、8 時間を超える場合でも最大 12 時間であるのに対し、特に過重・有害・危険な業務の標準労働時間は 3~6

時間、6 時間を超える場合でも最大 9 時間と規定している1。 

18 号通達では、特に過重・有害・危険な業務について定められていた別途の上限規定が削除され、これらの場合

も標準労働時間が適用される2。 

2. 標準労働時間および時間外労働時間の上限規制の緩和 

54 号通達では、季節性のある製造業務・注文による加工業務に従事する労働者について、標準労働時間と時間外

労働時間の合計の上限は週 64 時間、時間外労働時間の上限は月 32 時間と規定されている3。18 号通達では、それ

ぞれ週 72 時間、月 40 時間に変更された4。 

また、54 号通達によれば、使用者は、週における標準労働時間および時間外労働時間の合計に関する制限、また

は月における時間外労働時間に関する制限のうち、いずれか一方を選択することができ、月における時間外労働

時間に関する制限を選択したときは、週における標準労働時間および時間外労働時間の合計は、56 時間を超えて

はならないとされている5。18 号通達では、この上限を削除した。 

 

1 54 号通達第 4 条 
2 18 号通達第 4 条 
3 54 号通達第 6 条 
4 18 号通達第 6 条 
5 54 号通達第 6 条 
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[ ホーチミンオフィス ] 

岡田英之 Hideyuki Okada/小林 亮 Ryo Kobayashi/Nguyen Thi Hong Phuc/Le Thi Bich Tram/Dao Thi Lan Anh 

Tel: +84-28-6299-0666 
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