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～本邦NGO向けハンドブックについて～

本ハンドブックは、日本のNGOがベトナムで活動を始めるにあたって必要な法律や手続き
について紹介し、新たなNGOが活動を開始したり、あるいはすでに活動しているNGOがベト
ナムの協力機関とより円滑に活動を進めたりすることを支援する目的で作成されました。
本ハンドブックの内容の元になっているのは、2013年
(2012年 度 末 )に 完 成 し た NGOハ ン ド ブ ッ ク 新 版 『
HANDBOOK OF FOREIGN NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS IN VIETNAM/SỔ TAY HƯỚNG DẪN
CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI
VIỆT NAM（2013）』です。このNGOハンドブック新
版は、2010年に制定された政令93号とその通達5号、
2012年に制定された政令9号とその通達7号など、新た
に公布されたベトナムでNGO活動などの非政府活動を
実施するための法律やその他の諸手続きについてまと
めており、旧版のNGOハンドブック（2003）から10年
ぶりに更新されました。
このNGOハンドブック新版の対象は主にベトナム側カウンターパート機関や海外NGOで、
内容もベトナム内における必要な手続き等についてまとめています。ベトナムの法律が改
正されても、法律の改正内容がすべてのベトナムの機関に周知されていない場合や、援助
を初めて受けるベトナム側機関が、関係する法律の存在自体を知らないといった場合など
もありますので、法律の存在をベトナム側関係機関に認知させ、これら法律に従った公正
な事業を日本側・ベトナム側双方で実施していくことが今後必要となります。NGOハンド
ブック新版はそれらの必要性から発刊されました。
一方、NGOハンドブック新版はベトナム国内の法律や手続きの紹介のみに留まり、それ
に必要な各国の事情については考慮されていません。そのため、例えばNGO登録に必要な
日本での無犯罪証明書の取得や領事認証の取得の方法についての記載はありません。取得
方法に関する情報については、これまでは各団体が独力で取得する必要があり、実際の取
得までには非常に長い期間を要していました。
そこで、その点を補完するため、NGOハンドブック新版の補助資料として、本邦NGO向け
ハンドブックを作成するに至りました。

本邦NGO向けハンドブックの内容
本ハンドブックでは、NGOハンドブック新版の内容を踏まえつつ、さらに内容もボリュ
ームアップして作成しています。内容の構成としては、主に新規のNGOが事業を開始し
てから必要となるNGO登録や活動了承の取り付け、実施開始後の定期報告義務、そして
終了時の終了報告等を、開始から終了までのプロセスに沿ってまとめています。特に、こ
れまで知らない団体も多かった活動開始後の定期・終了時報告についても取り上げていま
す。これらの活動に必要な報告を日本側・ベトナム側双方が理解し進めることで、より事
業の円滑な実施に貢献できるものと期待しています。
ご利用上の注意
本ハンドブックは、PACCOMとNGO-JICAジャパンデスクベトナムが2013年9月までに蓄
積した情報と、既にベトナムで活動している日本のNGOからの任意のご協力により提供
された情報をまとめあげたものです。
本ハンドブックでは、標準的な内容についての説明を中心としています。そのため、例外
には対応しておらず、詳細が不足している場合もあります。また、それぞれの手続きはベ
トナム及び日本の各管轄機関の責任と権限の範囲にあるという事情から、各管轄機関の法
令の運用の内容、適用すべき関係法令、管轄当局の所属地域・担当者ごとの対応・説明の
違い等を含めた全てを把握するには至っておりません。
本ハンドブックでは、原則、各手続過程において、手続きを行なおうとする管轄当局への
、手続者ご自身による再確認を前提として説明を記載しています。情報の信用度について
はご使用いただく段階で逐次ご使用者ご自身にご判断いただき、事前に必ずそれぞれの機
関に直接ご確認いただき、十分にご理解の上、実際の手続を進めて下さい。
本ハンドブックでは、できる限り正確な内容を記載するように努力しておりますが、提供
した情報の確認と採用はご使用者ご自身の責任と判断でお願いいたします。本ハンドブッ
クの案内に従って手続をした場合で何らかの不都合・不利益が生じましても、
PACCOMおよびJICAは一切の責任を負うことはできませんので、予めご了承下さい。
尚、本ハンドブック、初版本であり、今後もPACCOMとJICAジャパンデスクベトナムと
の協力体制で更新を行なう予定です。内容の不足や誤りがありましたら情報をご提供下さ
い。次回更新の際の内容改善に活用させて頂きます。
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1.

はじめに～ベトナムにおける援助活動のための基礎知識～

1.1 ベトナムにおける日本のNGOの今まで
インドシナ戦争（～1954）の後、「日本ベトナム友好協会（Hội Hữu nghị Nhật Bản Việt Nam）」と「ベトナムを支援する会（Ủy ban Nhật Bản ủng hộ Việt Nam）」は、
ベトナムと日本の両国民の関係強化のための多くの活動を行い、また、ベトナム戦
争中にはベトナム人民に対し精神的・物資的支援を行いました。現在も、日本ベト
ナム友好協会は、ベトナム日本友好協会（Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản）ととも
に、平和、民族独立、民主主義及び社会発展のため、また、両国民の一層の相互理
解に貢献するために、政治、文化、教育、経済、科学技術、そしてNGO等からの人道
的援助の分野で、両国の友好的交流を促進する活動を行っています。
日本とベトナムの関係は、1973年に正式な外交関係を樹立して以来、特に1986年に
ベトナムがドイモイ政策を実施して以降、経済、商業、観光、投資、政府開発援助
（ODA）、文化交流のあらゆる分野に拡大し、両国間の友好的な協力関係はますま
す強固になっています。
日本のNGOがベトナムでの本格的な活動を開始したのは、1990年初頭からです。ベト
ナムで代表事務所設立許可を取得した最初の日本のNGOは「特定非営利活動法人 日
本国際ボランティアセンター（JVC）」でした。
現在、日本のNGOは、教育、人材育成、職業訓練、保健医療、農業・農村開発、障害
者を含む社会的弱者への支援、コミュニティー開発、自然環境の保護といった社会
インフラの分野でベトナムへの援助活動を実施しています。
近年、職業訓練の分野では「財団法人 海外技術者研修協会(AOTS) 」「公益財団法人
国際人材育成機構アイム・ジャパン（IM Japan）」「全日本海員組合（JSU）」、コ
ミュニティー開発の分野では「公益財団法人 国際開発救援財団(FIDR)」「Seed to
Table」、環境の分野では「公益財団法人 地球環境センター（GEC）」「東京農工大
学（TUAT）」といった日本のNGOが支援活動を行い、実績をあげています。
しかし、プログラムやプロジェクトの規模（スタッフの人数、活動エリア数、活動領
域数）の点でも、支援資金の面でも、日本は北米や欧州の半分かそれ以下に留まっ
ています。
ベトナムは、日本のNGOが持つ潜在能力から、今後より多くの日本のNGOがベトナム
国内で活躍してくれることを期待しています。
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■ 2013－2017年海外非政府組織援助促進に関する国家プログラム
全体的な方向性
海外NGOの援助は、ベトナム国家の社会・経済開発計画、飢餓撲滅・貧困削減戦
略、各分野・地方の重点課題や開発計画に沿い、ベトナム政府の貧困削減と持
続的な発展に向けた努力を支援する目的で行われる必要があります。
分野別の方向性


農林水産業及び農村開発


保健医療


教育訓練


職業訓練


社会問題への取り組み


環境


戦後問題への取り組み


防災対策および緊急援助


文化・スポーツ


気候変動対策
地域的な方向性
貧しい山岳地域の地方省、少数民族の居住地域を重点地域としています。
具体的な支援内容、各地域の現状に基づいて確定される必要があります。
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日本のNGOがベトナムで援助活動をしようと思ったら・・・

ベトナムで援助するための基礎知識を得る
ベトナムにおける日本のNGOの立ち位置を確認しましょう！

カウンターパート機関を探して決める
カウンターパート機関を探す前にベトナムの組織を理解しましょう！

援助活動を始める前に必要な手続を知る
いずれの海外NGOも活動開始の前にまず、各種手続が必要です！

活動を開始してから、海外NGOがしてはいけないことを確認する
日本では出来てもベトナムではしてはいけないことがあります！

ベトナムにおける海外NGOが知っておくべきベトナムの法律を確認する
政令12/2012/ND-CP（政令12号）・通達5/2012/TT-BNG（通達5号）
政令93/2009/ND-CP（政令93号）・通達7/2010/TT-BKH（通達7号）

ベトナムにおける海外NGOが知っておくべきベトナムの組織を確認する
コ

ミ

ン ゴ

ヴッフォ

パ

コ

ム

計画投資省・外務省・COMINGO・VUFO・PACCOM
VUFO-NGO Resource Center

より円滑な援助活動を実現するために、注意事項も確認！
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1.2 ベトナムで援助活動をするための基礎知識
Point: ベトナムにおける日本のNGOの立ち位置を確認する
●日本のNGOは海外NGO
●海外NGOとして援助活動をするには法人格が必要

1)

ベトナムにおける日本のNGOの立場は、海外NGO
ベトナムでは、海外の当該国の法律に基づき設立されたNGOで人道的援助活動を行な
うNGOを「海外NGO（海外非政府組織/International NGO /Foreign NGO）」と、特に
区別して取り扱っています。ベトナムへは世界各国から900近くのNGOが訪れ、援助
活動を行なっており、日本のNGOも海外NGOの一つとして取り扱われています。
海外NGOに適用される代表的な法律には、政令93/2009/ND-CP（以下、政令93号）と
そのガイドラインである通達7/2010/TT-BKH（以下、通達7号）、政令12/2012/NDCP（以下、政令12号）とそのガイドラインである通達5/2012/TT-BNG（以下、通達
5号）等があります。また関連する様々なベトナム法を遵守することも義務付けられ
ています。ベトナムにおいて海外NGOがどう定義されているかは、政令12号第2条で
も確認することができます。

2)

法人格のある日本の組織だけが、ベトナムで海外NGOとして援助活動ができる

カウンターパート機関を探
し、ベトナムの海外NGOに
YES

関する手続に沿って進んで
ください。

日本で法人登記済であり
法人格がある

まず、日本で法人登記をし
NO

て法人格を取得してくださ
い。
法人格がなければベトナム
で は 海 外 NGOと し て 援 助
活動ができません。
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その組織自体が法人格を有するか、法人格を有する組織に所属していることを証明
できる大学関係の組織がベトナムで海外NGOとして人道的援助活動を行なうことがで
きます。
政令12号第6条に従い、日本で法人登記をして法人格を取得していなければ、ベトナ
ムで海外NGOとして活動することはできません。海外NGOは登録に際して法人資格証
明書の提出が義務付けられています。

■ なぜ、法人格が不可欠なの？
背景にはベトナムと日本の組織設立に関する制度の違いがあります。
ベトナムでは集団を結成する場合、管轄当局の許可をうけているかど
うかが最も重要です。許可なく組織化して活動する集団は国家の法律
に反するものであり「違法」とみなされます。そのため、組織に法人
格があることはベトナムの常識となっています。したがって、海外
NGOにも法人格があることは当然のことであると考えられ、法人格の証
明書の提出を求められています。
「日本のNGOには法人格がなくても合法的な組織であり問題はない」という見解はあく
までも日本の法制度下での常識にすぎません。

1.3 カウンターパート機関探し

Point: カウンターパート機関を探す前の基礎知識
● カウンターパートになれる機関はベトナムの法律で規定されている
● 海外NGOのカウンターパート機関になれるベトナムの組織とは何か
● ベトナムが求める海外NGOの援助活動はカウンターパート機関のキャパシティビル
ディング

1)

どのような組織を日本のNGOのカウンターパートにできるのか？(政令93号第1条4項)
ベトナム側カウンターパートになれる組織とは、ベトナムの法律の下に設立された組
織で、受託した海外非政府援助金を目的と内容にそって実施できる機能や責任を持つ
組織です。
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具体的には下記のとおりです。

j

党・国会直轄機関、各省庁・省レベルの機関、政府機関、最高人民裁判所、最高人民
検察院、各地方省及び中央直轄都市人民委員会。

k

ベトナム祖国戦線中央委員会関係機関、ベトナム労働組合総連合、ホーチミン共産青
年団、ベトナム農民連合、ベトナム退役軍人会、ベトナム婦人連合、ベトナム法律家
協会。

l

首相決定に基づいて設立された協会や連盟に属する組織（ベトナム友好協会連盟、ベ
トナム科学技術協会連合、ベトナム文学芸術協会連合、ベトナム農協組合連盟、ベト
ナム商工会議所)。

m

以下の組織
協会の組織や活動、管理に関する2003年7月30日付政府政令88/2003/NĐ-CP号の規定
に基づいて設立された協会／連盟。

(但し、政令88については、2010年4月21日付政府政令45/2010/ND-CP「アソシエー
ションの組織化、活動と管理に関する規定」に変更されている）
科 学 技 術 法 に お け る 条 項 施 行 の 詳 細 に 関 す る 2002年 10月 17日 付 政 府 政 令
81/2002/NĐ-CP号に基づいて設立された自然科学、人文社会科学、技術及び科学
技術分野で活動するベトナムの組織。
非 公 共 サ ー ビ ス 提 供 者 の 開 発 促 進 政 策 に 関 す る 2006年 5月 25日 付 政 府 政 令
53/2006/NĐ-CP号に基づいて設立されたベトナムの組織。
社会保障センターの設立条件、手続き、組織、活動及び解散に関する2008年5月
30日付政府政令68/2008/NĐ-CP号に基づき、国内組織によって設立された社会保障
センター。
法律カウンセリングに関する2008年7月16日付政府政令77/2008/ NĐ-CP号に基づい
て設立された組織。
社会 的 人 道 的 基 金 に 係 る 組 織 や 活 動 に 関 す る 2007年 9月 25日 付 政 府 政 令
148/2007/NĐ-CP号に基づいて設立された組織。
その他の非営利組織
公共財・サービスの生産や供給に関する2005年3月11日付政府政令31/2005/NĐ6

CP号で定義された、公共財・サービスの生産や供給を行う(民間企業を含む)経済組
織 (ただしその組織が生産、供給する公共財・サービスに適した目標や内容をもつ海
外NGOからの援助のみ受けられる)。
その他の組織は、援助受領の検討や決定に関して個別に首相から承認を受ける必要
があります。
2)

ベトナム側カウンターパート機関の役割と海外NGOによるキャパシティビルディング
海外NGOがベトナムで連続的な人道援助プログラム・プロジェクトを実施しようとす
る場合は、活動を始める前に、ベトナム側のカウンターパート機関を決める必要があ
ります。
ベトナムは、海外NGOによるベトナム側カウンターパート機関のキャパシティビルディ
ングと、それを通じた援助活動を望んでいます。実際、ベトナムにおける海外NGOの
援助活動を進めるとき、海外NGOから草の根の援助活動の対象（ベトナム人）への働
きかけは、ベトナム側カウンターパート機関を通じてか、カウンターパート機関と共
に行なわなければなりません。海外NGOが単独かつ直接的に支援を必要とするベトナ
ム人に対して人道的援助活動を行なうことは認められていません。
ベトナム側カウンターパート機関は、海外NGOからのキャパシティビルディングを受
け、海外NGOと共に人道的援助活動を行います。また、それとともに、海外NGOがベ
トナムで活動できるよう、規定されたベトナム国内での諸手続も行なわなくてはな
りません。
したがって、活動の方向性が合致し、海外NGOの
ための諸手続を的確にできる機関をカウンター
パートにすることが、その後の活動に大きく影
響を及ぼします。
海外NGOは自身でベトナム側カウンターパート機
関を選ぶこともできますが、適当な組織を知ら
ない場合、PACCOMに紹介を依頼することも出来
ます。
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■

カウンターパート機関との関係は重要！コミュニケーションを図ってく

ださい。
日本のNGOがベトナムで活動することに関して、カウンターパート機関には、支援
活動を共に進める相手というだけではなく、VISAの取得など日本のNGOのスタッ
フが必要とする手続をサポートする役割もあります。ベトナム人スタッフのい
ない日本のNGOの場合は特に、ベトナム国内での管轄機関との連絡についてもカ
ウンターパート機関のベトナム人スタッフに依頼して対応してもらう必要が生
じます。また、日本人には不慣れでも、ベトナム人であれば当然知っている情
報もありますので、そういった情報もカウンターパートスタッフを通じて入手
する必要があります。
いずれの場合も、カウンターパート機関のベトナム
人スタッフへの協力依頼は、NGO自身の責任で行わな
ければなりません。NGOの日本人スタッフあるいはベ
トナム人スタッフと、カウンターパート機関のベト
ナム人スタッフとの情報共有は、各NGOの責任です。
原則、自立的な活動が援助活動の基本であり、その
実現のためもカウンターパート機関との関係構築は大
変重要です。

1.4 援助活動を始める前に必要な手続

Point: 活動実施の前にまず手続！
●プログラム・プロジェクト承認
●海外NGO登録

1)

プログラム・プロジェクト承認
政令93号に従い、海外のNGOがベトナムで人道援助を行なう場合、活動開始前に関係
する省庁や地方省人民委員会からのプログラム・プロジェクトに対する承認を得る
ことが必要です。承認された場合は決定書がカウンターパート機関に交付されます
ので、海外NGOとカウンターパート機関との間の情報共有も必要です。決定書がなけ
ればいずれの海外NGOもベトナムでの援助活動を開始できません。
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2) 海外NGO登録
連続的な人道的援助プログラム・プロジェクトを実施しようとする海外NGOとその活
動は、政令93号の適応に加えて政令12号の適応対象となり、COMINGO（PACCOM）の管
轄となります。COMINGO（PACCOM）の管理対象となった海外NGOは政令12号に従い、
所定の手続きとしてCOMINGO（PACCOM）経由で外務省から活動登録書、プロジェクト
事務所設立登録書、代表事務所設立登録書のいずれかの登録書の発給をうけなくて
はいけません。
海外NGOがベトナムで人道的援助活動を行なおうとする場
合、登録は義務であり、登録書の給付はベトナムからの
正式な認可という意味付けがあります。
登録書の給付を受けた後も、海外NGOは、管轄当局の指導
に従いカウンターパート機関と協力してベトナムが定め
る所定の手続を行なうことが義務とされていますので、
適宜、対応する必要があります。
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3)

海外NGO登録のパタン

j

ベトナムのカウンターパート機関と活動を一緒に行なう場合
日本のNGOは援助資金等を提供して、ベトナムの
海外NGO

カウンターパート機関と協力して、プログラム・
プロジェクトを実行します。

ベトナム
CP機関

この場合、日本のNGOは海外NGOとしてベトナムに
おいて登録を行なわなければなりません。

また、海外NGOとして登録された日本のNGOには、
人道的援助活動に関する報告等、諸手続を行なう
義務があります。

プログラム・プロジェクトの実行

k

ベトナムのカウンターパート機関に資金提供を行なう場合
日本のNGOはベトナムのカウンターパート機関
に援助資金等を提供し、ベトナムのカウンター
パート機関がプログラム・プロジェクトを実行

海外NGO

します。

この場合、日本のNGOは海外NGOとしてベトナム
において登録を行なわなければなりません。

ベトナム
CP機関

また、海外NGOとして登録された日本のNGOには、
人道的援助活動に関する報告等、諸手続を行な
う義務があります。
プログラム・プロジェクトの実行
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l 国際NGOのJapanがベトナムで人道援助活動を行なう場合
(例：£™r Internationalと £™r Japan)
国際NGOネットワーク

国際NGOのネットワークのJapanは援助資金などを提供
して、ベトナムのカウンターパート機関と協力して、

国際NGO
International

プログラム・プロジェクトを実行します。
国際NGO

この場合、国際NGOは海外NGOとしてベトナムにおいて

Japan

登録を行なわなければなりません。
国際NGOのJapanは、国際NGOの一部として扱われます。
ベトナム
CP機関

したがって、海外NGOとして登録された国際NGOが、国
際NGOのJapanにかわって、人道的援助活動に関する報
告等、諸手続を行なう必要があります。

プログラム・プロジェクトの実行

m 親組織-子組織関係のあるNGOの子組織側のNGOの方がベトナムで人道援助活動を行
なう場合
委託関係等
NGO
親組織

NGOの子組織は援助資金などを提供して、ベトナム
のカウンターパート機関と協力して、プログラム
・プロジェクトの実行を行ないます。
親組織と子組織の関係は日本の組織の関係、ある
いは第3国の関係として、当該国の所定の規定に基

NGO
子組織

づき成立しているのが前提です。

この場合、NGOの親組織は、海外NGOとしてベトナ
ベトナム
CP機関

ムにおいて登録を行なわければなりません。
NGOの子組織は、あくまでもNGOの親組織の一部と
して扱われます。

海外NGOとして登録されたNGOの親組織は、NGOの子
組織にかわって、人道的援助活動に関する報告等、
プログラム・プロジェクトの実行

諸手続を行なう必要があります。
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n 複数のNGOが一つのプログラム・プロジェクトを行なう場合

海外NGO 1
☆リーダー
海外NGO 2

海外NGO 3

ベトナム
CP機関

プログラム・プロジェクトの実行

複数の海外NGOは、それぞれの役割に応じてベトナムのカウンターパート機
関と協力して、プログラム・プロジェクトの実行を行ないます。
共同で一つのプログラム・プロジェクトを行なう複数の海外NGOは、すべて
登録を行なわなければなりません。
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ドナーとNGOの関係
海外企業

海外NGO

ベトナム
CP機関

過程は
①と同じ

プログラム・プロジェクトの実行

■ 企業がベトナムで人道的援助活動を行なう場合は？
公共性の高い事業を行い、収益の一部を資金として人道的援助活動をしようと考える
企業の場合であっても、ベトナムで営利活動をしている以上、その企業が海外NGOと
して登録することはできません。
企業がベトナムでの営利活動から得た収益を資金として人道援助をおこなうには次の
２つの方法があります。
a．新たにNGOを設立してドナーや運営主体となる
b．既存のNGOに対してドナーとなる
海外企業と海外NGOの関係は、ドナーとNGOの関係として完結しているのが前提です。
その後に海外NGOが取るべき手続は「①ベトナムのカウンターパート機関と活動を一
緒に行なう場合」等の場合と同様です。
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1.5 活動を開始してから、海外NGOがしてはいけないこと

Point:日本では出来ても、ベトナムではしてはいけないこと！
●儲けてはいけない。ベトナムで余剰益を得たら、それはすべて「営利」
●海外NGOはベトナム人やベトナム企業に寄付を求めてはいけない

1)

儲けてはいけない。ベトナムで余剰益を得たら、それはすべて「営利」
ベトナムの定義では、利益を上げる活動はすべて「営利」
です。ベトナムにおいては、海外NGO自身が収益事業をお

NG

こない、余剰金を得ることは一切認められていません。事
業収入による資金調達という概念はまだ認められていませ
ん。
自立支援活動として、例えば、被支援者が製作した手工芸
品を販売したり、職業訓練した被支援者が実践訓練するた
めのカフェを経営したりする等の経済活動を行なおうとする場合がありますが、その場
合、そこから得た金銭を海外NGOの口座で管理したり、収益から海外NGOが販売や営業活
動に係る費用などの活動資金を調達することはできません。
収益があがる自立支援活動等は、カウンターパート機関や被援助者のグループ等、ベト
ナム人の組織が主体となり、売上金はベトナムの組織の口座に振り込まれる必要があり
ます。
日本の「非営利」の定義は、事業によって得た売り上げから経費を差し引いて利益がでた
場合、その利益を、寄付者、会員、スタッフ等に分配してはいけないというというもので
す。逆に言うと、余剰利益を次年度以降のNGOの公益性の増進に使用するのであれば、
NGO/NPOは事業によって利潤をあげてもよいという考えでもあります。したがって、日本
国内では多くの非営利組織が事業収入を自立支援として活用したり、援助活動のための
資金源としています。
しかし、現時点では、その考え方はベトナムにはありません。
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2)

海外NGOはベトナム人やベトナム企業に寄付を求めてはいけない
海外NGOがベトナムで活動できるのは、人道援助活動の

STOP

範囲であり、寄付金集めは人道援助活動には含まれない
と定義されています。
海外NGOの資金（支援金）については、ベトナム国内の
ベトナム人の資産から調達したものであってはならず、
海外の国で調達されたものであるか、ベトナムにある海
外の企業や外国人から調達されたものでなければなりま
せん。

1.6 ベトナムにおける海外NGOが知っておかなければならないベトナムの法律

Point:政令93号・通達7号で確認するべきこと
● 海外NGO援助リソースの政府による一元管理の窓口機関は計画投資省である
● NGO活動をする前に必要な、認可機関によるプロジェクト承認が必要である
● カウンターパートとなれるベトナムの機関はどのような組織か

Point:政令12号・通達5号で確認するべきこと
●ベトナムで活動する海外NGOに関する法的な取り決めはどうなっているか
●ベトナムで活動する海外NGOの登録と管理に関する手続は何か
●ベトナムで活動する海外NGOの権利と義務は何か

1)

政令93/2009/ND-CP・通達7/2010/TT-BKH

■ 政令93号/2009/ND-CP（政令93号）
2009年10月22日付政府政令93/2009/ND-CP「海外非政府援助の管理および使用
規則の公布について」
■ 通達7/2010/TT-BKH（通達7号）
2010年3月30日付計画投資省通達7/2010/TT-BKH「『2009年10月22日付政府政令
93/2009/ND-CP海外非政府援助の管理および使用規則の公布』についての実施
案内」
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政令93号は、海外NGOやその他海外の個人や組織からの海外非政府援助について政
府管理の一元化を定めています。海外非政府援助について、ベトナムの計画投資
省が窓口機関となることや、認可機関による事前のプロジェクト承認の必要性、
海外NGOのベトナム法規の優先と遵守について規定しています。また、援助の的
確な受領者、すなわちカウンターパートとなれるベトナムの組織についても規定
しています。通達7号は政令93号の運用を規定しているガイドラインです。

2)

政令12/2012/ND-CP・通達5/2012/TT-BNG

■ 政令12/2012/ND-CP（政令12号）
2012年3月1日付政府政令12/2012/ND-CP「ベトナムにおける海外非政府組
織（海外NGO）の活動に関する登録と管理について」
■ 通達5/2012/TT-BNG（通達5号）
2012年11月12日付外務省通達5/2012/TT-BNG「『2012年3月1日付政府政令
12/2012/ND-CPベトナムにおける海外非政府組織の活動に関する登録と管
理』についての実施案内」

政令12号はベトナムで活動する全ての海外NGOが遵守する必要がある法令です。
本政令は海外NGOがベトナムで援助活動をするにあたってしなければならない手
続きや、海外NGOの権利と義務、ベトナム各管理機関の責任を規定し、具体的に
明示しています。通達5号は政令12号の運用を規定するガイドラインであり、政
令12号に優先します。
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1.7 海外NGOが知っておくべきベトナムの組織
Point: ベトナムにおける海外NGOに関する主な関係省庁／機関
● 計画投資省
● 外務省
● COMINGO（コミンゴ/海外NGO事業委員会）
● VUFO（ヴッフォ/ベトナム友好協会連盟）
● PACCOM（パコム/人民援助調整委員会）
● VUFO-NGO リソースセンター

1)

計画投資省（Ministry of Planning and Investment-MPI/Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
政府によって海外非政府援助金を一元管理する窓口機関です。首相の認可権に属
する内容を含む海外非政府援助プログラム・プロジェクトの審査や承認をする場
合には、各関連省庁からの意見等のまとめを行った上で首相へ提出する等、審査
主宰機関となることもあります。また、海外非政府援助の使用と管理に関する法
律規範の作成や公布も行っています。

2)

外務省（Ministry of Foreign Affairs-MOFA/Bộ Ngoại giao）
海外NGO活動を管理する窓口機関でり、海外NGOの登録書の発行、延長、修正、補
足、取消について、COMINGO（PACCOM）から送られた書類を検討し、審査と決定
を行ないます。
コ

3)

ミ

ン

ゴ

COMINGO (Committee for Foreign Non-governmental Organization Affairs - Ủy
ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài)

COMINGO（ コ ミ ン ゴ ／ 海 外 NGO事 業 委 員 会 ） は 2001年 4月 24日 首 相 決 定
59/2001/QQ-TTg （ 及 び 補 足 ・ 訂 正 版 と し て 2013年 5月 22日 首 相 決 定 765/Q Đ TTg）に基づき設立された国家委員会です。
COMINGOはベトナムにおける海外NGOの活動を容易にし、強化するようにベトナ
ム政府から委任された国家委員会であり、ベトナムの海外NGOの活動に関する問
題 の 解 決 や 指 導 に つ い て の 首 相 へ の 助 言 も 行 っ て い ま す 。 政 令12号 第25条 に
COMINGOの主な責任についての記載があります。
委員会は、議長として外務省次官、常任委員としてVUFO会長、その他、公安省次
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官、計画投資省次官、財務省次官、内務省次官、政府宗教委員会議長、政府事務
局副局長、共産党対外委員会副議長の計9名によって構成されています。その日
常業務を担当するのは、常任機関のVUFOです。

ブ ッ フ ォ

4)

VUFO (Vietnam Union of Friendship Organization / Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị
Việt Nam )
VUFO（ヴッフォ/ベトナム友好協会連盟）はベトナ
ムの人民外交を担当し、ベトナム人民と世界各国の
国民との友好的・協力的関係の構築と促進を行って
いる大衆組織です。共産党（対外委員会）・政府（
外務省）とともに、ベトナムにおける外交の3本柱
の一つであり、また、主要な大衆組織の一つである
ベトナム祖国戦線のメンバーでもあります。
VUFOはベトナム日本友好協会（Hội Hữu Nghị Việt Nam- Nhật Bản）などの二国間
および多国間との友好協会（Hội Hữu Nghị）と、全国の省や地方自治体の友好協
会連盟等の組織の連合で構成されています。ベトナム人民と各国国民との友好を
実現するため、ハノイにあるのがVUFOです。
各地方にもVUFOの支局があります。例えばベトナム南部 Khánh Hòa 省において

は 、Liên Hiệp các tổ chức hữu nghịị
Khánh Hòa（Khanh Hoa 省 友 好 協 会 連 盟 ）
となります。
地方省の友好協会連盟の位置づけはその省によります。地方省の友好協会連盟は、
基本的にはその地方省の人民委員会の一部であり、人民委員会の管轄下に置かれ
活動しています。
多くの地方省は、毎年1回程度、海外NGOからの支援を要請するセミナーなどを実
施しています。そのセミナーを主催するのは、地方省の人民委員会や友好協会連
盟 で す 。PACCOMは 、 地 方 省 の 人 民 委 員 会 ま た は 友 好 組 織 連 盟 と 連 携 し 、 海 外
NGOへの連絡業務を行ないます。セミナー参加の招待を海外NGOへ連絡するのは
VUFOの海外NGOに関する専門機関であるPACCOMです。
VUFOの主な役割1
①

VUFOは独自の活動を履行し、 下記の目的を持つメンバー組織による各活動に関す
る案内を行なう。
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相互理解の強化と人々の結束、友好的な新しい関係の構築と発展、経済・文化・

商業
科学（技術とベトナムと各国人民との交流・協力関係）の促進と支援。


ベトナム人民の国家構築と防衛のための世界人民の支援と幅広い支持の獲得。
他国の人々の正義を支援するための、平和、独立、民主主義、発展、社会発展
そして、世界的問題の解決への取り組みへの貢献。
②

COMINGOの常任機関として、ベトナム人民の社会・経済発展への貢献を目的とする海
外の平和的、連帯的、友好的組織、非政府組織、会社や個人からの人道的援助を要
請し、促進する。

③

平和や国際関係と経済発展、世界の人々の平和的、連帯的、友好的組織の活動、お
よび非政府組織の活動の問題を研究し、自身の任務遂行のための基礎を固め、国家
と関連組織へ最適な提言を行なう。

■ 参照HP
http://www.vietpeace.org.vn/
■ VUFOの所在地
105 Quan Thanh Str.,
Ba Dinh Dist., Hanoi

パ コ ム

5)

PACCOM (The People's Aid Coordinating Committee/Ban Điều phối Viện trợ
Nhân dân)
PACCOM（パコム/人民援助調整委員会）はCOMINGOの常任機関であるVUFOに属し、
VUFOのNGO事業に関する業務を担当する専門機関です。海外NGO管理に対する直接的
な窓口機関でもあります。
VUFOの中にあってPACCOMは独自の存在であり、大衆組織に所属するVUFOに所属する
団体でありながら、PACCOMは行政機関そのものではないものの、政府関連機関とい
う性質をもちます。
PACCOMは、中央レベル、全国63省および中央直轄都市のすべてにおいて、NGOに関す
る実務のためのネットワーク機能を持ち、ベトナムにおける海外NGOの活動促進を目

1.VUFOパンフレット（原文英語・越文を日本語訳 )
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的として機能しています。
PACCOMに は 会 長 （ Trưởng Ban/ General Director） 1人 、 次 長 （ Phó Trưởng
Ban/Deputy Director-General） 数 名 の 下 に 、 事 務 局 （ Phòng Hành Chính /
Administrative Desk） 、 ア メ リ カ デ ス ク （ Khu Vực Châu Bắc Mỹ/ North American
Desk）、ヨーロッパデスク（Khu Vực Châu Âu / European Desk）、アジア太平洋デ
スク（Khu Vực Châu Á-TBD / Asia Pacific Desk）があります。
日本のNGOはアジア太平洋デスクが担当しています。

PACCOMの機能2

j

海外NGOとベトナム組織や地方とのパートナーシップの促進

k

海外NGOの活動の法的および管理的過程を容易にし、海外NGOと共に活動するローカ
ルパートナーを支援

l

海外NGOの活動とベトナム地方のニーズに関する情報の周知

m

ベトナムにおける海外NGOのための政府政策への提言

PACCOMの主な役割3

j

海外NGOの活動登録の発給処理

k

海外NGOとローカルパートナーを橋渡しする主要機関としての役割

l

海外NGOの活動のための法的な案内と容易化

m

査証の発給、フィールド調査の調整

n

海外NGO関連情報の周知

o

ニーズ判断、査定、プログラム・プロジェクト、モニタリング、評価、戦略立案

2.PACCOMパンフレット（原文英語を日本語訳 )
3.PACCOMパンフレット（原文英語を日本語訳 )
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■ PACCOMの所在地
105 QuanThanh Str., Ba Dinh Dist., Hanoi
Tel: (+84) 43 843 6936
FAX: (+84) 43 845 2007
アジア太平洋デスク
(Khu Vực Châu Á-TBD/Asia Pacific Desk)
Tel: (+84) 43 843 6936(Ext.203)

6)

VUFO-NGOリソースセンター（VUFO－NGO Resource Center）
VUFO-NGOリソースセンターは管理機関ではなく、ベトナムにおける海外NGOのネットワー
クです。VUFO-NGO Resource Centerは、1990年からあった海外NGOのネットワークを
土台として、1993年に公式に設立されました。
活動としては、『VIETNAM INGO DIRECTORY』の編纂と発行、フォーラムミーティングや
分野別ワーキンググループを開催し、ベトナムで活動する海外NGOの経験共有を行ってい
ます。

■ 参照HP
http://www.ngocentre.org.vn/
■VUFO－NGO Resource Centerの所在地
Trung Tu Diplomatic Compound, Room
201, Building E3, 6 Dang Van Ngu, Dong
Da, Hanoi
Email: info@ngocentre.org.vn
Tel: (+84) 4 3832 8570
Fax: (+84) 4 3832 8611
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海外NGO 5代表
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政府宗教

・VUFOの海外NGOに関する専門機関はPACCOM。

・COMINGOの常任機関はVUFO。

POINT!

1.8 注意事項
1) 自主的に情報収集し、法令遵守の努力を！
海外NGOが取るべき手続きとその期限については海外NGOに関する法令に記載されて
います。ベトナムの法令に記載されている期限や、登録書の期限切れについては、
ベトナム側からのリマインドはありませんので、海外NGOが自主的に管理する必要が
あります。海外NGO側も、海外NGOに関する法令の内容を理解し、注意を図ることが
重要です。
法令が変更された際には、ベトナム側は周知説明会を開催するなどの方法で海外
NGOへ情報を伝達するように努めています。設けられた機会を活用するとともに、
PACCOMとの連絡体制を積極的に維持して、自主的な情報収集に努めてください。

2)

日本での行政手続に関する質問は、日本のNGOから日本の管轄
当局へ直接問合せを！
PACCOMはベトナムの機関であり、職員はベトナム人です。日本
の法律や規則に基づく行政手続については、PACCOMでは原則、
回答はできません。

3)

ベトナムの行政手続に関する質問は、ベトナムの各管轄当局へ直接問い合わせを！
日本人に不慣れな手続でも、ベトナムでは常識的な手続が多々あります。まずはベ
トナムの事情を理解しているベトナム人からベトナムの管轄組織へ問合せをし、問
題解決にあたってください。
海外NGOにベトナム人スタッフがいない場合は、カウンターパート機関のベトナム人
の担当スタッフなどに、海外NGO自身から協力を仰いでください。

4)

手続には余裕を持った対応を！
海外NGOに対する窓口機能を担っているPACCOMは、ベトナムに訪れ活動している世界各
国からの海外NGOのサポートをおこなっています。日本のNGOは、数ある海外NGOの一
つにすぎません。
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PACCOMは、諸手続の窓口機関として、書類の確認や査定を行な
っていますが、PACCOM自身が内容の照会や審査を各国の法律と
ベトナム法を照らし合わせて行なうと同時に、ベトナム政府が
定めた海外NGOに関する規定に従って、中央や地方の関連機関に
対しても照会を行っています。一つの海外NGOの書類審査にはベ
トナム国内の複数の機関が関わるため、時間を必要とする事情
があることを予めご理解ください。
また、各省のプロジェクトを訪問するときも各関係機関、地方
人民委員会に訪問許可申請レターを出す必要があります。相手
方と調整するためにも余裕をもって状況を把握し対応されるこ
とをお勧めします。
5)

PACCOMへは確実に連絡がとれる代表連絡先の通知を！
PACCOMへ 海 外NGOの 下 記 の2種 類 の 代 表 連 絡 先 を 連 絡 す る
ように心がけてください。
特に担当者の変更がありましたら、速やかに連絡をお願
いします。

担当者

対応言語

要点
● 自身でベトナム語が理解できる担当者
または
● 自身でベトナム語は理解できないが、カ
ウンターパート機関や翻訳業者への依頼対

1

ベトナム語

応ができる担当者
※海外NGO内にベトナム語が理解できる者が
いなくても、「ベトナム語で記載されてい
る」ことが理解でき、翻訳処理の対応がで
きる担当者であればよい。
●英語と日本語の両方が理解できる担当者

2
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英語と日本語

(日本語のみは不可)
※日本語と英語の対応が同時にできる担当
者。

PACCOMから海外NGOへの連絡はベトナム語、英語、日本語のいずれか一つ、または複
数の言語で行なわれる可能性があります。日本のNGO側は、ベトナム語・英語・日本
語のいずれの言語であっても対応できる体制の準備をお願いします。
PACCOMでは、2013年10月現在は日本語による対応が可能ですが、今後、都合により
対応できない場合が生じる可能性も皆無ではありません。
また特に、日本の法律や行政制度に関する専門用語を含む問合せ、あるいはベトナ
ムの法律や行政制度に関する専門用語を含む回答を、PACCOMのベトナム人職員の日
本語対応だけに頼るには限界があります。
ベトナムの事情を理解するために、日本のNGO側もベトナム語による連絡体制を整え
ることは、ベトナムで援助活動を行なう上で不可欠です。
6)

海外NGO組織内での情報共有は、NGO自身の責任で！
同一海外NGO内での、日本国内の日本人スタッフとベトナム国内の日本人スタッフ、
あるいは日本人スタッフとベトナム人スタッフとの情報共有は、各NGOの責任で行っ
てください。また、日本のNGOとカウンターパート機関間の情報共有も同様です。
同一組織内から、同一質問を、複数人からPACCOMに問合せること、または、組織の
担当者に伝えた内容がNGO内で共有されないことが無いように、組織の体制を整えて
下さい。
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2.

ベトナム国内で活動を開始するまで

2.1 ベトナムで活動するための了承取付（ベトナム側カウンターパート機関による申請）
2.1.1 全体の流れ（書類申請から合意書/MOUの締結まで）

Point：ベトナムで活動を行うには、ベトナム政府による事業実施の決定書を取得
し、関係者間で合意書/MOUを締結する必要がある。

海外NGOがベトナム国内で活動を行うには、NGO登録を行うだけでは開始できません。
NGO登録のほかにもう一つ重要な作業として、ベトナム政府から事業の了承を取り付
けた上で、関係者間で合意書/MOUを締結する必要があります。このプロセスの必要
性については、政令93号と通達7号で法的に規定されています。この手続き申請は海
外ＮＧＯとの協力を得ながらベトナム側の実施機関が主に行っています。
了承に関する書類の準備から事業関係者間の合意書/MOUを締結するまで、大まかに
以下のような流れとなります。
①

活動了承取付申請書類の準備（書類の作成には、日・越の協力が必要）

②

活動了承取付申請書の提出（事業の種類によって書類の申請先が異なる）

③

認可機関より、決定書の発行（事業の決定書は事業が終了するまでに大切に保管）

④

海外NGOとカウンターパート機関によるMOU締結（了承された事業について締結）
※NGO登録と一緒になる可能性あり。ただし、プロジェクトごとに申請する場合もあ
るので確認が必要。

活動了承申請からMOU締結までの大まかな流れ

海外NGO

ベトナム側CP ベトナム側審査機関

活動了承取付申請書類の準備

申請書類の申請

決定書の受理

MOUまたは契約の締結
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認可機関

書類の修正・再提出

書類の確認・審査
活動の了承及び
決定書の発行

書類が十分に揃ってから決定
書の発行までおよそ1か月

2.1.2 ベトナム政府による活動了承取付と決定書
1)

活動申請書類の準備
先ほどのMOU締結までの手順に従って進めていきます。最初に行うのは、申請書類の
準備です。
ベトナム政府から活動了承を取り付けるには、まず、申請する事業の性格を知る必要
があります。事業の種類については、大きく4つ（プログラム、プロジェクト、ノン
・プロジェクト、緊急支援）あります。政令93号第4条にて定義してありますのでご
確認ください。
申請する書類は、プログラム/プロジェクトの場合とノン・プロジェクト/緊急支援の
場合で2種類のフォーマットがあります。また、申請書の他にもいくつかの書類の準
備が必要となります。書類は全部そろえてカウンターパートが決められた機関が審査
機関／認可機関に対して提出しますので、海外NGOはカウンターパート機関がこれら
の書類を準備できるように情報を提供して下さい。また、関係省庁又は地方によって
は、下記の書類以外で追加を求められることもありますので十分にご注意ください。
政令93号第12条：海外NGOの援助の審査書類及び報告書の一覧

必要書類

説明

1は事業に応じて1-1か1-2を選択する。また、申請書には、実施にあたっての活動費などを
記載するため、特にスタッフの人件費等については、事前に協議しておく必要がある。

1-1プログラム・プロジェクト申請書

1-2ノン・プロジェクト申請書

申請書の詳細な内容については、政令93号第9条
1項及びその申請フォーマットを参照
申請書の詳細な内容については、政令93号第9条
3項及びその申請フォーマットを参照

2ドナーによる支援に関する通知・ ドナーによって協力することを明記したもの(特
コミットメント

に支援額の記載が求められる場合が多い)

3実施にかかる双方の契約のドラフ 申請の際にはドラフトを提出。決定書発行後に
ト（契約書、MOUなど）

締結する。

4ドナーの活動登録書の写し

NGO登録書等

5.その他

カウンターパート機関や管轄機関から求められ
た資料
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2)

書類の申請先について
準備した書類は、カウンターパート機関から事業の内容によって決められた審査／
認可機関に提出します。また、申請書が受理されて認可機関に了承された後には、
認可機関から決定書が発行されます。事業ごとの書類の提出先については下記の表
をご参照ください。

認可機関

条件
政令93号第15条1項

首相による承認権限

aに該当

書類の提出先
海外NGO援助の認可機
関 (政 令 93号 第 4条 9項
を参照)

政令93号第15条1項

国家の各関係省庁・機関・組織の

カウンターパート機関

b,c,dに該当

最高責任者や各地方省・中央直轄

の管轄機関

都市の人民委員長、政令93第1条
4項a,b,cに規定する各組織の中央
機関の最高責任者、ベトナム祖国
戦線の長

3)

申請書提出から決定書取得までの目安
政令93号において、書類申請日から決定書の発行までの日数を換算すると30営業日
程度で申請後、決定書を取得できる見込みです。
ただし、書類の不備などによって修正が求められること等があることから、決定書
が発行される日の目安は、申請書類がすべてそろったことを確認した日から30営業
日程度となります。

4)

決定書取得後の作業（MOU・契約書等の締結）
政令93号第6条に記載している通り、これら活動了承の書類が承認された後、海外
NGOとベトナム側の実施機関は申請の際に提出している事業に関する契約書類に署名
します。
また、申請書にドラフトを提出している時点で、管轄機関から許可があれば決定書
が発行される前に署名することも可能です。
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MOUにおいて必要な署名者は、ベトナム側に直接的に資金を提供することとなる海外
NGOです。例えば、ベトナム・日本の両団体に直接資金提供するドナーは署名に加わ
る必要がありますが、日本の団体に資金を提供しているドナーの場合は、ベトナム
側に対し間接的に関与することとなりますので署名は任意となります。
本プロセスにおける注意点：
相手の日本人に対して常識と思うことが、必ずしもベトナム人にとって、または、
ベトナム社会においても常識とは限りません。本プロセスにおいて、以下の点につ
いて配慮することをお勧めいたします。
①

情報共有はしっかりと
ベトナム側の担当者と連絡をとっていたのに、ベトナム側組織の長まで連絡が伝わっ
ていなかった！ということがありました。実施における重要事項については、相手
方の長に対しレターを送付したり、あるいは直接訪問して報告したりするなど、確
実に相手方の長に情報が伝わるように情報共有いただくことをお勧めします。

②

書類の保管
認可機関から発行される決定書は、必ず事業終了まで保管して下さい。
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2.2

NGO登録（海外NGOがCOMINGO/PACCOMへ申請）

2.2.1 登録書発行までの流れ
STEP1: 日本国内での書類取寄せと各種手続

日本の機関
各種手続

● 法務局

● 警察庁/警察本部

● 公証役場/公証人

● 外務省

NGO
日本におけるベトナムの機関
各種手続 ●ベトナム社会主義共和国大使館
●在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
●在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館

STEP2: ベトナム国内での書類取寄せと各種手続

ベトナムにおける日本の機関
各種手続 ● 在ベトナム日本国大使館
● 在ホーチミン日本国領事館

NGO

ベトナムの機関
各種手続 ● 外務省領事局

● 公証オフィス

● ベトナム外務省在ホーチミン外務局

● 翻訳会社

● 司法局

STEP3: 登録申請
STEP4：書類審査
申請
COMINGO
NGO

補正要求

照会

ト機関

(PACCOM)
回答

補正補充

●カウンターパー

●地方人民委員会
●関係省庁

上申

補正要求
外務省
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STEP5: 登録書発給

レター

COMINGO

NGO
発給

(PACCOM)

発行

外務省

STEP6: MOU締結

締結

VUFO

NGO
(PACCOM)

STEP7: 通知手続

通知
NGO

●カウンターパート機関
●地方人民委員会

登録手続完了

STEP8: 半期（7月）・年次（1月）報告書提出

NGO

定期報告

COMINGO
(PACCOM)

31

STEP 9: 延長・変更・補足・修正申請
STEP10：提出書類審査

申請
NGO

COMINGO
補正要求

(PACCOM)

補正補充

照会

●カウンターパート
機関

回答

●地方人民委員会
●関係省庁

上申

補正要求

外務省

STEP11: 登録書発給

(延長・変更・補足・修正)
レター

COMINGO
外務省

NGO
(PACCOM)

発行

発給
（延長・変更・補足・修正）

援助活動終了

STEP12: 終了通知

通知

COMINGO

NGO
(PACCOM)

通知

●カウンターパート
機関
●地方人民委員会
●関係省庁
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1)

海外NGOの登録書発給手続に関するベトナム管轄機関の機能
機能

ベトナムの管轄機関
外務省（MOFA）

ベトナムにおける海外NGOの各種の登録書の発行、延長、修

国際組織局

正、補足、取消に係る審査と決定を行なう。

COMINGO

ベトナムにおける海外NGOの登録に必要な書類の受理、査定
を行なう。
COMINGOの常任機関。PACCOMの上部機関。

VUFO

COMINGOの常任組織であるVUFOの海外NGOに関する専門機関。
COMINGO及びVUFOの海外NGOに関する業務についての事務局。

PACCOM

海外NGOとカウンターパート機関、地方行政組織に向けた窓口
機能を担う。
PACCOMの中で日本のNGOの手続を担当する部署。2013年現在
アジア太平洋デスク

、日本語のできる職員が配置されている。日本のNGOはアジ
ア太平洋デスクの担当者とやり取りをして手続を行う。

2)

各種手続に関係する関係機関
手続き・作業

取寄場所

担当機関（問合せ先）

定款の準備

日本

NGO自身

認証（定款）

日本

(日本の)公証役場/公証人

公証人押印証明（定款）

日本

(日本の）法務局

登記簿謄本の取寄（法人資格証明書） 日本

(日本の）法務局

日本

(日本の）法務局

日本

(日本の）外務省/警察庁/警察本部

登記官押印証明（法人資格証明書）

日本の無犯罪証明書

在ベトナム日本国大使館
ベトナム 在ホーチミン日本国総領事館

ベトナムの無犯罪証明書

ベトナム (ベトナムの）司法局

公印確認（定款・法人資格証明書
・日本の無犯罪証明書）

日本

(日本の）外務省

ベトナム

在ベトナム日本国大使館
在ホーチミン日本国総領事館
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手続き・作業
領事合法化（定款・法人資格証明
書・日本の無犯罪証明書）

取寄場所

担当機関（問合せ先）

日本

在日ベトナム大使館/総領事館

ベトナム

ベトナム外務省領事部
ベトナム外務省 在HCM外務局

在日ベトナム大使館/総領事館
翻訳証明書付ベトナム語訳、（外 日本
国語で記載された書類）
ベトナム (ベトナムの）公証オフィス/翻訳会社

2.2.2 登録書の発行

POINT:海外NGOに発行される登録書の3タイプ
① 活動登録書（政令12号第6条～8条）
② プロジェクト事務所設立登録書（政令12号第9条～11条）
③ 代表事務所設立登録書（政令12号第12条～14条）

連続的な人道的援助プログラム・プロジェクトを実施しようとする海外NGOは、政
令12号に従って、COMINGO（PACCOM）経由で外務省から①活動登録書②プロジェク
ト事務所設立登録書③代表事務所設立登録書の3つの登録書のうちのいずれかの発
給をうける必要があります。
手続に必要な書類についての具体的な書類、管理管轄機関の責任などは政令12号
およびそのガイドラインである通達5号で規定されています。
海外NGOがベトナムで人道的援助活動を行なおうとする場合、登録は義務です。登
録書の給付はベトナムからの正式な認可という意味付けもあります。

■ 必要書類が変更・追加された場合は速やかに対応を！
一覧の書類以外にも提出を求められた書類があれば速やかに準
備して提出してください。
本書に記載しているのは、2013年8月時点でわかっている内
容のみです。ベトナムでは都度、運用が変更になる場合や、
活動する地方や関係する組織によって追加書類などが求めら
れる場合があります。
管轄機関の指示に従い、適宜対応をする必要があります。
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■ 登録書発行申請書および提出書類に関する大前提－その１

● 申請書類はフォーマットがなく自由形式であるのが標準。
ベトナムでは日本の行政組織が提供するようなフォーマットは無いのが標準で
す。記載が必要な内容を確認のうえ、様式はNGO自身が作成して準備してくだ
さい。
● 申請書にはNGOの組織の長の署名が必要!
申請書類を作成・提出する際は、署名義務のあるNGO側の代表
者の確認を行なってください。書類に署名する代表者について
は、海外NGOの組織の長がベトナムにおける海外NGOの代表者
を兼任している場合を除き、ベトナムにおける海外NGOの代表
者の署名だけでは要件を満たさない場合がありますのでご注意
下さい。
● 外国語（日本語・英語）で記載されている文書は必ず、
翻訳証明書付のベトナム語訳が必要!
政令12号で外国語で書かれた書類はいずれも翻訳証明付きのベ
トナム語訳の添付が必要と規定されています。ベトナムにとっ
て日本語および英語で記載された文書は外国語で記載された書
類に当たるため、政令12号の規定に従い翻訳証明付きのベトナム語に翻訳して
提出する必要があります。
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1)

各種の登録書の期限と要件

登録書の種類

活動登録書

有効期限

最大3年

最大5年

最大5年

団体を設立し

● 政令12号第6条

● 政令12号第6条

た当該国家の法律

に基づいた活動登

に基づいて活動登

に基づく法人格を

録書の発行を受領

録書の発行を受領

有する

済みである

済みである

●

明確な会則と

● ベトナムの管

● ベトナムの管

主旨（定款および

轄当局が承認した

轄当局が承認した

それに順する規約

プログラム・プロ

プログラム・プロ

・規則）を有する

ジェクトを有し、

ジェクトを通じて

●

ベトナム国家

現地にて常時実施

、長期間活動を実

の社会経済発展政

・監督することが

施するコミットメ

策に合致したプロ

必要である

ン ト を 有 す る

●

取得要件

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

グラム・プロジェ

● 最低2年間ベト

クト・ノンプロジ

ナムで効果的な支

ェクト援助を通じ

援活動を実施した

たベトナムでの人

実績を有する

道的開発活動計画

● 代表事務所を

を有する

、ハノイ、ダナン
、ホーチミンのい
ず れ か 1箇 所 に 設
置する

●

設立地か本部

● 設立地か本部

● 設立地か本部

を置く場所での活

を置く場所での活

を置く場所での活

動登録期間を超え

動登録期間を超え

動登録期間を超え

た時

た時

た時

●
失効要件

プロジェクト

事務所または代表
事務所のいずれか
の設立登録書が発
行を受けた時（ア
ップグレード*1時）

*1：アップグレード
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活動登録書からプロジェクト事務所設立登録または代表事務所設立登録、あるいは
、プロジェクト事務所設立登録から代表事務所設立登録に、登録書のグレードがア
ップすること。アップグレードについては、援助額、援助分野、援助領域などの基
準がある。詳細はPACCOMに要確認。
2)

各種の登録書の発行に必要な書類
登録書の種類

申請書

活動登録書

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

『活動登録申請書』

『プロジェクト事

『代表事務所設立

・COMINGO宛

務所設立申請書』

申請書』

・海外NGOの組織の

・COMINGO宛

・COMINGO宛

長の署名

・海外NGOの組織の

・海外NGOの組織の

・組織名（正式名称

長の署名

長の署名

と略称の両方）

・プロジェクト事

・代表事務所設立

・本部の住所

務所の必要性

の必要性

・活動の主旨と目的

・プロジェクト事

・代表事務所設立

・組織の設立と発展

務所設立予定地

予定地

の経緯の概要

・プロジェクト事

・代表事務所の活

・資金源と財政能力

務所の活動に

動に必要と予測

・ベトナムにおける

必要と予測される

される外国人スタ

プログラム・

外国人スタッフと

ッフとベトナム人

プロジェクトの内容

ベトナム人スタッ

スタッフの人数

と活動計画

フの人数

・ベトナム法の遵守
とベトナムの
伝統的慣習や規範の
尊重へのコミットメ
ント

登録書原本
（原本が紛

『活動登録書』

『活動登録書』

失した場合

または

、公証付コ

『プロジェクト事

*2

ピー ）

務所設立許可』
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登録書の種類

定款

活動登録書

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

・領事合法化必須

・領事合法化必須

・領事合法化必須

・翻訳証明書付ベ

・翻訳証明書付ベ

・翻訳証明書付ベ

トナム語訳必須

トナム語訳必須

トナム語訳必須

法人資格証明
書原本

任命決定書

履歴書

・領事合法化必須

・領事合法化必須

・領事合法化必須

・翻訳証明書付ベ

・翻訳証明書付ベ

・翻訳証明書付ベ

トナム語訳必須

トナム語訳必須

トナム語訳必須

・海外NGOの長から

・海外NGOの長から

・海外NGOの長から

ベトナムにおける

プロジェクト事務

の代表事務所事務

代表者となる見込

所の代表者となる

所の代表者となる

みの者への任命決

見込みの者への任

見込みの者への任

定書

命決定書

命決定書

・ベトナムにおけ

・プロジェクト事

・代表事務所の代

る代表者となる見

務所の代表者とな

表者となる見込み

込みの者の履歴書

る見込みの者の履

の者の履歴書

歴書

パスポートの
コピー

(ベトナム語訳
不要）

・ベトナムにおけ

・ベトナムにおけ

・ベトナムにおけ

る代表者となる見

るプロジェクト事

る代表事務所の代

込みの者の有効期

務所の代表者とな

表者となる見込み

限のあるパスポー

る見込みの者の有

の者の有効期限の

トの写し

効期限のあるパス

あるパスポートの

ポートの写し

写し

・最低2年間のベト
活動報告書

ナムでの活動の概
要
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必要書類

活動登録書

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

無犯罪証明書
日本の警察本

・プロジェクト事

・代表事務所の代

部が発行した

務所の代表者とな

表者となる見込み

無犯罪証明書

る見込みの者の無

の者の無犯罪証明

犯罪証明書

書

・プロジェクト事

・代表事務所の代

務所の代表者とな

表者となる見込み

る見込みの者が既

の者が既に6ヶ月以

ベトナムの司

に6ヶ月以上ベトナ

上ベトナムに滞在

法局が発行し

ムに滞在している

している場合はベ

た無犯罪証明

場合はベトナムの

トナムの無犯罪証

書の原本

無犯罪証明書の取

明書の取り寄せが

り寄せが必要

必要

（日本の無犯罪証

（日本の無犯罪証

明書の場合）

明書の場合）

・領事合法化必須

・領事合法化必須

・翻訳証明書付ベ

・翻訳証明書付ベ

トナム語訳必須

トナム語訳必須

の原本

または

ベトナムにお
けるプログラ
ム・プロジェ
クト書類

ベトナムの権
限を持つ機関
から発行され
た活動了解の
決定書の原本
又は公証付
コピー*2

39

3)

各種の登録書延長の期限と要件
登録書の種類

活動登録書

延長する登

延長された日から最

延長された日から最

延長された日から最

録書の期限

大3年

大5年

大5年

活動登録書の期限が

プロジェクト事務所

代表事務所設立登録

終了する少なくとも

設立登録書の期限が

書の期限が終了する

60日前迄までに延長

終了する少なくとも

少なくとも60日前迄

申請依頼を行う

60日前迄までに延長

までに延長申請依頼

申請依頼を行う

を行う

延長の要件

4)

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

各種の登録書の延長に必要な書類

登録書の種類

延長申請書

活動登録書

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

『活動登録書延長申

『プロジェクト事務

『代表事務所設立登

請書』

所設立登録書延長申

録書延長申請書』

・COMINGO宛

請書』

・COMINGO宛

・海外NGOの長また

・COMINGO宛

・海外NGOの長また

は登録書記載のベト

・海外NGOの長また

は登録書記載のベト

は登録書記載のベト
ナムにおける代表者
の署名
登録書原本
（原本が紛

『活動登録書』

『プロジェクト事務

『代表事務所設立登

失した場合

・期限切れになる登

所設立登録書』

録書』

、公証付コ

録書原本

・期限切れになる登

・期限切れになる登

録書原本

録書原本

・期限切れになる登

・期限切れになる登

・期限切れになる登

録書の期間内に実施

録書の期間内に実施

録書の期間内に実施

した活動概要

した活動概要

した活動概要

ピー*2）

活動報告書
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登録書の種類
活動計画書

5)

活動登録書

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

・延長する期間内に

・延長する期間内に

・延長する期間内に

実施する予定の活動

実施する予定の活動

実施する予定の活動

概要

概要

概要

登録書の補足・修正・変更・再発行の期限と要件
登録書の種類

活動登録書

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

補足、修

許可された日から

許可された日から

許可された日から

正・変更

最大3年

最大5年

最大5年

●

● プロジェクト事

● 代表事務所設立

内容の修正、補足

務所設立登録書の

登録書の内容の修

が必要である

内容の修正、補足

正、補足が必要で

●

が必要である

ある

紛失、破損、劣化

● プロジェクト事

● 代表事務所設立

により再発行が必

務所設立登録書の

登録書の紛失、破

要である

紛失、破損、劣化

損、劣化により再

により再発行が必

発行が必要である

、再発行
した登録
書の期限
補足、修正
・変更、
再発行の要
件

活動登録書の

活動登録書の

要である
*2：公証付きコピー
登録書や決定書など、原本紛失が許されない書類については、証書取得時に公証付きコ
ピーを準備しておくことをお勧めします。
また、原本と公証コピーは別々に保管することもお勧
めします。
公証付きコピーは、原本とそのコピー（公証のない単
純なコピー）を持参すれば
ベトナムの公証オフィスで作成することができます。
手続の詳細についてはベトナムの公証オフィスにお問
合せください。
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6)

登録書の補足・修正・変更・再発行手続に必要な書類
登録書の種類

活動登録書

プロジェクト事務所設立登録書 代表事務所設立登録書

『活動登録書修正

『プロジェクト事

『代表事務所設立

申請書』

務所設立登録書修

登録書修正申請書

または

正申請書』

』

『活動登録書補足

または

または

申請書』

『プロジェクト事

『代表事務所設立

または

務所設立登録書補

登録書補足申請書

『活動登録書再発

足申請書』

』

行申請書』

または

または

『プロジェクト事

『代表事務所設立

・COMINGO宛

務所設立登録書再

登録書再発行申請

・海外NGOの長また

発行申請書』

書』

トナムにおける代

・COMINGO宛

・COMINGO宛

表者の署名

・海外NGOの長また

・海外NGOの長また

・明確な理由

は登録書記載のベ

は登録書記載のベ

トナムにおける代

トナムにおける代

表者の署名

表者の署名

・明確な理由

・明確な理由

『プロジェクト事

『代表事務所設立

務所設立登録書』

登録書』

『プロジェクト事務

『代表事務所設立

所設立登録書』の写

登録書』の写し

申請書

は登録書記載のベ

登録書原本
（破損や劣

『活動登録書』

化による修
正、補足、
再発行の場
合）
活動登録書
のコピー

(原 本 紛 失
による再発
行依頼の場
合）
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『活動登録書』の写し

2.2.3 登録書の補足・修正・変更申請が必要な事項と変更手続に必要な書類
登録書に記載されている下記の内容に補足・修正・変更が生じた場合は変更申請を
する必要があります。変更申請をせずに放置すると、変更申請時にすでに提出した
書類（資格証明書等）との内容と食い違いが生じ、審査過程で支障となる場合があ
りますので注意して下さい。

変更事項

必要書類

代表者（組織の長、ベトナムにおける代表者） 法人資格証明書
組織の名称

法人資格証明書

本部の住所

法人資格証明書

活動分野（終了、変更、追加等）

決定書またはMOU（締結済みのもの）

活動地域（終了、変更、追加等）

決定書またはMOU（締結済みのもの）

ベトナムにおける代表者のパスポートNO

新しいパスポートのコピー

■ 登録書延長時に同時に変更申請をする場合はタイトルの変更が必要！
変更申請は延長と同時に行うことが可能です。しかし、その場合
は、申請書のタイトルを変更内容に応じて書き換える必要があり
ます。

(例：「活動期間延長及び本部の住所変更の申請書」など）

2.2.4 添付書類の内容について
1)

翻訳証明書付きベトナム語訳

j

翻訳証明書付きベトナム語訳とは？
翻訳証明書とは、提出された翻訳文が原文の忠実な翻訳であることを証明する
ものです。政令12号により、英語および日本語を含む外国語で書かれた書類は
いずれも、翻訳証明書付きのベトナム語訳の添付が必要と規定されています。
翻訳証明書は「規定による機関」で翻訳された場合に限りベトナム語訳に添付
して発行されます。
規定による機関は次のとおり
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場所

規定による機関

手続

ベトナム

Phòng Công chứng

・ 公証オフィスには国営と私営があり、大都市

(公証オフィス）

を中心として設けられている。
・ 大都市の公証オフィスを利用することを推奨
。（一部の地域で人民委員会が公証オフィス機
能を担っているところもあるが、時間がかかるう
えに精度が低い場合が多くある。）
公証オフィスで翻訳するためには、翻訳する対
象が原本でありスタンプが押印されていること
が必要。但し、NGOの警察へのスタンプ登録は
可能だが必須ではない。

日本

Công ty dịch thuật

・ 翻訳証明を発行できる翻訳会社に限る

(翻訳会社）

・ 詳細は各自で利用する翻訳会社に要確認。

在日ベトナム大使館

・ ベトナムの公証オフィスで翻訳するより

/総領事館

も時間を要し、所要期間は約1ヶ月程度。
・ 詳細は在日ベトナム大使館または総領事
館に要確認。

注意事項

※いずれの「規定による機関」も、自らの機関で翻訳した翻訳文に対して
のみ翻訳証明書を発行しており、原則、第三者が翻訳した翻訳文に対し
ての翻訳証明書だけの発行はおこなっていない。
※不明な点は、各「規定による機関」に直接確認。

k 翻訳証明書付きベトナム語訳が絶対必要な場合とは？
法人資格証明書や定款など、日本の行政機関から発行される書類で、原本が日本(お
よび英語）で記載されるしかない書類は、外国語で記載されている書類に該当する
ため、翻訳証明書付きのベトナム語訳の添付が必須です。
日本以外の第三国で作成・発行された書類についても、オリジナルがベトナム語に
できない書類は、既定の機関で翻訳された翻訳証明書付ベトナム語訳が必須です。
下記は一例です。下記に記載がない書類については適宜判断が必要です。
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オリジナルがベトナム語で作成不可の書類

翻訳証明書付のベトナム語訳

定款
法人資格証明書

(日本の管轄当局が発行した）無犯罪証明書

常に必要

その他、ベトナム以外の国の機関が発行し
た書類で、ベトナム語以外の外国語（日本
語・英語等）で記載された書類

l 翻訳証明書付きベトナム語訳の添付の有無を選択できる場合とは？
NGO自身が作成する申請書、報告書、計画書等などの書類は、オリジナルがベトナム
語で作成されていれば、翻訳証明書付ベトナム語訳は添付する必要はありません。
しかし、オリジナルをベトナム語で作成して提出する場合、当然ながら、その内容
を日本のNGOは完全に理解しているとみなされ、後日説明を求められることもありま
す。
ベトナム側と日本のNGOの日本人スタッフ間での内容確認がスムーズにおこなわれる
ためにも、「ベトナム語と日本語」、または「ベトナム語と英語」のいずれかの組
合あわせで、同一内容で、両方ともに代表者の署名と押印をしている書類を作成し
てCOMINGO（PACCOM）へ提出することを強く推奨しています。

オリジナルがベトナム語でも作成可の書類

翻訳証明書付のベトナム語訳

申請書
任命決定書

オリジナルが日本語：必要

紹介状
履歴書

オリジナルがベトナム語：不要

活動報告書
活動計画書

2)

領事合法化（領事認証）

POINT:領事合法化が必ず必要な書類
・定款
・法人資格証明書
・無犯罪証明書
45

j 領事合法化（領事認証）とは？
領事合法化（領事認証）は、公式に提出される書類の印鑑が偽造されたものでな
いことを証明するものです。なお、領事合法化（Hợp Pháp hóa Lãnh Sự）と領事
認証（Chứng Nhận Lãnh Sự）とは同義で、発行する機関により名称が異なりま
す。
政令12号により、NGOの活動登録に必要な提出書類である法人資格証明書と定款、
および無犯罪証明書には、ベトナムの領事機関による領事合法化（領事認証を受
けること）が必要と規定されています。
ベトナムの領事機関とは下記のとおりです。

場所

ベトナムの領事機関

ベトナム Cục Lãnh sự trực thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam（ベトナム外務省領事局)
Sở Ngoại Vụ T.P Hồ Chí Minh（ベトナム外務省在ホーチミン外務局）
日本

在日ベトナム大使館/総領事館

k 領事合法化するために必要な公印確認証明とは？
登記簿謄本等を在日ベトナム大使館/総領事館またはベトナムの領事局で領事合法化
してもらうためには、その前段階で日本の外務省による証明が必要とされます。
日本の外務省では、日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が
発行した文書に押印された公印について、公印確認証明の付与を行っています。
証明を受けようとする書類が公文書であることが前提なりますが、定款や個人や法
人で作成した私文書でも、日本の公証役場や法務局で所定の手続きを行えば、日本
の外務省の公印確認証明を受けることができます。
詳細については日本の外務省および法務局にお問合せ下さい。
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■ 公印確認の際の「たすきがけ」手続きの禁止
日本にある日本の外務省の証明窓口で公印確認証明を受
けた場合は、在日ベトナム大使館で領事合法化を受ける

重要

必要があります。
また。在ベトナム日本大使館/総領事館で公印確認証明を
受けた場合は、ベトナムの外務省領事局で領事合法化す
る必要があります。
公印確認証明と領事合法化は同一国内で行なう必要があ
り、「たすき掛け」の手続きはできません。すなわち、
日本にある日本の外務省の公印確認証明を受けたものに
対して、ベトナムにあるベトナムの外務省領事局で領事
合法化すること、またはその逆はできません。
日本にある日本の外務省の証明窓口で公印確認証明を取
得するか、在ベトナム日本大使館/総領事館で公印確認証
明を取得をするかによりその後の手続き先が決まります
ので、注意が必要です。

l 領事合法化の前段階の公印確認をするために、更に事前に日本の行政機関で手続が必要
日本の外務省で公印確認をするためには、更に事前に日本の行政機関で各種手続が必要です。
書類の種類によっても手順が異なりますので、日本の管轄機関に問合せをしながら手続をす
すめてください。
定款
・認証（公証人役場）
・公証人押印証明（法務局）
法人資格証明書
・登記官押印証明（法務局）
※詳細についての問合せは日本の管轄機関へ！
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3)

定款

Point：ベトナムの求めているもの
・「規定と明確な会則」に相当する定款、または定款に該当する規約・規則
・「規定と明確な会則」に対する領事合法化
・「規定と明確な会則」に対する翻訳証明書付ベトナム語訳
・手続き書類の原本一式

j 定款の準備
定款については、日本の制度上、法人設立登記の際に法務局に提出している定款と同じも
ので法的な効力のある証明が付いたものを準備することはできません。そのため、法人自
身が保管しているものをコピーして使用します。しかし、単なるコピーでは、ベトナム側の求
める要件を満たさないため、公証人役場の公証人による「認証」と法務局長による「公証人
押印証明」を取得する手続きを進める必要があります。

k 定款がない場合
学校法人等、定款がない組織の場合、定款に相当する規定で代用することが可能で
すが、事前にPACCOMに確認を依頼することが必要です。
2013年 現 在 、 定 款 の な い 組 織 の 規 定 が 定 款 に 相 当 す る も の か ど う か の 確 認 を
PACCOMに依頼する場合は、確認対象は日本語のままでも可能です。但し、変更に
なる場合もありますので、必ずPACCOMに確認し、指示に従ってください。
なお、正式に提出する段階では翻訳証明書付きのベトナム語訳が必須になります。

l 定款の領事合法化

■定款の提出準備のために、日本の行政機関で事前に必要な手続は？
・認証（公証役場）
・公証人押印証明（法務局）
・公印確認（外務省）
※詳細についての問合せは日本の管轄機関へ！
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手順

成果物

i

定款のコピーを用意する。

定款

ii

定款の内容に、公証人から「認証」を取得。

(定款）+認証

iii

公証人の認証に対して、法務局長による「公証人押印証

(定款+認証）

明」を取得。

+公証人押印証明

※「公証人押印証明」取得手続きについての詳細は法務
局に直接確認。

iv

v

取得した「公証人押印証明」に対して、日本の外務省の

(定款+認証+公証人

証明窓口で「公印確認」を取得。

押印証明)

ⅰ～ⅳまでの手続きを終了し「公印確認」を取得した定

(定款+認証+公証人

款について、『規定による機関』でベトナム語訳を作成

押印証明+公印確認)

し「翻訳証明」を取得する。

+ベトナム語訳+翻訳

※このベトナム語訳と翻訳証明は、『ベトナムの領事機

証明

関』への提出用。在日本ベトナム大使館/総領事館で領
事合法化する場合はこの翻訳証明書付の翻訳は不要。詳
細については在日ベトナム大使館/領事館に直接確認。

vi

vii

Ⅰ～ⅴまでの手続きを終了し「公印確認」と「翻訳証明」を取

(定款+認証+公証人

得した書類一式について、『ベトナムの領事機関』で「領事

押印証明+公印確認)

合法化（領事認証）」を取得する。

+領事合法化

ⅰ～ⅵまでの手続きを終了し「領事合法化（領事認証）」を取得

(定款+認証+公証人

した定款について、『規定による機関』でベトナム語訳を作成し「

押印証明+公印確認

翻訳証明」を取得する。

+領事合法化)

※このベトナム語訳と翻訳証明はPACCOMへの提出用。必須

+ベ ト ナ ム 語 訳 +翻
訳証明

原本全てをPACCOMに提出する。
viii

※上記で入手した書
類の原本をすべて提
出する。
※括弧内（）は前のステップで取得した書類
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フローチャート：定款の準備からPACCOM提出までの手続き
【日本国内の手続き】
NGO
定款の写し
公証役場/公証人
認証
(地方）法務局/（地方）法務局長
公証人押印証明

領事合法化手続を日本をベトナムで行なうかを選択
※注意：『たすきがけ手続の禁止』詳細は本文中の説明を参照。
「公印確認」を「日本にある外務省証明窓口」で行なうか、「在ベトナム日本大使館/領事館
」で行なうかにより、その後の領事合法化の手続を行う国が限定される。

【日本で行なう場合】

【ベトナムで行なう場合】

日本外務省証明窓口

在ベトナム日本大使館/総領事館

公印確認

公印確認

在日ベトナム大使館/領事館

公証オフィス/翻訳会社

領事合法化（領事認証）

越語翻訳・翻訳証明①
この翻訳は
越外務省で
回収

ベトナム外務省領事局
ベトナム外務省在ホーチミン外務局
領事合法化（領事認証）

在日ベトナム大使館/領事館

公証オフィス/翻訳会社

越語翻訳・翻訳証明

越語翻訳・翻訳証明②
この翻訳
を
提出

PACCOM（人民援助調整委員会）

50

4)

法人資格証明書
Point：ベトナムの求めているもの
・組織の「法人格についての公的な証明」に相当する法人登記簿謄本
・「法人格についての公的な証明」に対しての領事合法化
・「法人格についての公的な証明」に対する翻訳証明書付ベトナム語訳
・手続き書類の原本一式

j

政令12号の規定と法人資格証明書として扱われる書類
ベトナムで活動をする海外NGOは、政令12号により、活動登録書を取得する際に、法人格
を証明するために、法人資格証明書の提出が必須です。法人格がなければベトナムで援
助活動を行なうことはできません。
政令12号では法人資格証明書は、「団体を設立した場所もしくは本部のある場所の管轄
権限を有する機関により発行され、領事合法化された法人資格証明書の原本または公証
付コピー」と規定されています。
法人資格証明書として扱われる日本の公的書類は、法人登記簿謄本であり、下記の2種類
があります。行なう手続きにあわせて、いずれか一方を提出する必要があります。

書類

登記簿謄本の記載内容

現在事項全部証明書

現在効力を有する事項
のみ記載

・登録書発行申請（新規）

現在効力を有する事項

・登録書発行申請（新

と過去の変更登記の履

規）

履歴事項全部証明書

申請

歴を記載。

・登録書変更申請（発

※「履歴事項全部証明

行済登録書に記載され

書」は「現在事項全部

ている組織の情報の変
更）

証明書」を包括する。

「履歴事項全部証明書」
登録書の延長申請を行なう場合で、同時に登録書に記載されている組織の情報の変更申
請を行なう場合は、変更の履歴がわかる「履歴事項全部証明書」を提出しなければなり
ません。登録書に記載されている組織の情報（本部所在地、組織の代表者等）の変更の
証明として使用します。
誤って「現在事項全部証明書」を提出した場合、変更内容が証明できないため、「履歴
事項全部証明書」との差し替えが求めらます。その提出の際、「履歴事項全部証明書」
についても、領事合法化と翻訳証明付のベトナム語訳が必要になります。
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「現在事項全部証明書」

新規に行なう登録書申請の場合は、「現在事項全部証明書」と「履歴事項全部証明
書」のどちらでも可能です。「現在事項全部証明書」の方が履歴の記載がない分、
「履歴事項全部証明書」よりページが少なく翻訳費用が節約できる場合があるとい
う利点があります。

k 登記簿謄本の記載内容の詳細
「履歴事項全部証明書」と「現在事項全部証明書」のそれぞれにどのような内容が記載
されているか（変更内容が反映されているか）は、NGO自身が法人として日本でどのよう
な登記をしてきたかによります。記載内容が不明な場合は、NGO自身が、日本の管轄の法
務局で、謄本の取得や閲覧の申請を行い確認する必要があります。

l 組織所属証明書
組織所属証明書とは、登記簿謄本だけでは組織の法人格を証明できない場合に、登記簿
謄本に加えて提出が必要な、上部組織が下部組織の所属を証明する書類です。

■ ベトナムでは知られていない日本の組織の常識！
日本では、集団や組織の設立に政府からの許可は必要なく、法人格を取得しなく
ても活動を行うことができます。実際に法人格をもたない日本のNGOは多く存
在しており、効果的な援助活動を行なっています。
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組織所属証明書に関する提出書類は下記のとおりです。

・COMINGO宛
・下部組織が上部組織に所属していることを証明する旨
組織所属証明書

・所属する上部組織
・下部組織の組織名・所在地・組織の代表者・連絡先などの
基本情報
・上部組織の長の記名または署名と押印
・自由形式。フォーマット無し。
・外国語（日本語および英語）で記載している場合は翻訳証明書

注意事項

付きのベトナム語訳の添付が必要（ベトナム語で作成されていれ
ば翻訳証明書は不要）
・組織所属証明書の領事合法化は不要。（登記簿謄本には必要）
・上部組織の登記簿謄本と下部組織の組織所属証明書の2つで1セッ
となる。

会社の一部署および付属組織の場合
会社の一部署がNGOとして活動をしている場合で、会社の法人登記簿謄本で法人格が
証明できない場合（活動している単位で法人格を取得していない場合）、組織所属
証明書を以って法人格を証明することはできません。NGOとして活動している組織名
での法人資格証明書が必要です。そのため、前提として会社の一部署がNGO名で日本
において法人登記を行なう必要があります。ベトナムで支援活動をする各国のNGOに
同一の方針がとられているため、労力や費用等の課題・難点があっても、日本での
法人登記が可能である以上、公平性の観点から例外は認められません。

m 法人資格証明書の領事合法化
■ 法人資格証明書の提出準備のために、日本の行政機関で事前に必要な手続は？
・法人登記簿謄本の取寄せ（法務局）
・登記官押印証明（法務局）
・公印確認（外務省）
※詳細についての問合せは日本の管轄機関へ！

53

手順

i

成果物

法人資格証明書として、法務局で登記簿謄本（「現

登記簿謄本＝「現

在事項証明書」または「履歴事項全部証明書」）を

在事項証明書」ま

取得する

たは「履歴事項全

※「登記簿謄本」取得の手続きの詳細は法務局に直

部証明書」

接確認。

ii

登記簿謄本を発行した登記官の所属する（地方）法務局

(登記簿謄本）

長による「登記官押印証明」を取得する。

+登記官押印証明

※「登記官押印証明」取得手続きについての詳細は法務
局に直接確認。

iii

iv

取得した「登記官押印証明」に対して、日本の外務省の証

(登 記 簿 謄 本 +登 記

明窓口で「公印確認」を取得。

官押印証明）

※「公印確認」については日本の外務省に直接確認。

+公印確認

ⅰ～ⅲまでの手続きを終了し「公印確認」を取得した書類一式

(登 記 簿 謄 本 +登 記

について、『規定による機関』でベトナム語訳を作成し「翻訳証

官押印証明+公印確

明」を取得する。

認）

※このベトナム語訳と翻訳証明は、『ベトナムの領事機関』へ

+ベ ト ナ ム 語 訳 +翻

の提出用。在日本ベトナム大使館/総領事館で領事合法化す

訳証明

る場合はこの翻訳証明書付の翻訳は不要。詳細については
在日ベトナム大使館/領事館に直接確認。

v

Ⅰ～ⅳまでの手続きを終了し「公印確認」と「翻訳証明」を取

(登 記 簿 謄 本 +登 記

得した書類一式について、『ベトナムの領事機関』で「領事合

官押印証明+公印確

法化（領事認証）」を取得する。

認）
+領事合法化

vi

vii

ⅰ～ⅴまでの手続きを終了し「領事合法化（領事認証）」を

（登記簿謄本+登記

取得した書類一式について、再度『規定による機関』でベト

官押印証明+公印確

ナム語訳を作成し「翻訳証明」を取得する。

認+領事合法化）

※このベトナム語訳と翻訳証明はPACCOMへの提出用。

+ベトナム語訳+翻訳

必須。

証明

原本全てをPACCOMに提出する。

※上記で入手した書
類の原本をすべて提
出する。
※括弧内（）は前のステップで取得した書類

54

フローチャート：法人資格証明書の準備からPACCOM提出までの手続き
【日本国内の手続き】
法務局
登記簿謄本

(地方）法務局/（地方）法務局長
登記官押印証明

領事合法化手続を日本をベトナムで行なうかを選択
※注意：『たすきがけ手続の禁止』詳細は本文中の説明を参照。
「公印確認」を「日本にある外務省証明窓口」で行なうか、「在ベトナム日本大使館
/領事館」で行なうかにより、その後の領事合法化の手続を行う国が限定される。

【日本で行なう場合】

【ベトナムで行なう場合】

日本外務省証明窓口

在ベトナム日本大使館/総領事館

公印確認

公印確認

在日ベトナム大使館/領事館

公証オフィス/翻訳会社

領事合法化（領事認証）

越語翻訳・翻訳証明①

ベトナム外務省領事局

この翻訳は
越外務省で
回収

ベトナム外務省在ホーチミン外務局
領事合法化（領事認証）

在日ベトナム大使館/領事館

公証オフィス/翻訳会社

越語翻訳・翻訳証明

越語翻訳・翻訳証明②
この翻訳を
提出

PACCOM（人民援助調整委員会）
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5)

無犯罪証明書（警察証明書・犯罪経歴証明書）
Point：ベトナム側の求めているもの
・ベトナムの無犯罪証明書（Lý lịch tư pháp）、またはそれに相当する「犯罪を
犯したことが無いこと」を証明する公的書類
・代表事務所設立登録書またはプロジェクト事務所設立登録書を取得しようと
する海外NGOのベトナムにおける代表者となる見込みの者が対象
・無犯罪証明書に対する領事合法化（ベトナム以外で取得した場合）
・無犯罪証明書に対する翻訳証明書付ベトナム語訳（外国語で記載されている場合）
・書類の原本一式

j ベトナムの Lý lịch tư pháp（無犯罪証明書）とは
ベトナムのLý lịch tư pháp（無犯罪証明書）とは、犯罪履歴がないことを証明する書
類です。政令12号によって、代表事務所設立登録書またはプロジェクト事務所設立
登録書をもつ海外NGOのベトナムにおける代表者となる見込みの者は、直近6ヶ月居
住していた国によって発行される「犯罪を犯したことが無いこと」を証明する公的
書類の提出が必要と規定されています。

k ベトナムの Lý lịch tư pháp（無犯罪証明書）に相当する書類
直近6ヶ月間の居住地に基づく提出書類は次のとおりです。
直近6ヶ月間の

提出書類

備考

居住場所
ベトナム

Lý lịch tư pháp (無犯罪証明書）居住の届出されている省の
司法局が発行
無犯罪証明書
(警察証明書/犯罪経歴証明書

庁・道府県警察本部が発行

ベトナムまたは

居住していた国が公式に発行する

各国で要確認

日本以外の

Lý lịch tư pháp（無犯罪証明書）

日本

第三国

外務省を経由して申請。警視

に相当する公式な証明
※日本および第三国の無犯罪証明書には、ベトナムの領事

注意事項

機関による領事合法化が必須。
※ベトナムの無犯罪証明書（Lý lịch tư pháp）には領事合
法化は不要。
※外国語（日本語および英語を含む）で記載している場合
は翻訳証明書付きの
ベトナム語訳の添付が必要
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l 日本の無犯罪証明書（警察証明書・犯罪経歴証明書）
ベトナムの管轄当局である司法局が発行するLý lịch tư phápに相当する日本の書類は、
無犯罪証明書です。警察が発行する無犯罪証明書は、警察証明書や犯罪経歴証明書
とも呼ばれ、有罪が確定した犯罪経歴が無いことを証明する公文書です。

m 日本の無犯罪証明書の「特別発給」について
日本で無犯罪証明書を取得する場合、「特別発給」の場合に要求される書類を提出
し、発行申請の都度、無犯罪証明書を発給するべきか否かの審査がなされる必要が
あります。
日本の無犯罪証明書は、日本の外務省が、相手国政府の法律に基づく要求に基づき
日本の警察庁へ依頼をします。外務省には国別に発給理由のリストがあり、過去に
おいて既に法的根拠が調査済で、かつ、法的な根拠資料が入手済みの要求であると
承知している事由については「通常発給」扱いとなりますが、ベトナムにおいて日
本のNGOが登録手続きをするために提出が必要な無犯罪証明書については、2013年現
在ではベトナムの発給理由リストに掲載はされていません。そのため、「特別発給
」として取り扱われます。
将来的に、日本の外務省のベトナムの発給理由のリストに載れば「通常発給」とな
り手続きが簡易になる可能性はありますが、しかし、2013年現在ではその時期は未
定です。

n 日本国内で日本の無犯罪証明書を取り寄せる場合
無犯罪証明書は日本国内では外務省を通じて申請し、警視庁・道府県警察本部で発
行されます。また、海外から発行を依頼することも可能で、海外居住の場合は在外
公館（日本大使館・総領事館）が申請窓口となります。

外務省 領事局 領事サービス室 証明班
〒100-8919

千代田区霞が関2-2-1

電話(代表）03-3580-3311(内線4995)

外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。必要書類や手続き手順等の詳細
は外務省および管轄の警察庁に問合せる必要があります。
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o 日本の無犯罪証明書の取寄せに必要な書類について
特別発給の申請については、その要求事由が相手国政府の法律に基づく要求であ
ることを立証する根拠書類を用意する必要があります。必要書類については、
外務省および警察庁に逐次確認し、指示に従う必要があります。
なお、以下の２つの書類の提出を要求された場合は、下記のとおりの準備対応を
行います。

書類

該当書類

対応

無犯罪証明書提出要求機関

PACCOMか ら の

NGOがレターに必要な内容を

(公的な機関であることが必

レター

日本の管轄機関に確認してか

要)からの指示書

ら 、 PACCOMの 日 本 NGO担 当 者
へ連絡し、発行を請求する。

無犯罪証明書の提出要求につ

政 令 12号 お よ

ハンドブックのベトナム語版

いての関係法令等その和訳文

び通達5号の和

または英語版を元に各NGOで

(書類の名称及び発行機関名、

訳

和訳

無犯罪証明書を必要としてい
ることについて言及された部
分、無犯罪証明書の必要有効
期限等がわかる部分の和訳)

p 日本の無犯罪証明書取得にかかる期間について
外務省は申請者より諸々の必要書類を受け取り、同書類は警察庁へ取り次ぎます。
その後、警察庁において、早くて3～4週間、場合によっては数ヶ月かけて書類が審
査されます。発給すると判断された場合は、警察庁より直接申請者に連絡が来ます
。警察庁の指示に従って、住民登録している警察本部にて警察証明書の発給を申請
します。通常、警察本部で申請して発給されるまで、1週間～2週間必要です。
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q 日本の無犯罪証明書（犯罪経歴証明書/警察証明書）の領事合法化（領事認証）
手順

成果物

外務省経由で申請し、警察庁から「無犯罪証明書」

無犯罪証明書

を取得する。
i

※「無犯罪証明書」については外務省および警察庁
に直接確認。

ii

iii

日本の外務省の証明窓口で「公印確認」を取得。

(無犯罪証明書）

※「公印確認」については日本の外務省に直接確認。

+公印確認

「公印確認」を取得した無犯罪証明書について、『規定

(無犯罪証明書+公

による機関』でベトナム語訳を作成し「翻訳証明」を取

印確認）

得する。

+ベトナム語訳+翻

※このベトナム語訳と翻訳証明は、『ベトナムの領事機

訳証明

関』への提出用。在日本ベトナム大使館/総領事館で領
事合法化する場合はこの翻訳証明書付の翻訳は不要。詳
細については在日ベトナム大使館/領事館に直接確認。

iv

v

Ⅰ～ⅲまでの手続きを終了し「公印確認」と「翻訳証明」

（無犯罪証明書

を取得した書類一式について、『ベトナムの領事機関』で

+公印確認）

「領事合法化（領事認証）」を取得する

+領事合法化

ⅰ～ⅳまでの手続きを終了し「領事合法化（領事認

(無犯罪証明書+公

証）」を取得した書類一式について、再度『規定に

印 確 認 +領 事 合 法

よる機関』でベトナム語訳を作成し「翻訳証明」を

化）

取得する。

+ベトナム語訳+翻

※このベトナム語訳と翻訳証明はPACCOMへの提出用

訳証明

。必須
原本全てをPACCOMに提出する
vi

※上記で入手した
書類の原本をすべ
て提出する。
※括弧内（）は前のステップで取得した書類
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フローチャート：日本の無犯罪証明書の準備からPACCOM提出までの手続き

【日本で取得】

【ベトナムで取得】

外務省←→警察庁

在ベトナム日本大使館/総領事館

無犯罪証明書（警察証明書）

無犯罪証明書（警察証明書）

領事合法化手続を日本をベトナムで行なうかを選択
※注意：『たすきがけ手続の禁止』詳細は本文中の説明を参照。
「公印確認」を「日本にある外務省証明窓口」で行なうか、「在ベトナム日本大使
館/領事館」で行なうかにより、その後の領事合法化の手続を行う国が限定される。

【日本で行なう場合】

【ベトナムで行なう場合】

日本外務省証明窓口

在ベトナム日本大使館/総領事館

公印確認

公印確認

在日ベトナム大使館/領事館

公証オフィス/翻訳会社

領事合法化（領事認証）

越語翻訳・翻訳証明①
この翻訳は
越外務省で
回収

ベトナム外務省領事局
ベトナム外務省在ホーチミン外務局
領事合法化（領事認証）

在日ベトナム大使館/領事館

公証オフィス/翻訳会社

越語翻訳・翻訳証明

越語翻訳・翻訳証明②
この翻訳を
提出

PACCOM（人民援助調整委員会）
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6)

活動計画書
記載内容

書類

・プログラム・プロジェクト名称（Title of Program/Project）
・地域（Project Site）
・分野領域（Project Sector)
活動計画書

・カウンターパート機関（Project Partner) ※ある場合のみ
・期間（Project Duration)※「○○年○月～○○年○月」というよ
うに記載
・予算（Total Budget）
・組織の代表者の署名、またはベトナムにおける代表者の署名
※登録書の期間（許可を受けようとする期間）に相当する内容を記載。
※活動計画書のフォーマットはないが、年次レポートのフォーマットを

注意事項

流用すると作成しやすい。但し、作成にあたっては、NGOの責任で適宜
調整と、PACCOMからの修正・補足依頼への対応の必要がある。

7)

活動報告書
記載内容

書類

・プログラム・プロジェクト名称（Title of Program/Project）
・地域（Project Site）
・分野領域（Project Sector)
・カウンターパート（Project Partner)※ある場合のみ
活動報告書

・期間（Project Duration)※「○○年○月～○○年○月」という
ように記載
・予算（Total Budget）
・執行額（Total Amount Transferred）
・組織の代表者の署名、またはベトナムにおける代表者の署名
※活動計画書のフォーマットはないが、年次レポートのフォーマ

注意事項

ットを流用すると作成しやすい。但し、作成にあたっては、
NGOの責任で適宜調整と、PACCOMからの修正・補足依頼への対応
の必要がある。
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■ 登録書発行申請書および提出書類に関する大前提－その2
● ベトナム語で記載できる書類はベトナム語で記載すれば翻訳証明書付のベ
トナム語訳は不要。
但し、同時に英語または日本語での書類も提出することを強く推奨！

オリジナルをベトナム語で作成できる書類は、ベトナム語で
作成すれば翻訳証明書付ベトナム語訳は不要です。但し、
提出された書類の内容は海外NGO側で当然全て把握してい
るものとみなされます。後日、日本人がベトナム人との内
容確認をスムーズにするためにも、下記の２つのパタンの
いずれかの組合あわせで、同じ内容・代表者の署名と押印
のなされた書類を作成し、セットで提出することを強く推
奨しています。
パタン1：ベトナム語と日本語
パタン2：ベトナム語と英語

2.2.5 登録書の発行に必要な書類の提出方法と提出先
登録書類の提出方法および提出先は下記のとおりです。

場所

ベトナム国内から

日本国内から

提出方法

提出先

持参（代表者） The Vietnam Committee for Foreign NGO
Affairs (COMINGO)
持参（代理人）
住所：105A Quan Thanh Str., Ba Dinh,
郵送
Hanoi, Vietnam
電話： （+84) 43 843 6963
郵送

2.2.6 登録書の受領とその後の手続き
1)

COMINGOによる仮確認書の請求と発行（通達5号第10条）
登録書が発行されるまで、通常の活動を行う各組織のための条件を整備するために、
PACCOM（COMINGO）は下記の条件で仮確認書（GIẤY XÁC NHẬN)を発行することが
できます。仮確認書は手続のための臨時的な書類であり、仮登録書ではありません。
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内容および注意点
・NGOからのレターによる事前申請が必要
・登録書の延長および変更申請の場合、変更申請中の内容につい
取得要件

ては未だ認めらていないため、旧登録書の内容に沿った内容で
の発行になる。
・期限は1ヶ月～45日
※ベトナム語または英語による申請が可能。日本語のみは不可。
レター
・PACCOM宛
・理由
・住所

必要書類

・NGOの代表者の署名・捺印
※「NGOの代表者」とは下記のいずれかに該当する者
・組織の長
・旧登録書に記載されたベトナムにおける代表者
・新登録書に記載される予定のベトナムにおける代表者

2)

提出方法

・郵送

（選択）

・カラースキャンしたPDFファイルを、PACCOM担当者にメールで送信

登録書の受領
登録書は、PACCOMでの直接受領とNGOが指定する住所への郵送による受領のい
ずれかが可能です。
受領方法

直接受領

受取場所

COMINGO
（PACCOM）

受取人

必要書類

登録書に記

2週間前までにレターを送付

載された代

・PACCOM宛

表者

・訪問の目的（登録書の受領）
・受領者（登録書に記載された代表者）
・日時
・パスポートNO
・署名（登録書に記載された代表者）
※ベトナム語又は英語で作成。日本語の
みは不可。
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受領方法

受取場所

受取人

必要書類
2週間前までにレターを送付
・PACCOM宛
・訪問の目的（登録書の受領）
・受領者（登録書に記載された代表者の代
理人）
・日時

直接受領

COMINGO
（PACCOM）

代理人

・パスポートNO
・署名（登録書に記載された代表者）
※当日、代理人が持参が必要な書類
・委任状（登録書に記載された代表者から
代理人宛）
・代理人の身分証明書（又はパスポート）
※ベトナム語又は英語で作成。日本語のみ
は不可。

郵送依頼書
・PACCOM宛
ベトナム国
内の住所

・理由
・住所
・登録書に記載されているベトナムにおける代表者
の署名
・捺印

郵送受領

・郵送受領の場合は、事前に郵送依頼書（レター）
の提出が必須
・ Eメ ー ル や 電 話 で の 郵 送 依 頼 は 不 可 。
注意事項

・海外（日本）への郵送は不可。郵送はベトナム国
内のみ可能。NGOの希望する住所へ普通郵便で郵送
される。

※注意事項
JICA草の根協力事業に関係する日本のNGOの場合は、JICAが代理で受領してくれる場合
もありますが、詳細はJICA担当者と直接相談して決定してください。PACCOMは仲介し
ません。
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3)

MOU締結
登録書を給付された後ベトナムで活動する海外NGOはVUFOとの
間でMOUを締結することが必要です。海外NGOは、登録書の発行
とMOUの締結の両方を完了することにより、権限を完全に取得
することになります。登録書だけでは十分ではありませんので
注意が必要です。
MOUについては、フォーマット（ベトナム語および英語）が用
意されています。MOU締結の手続きはVUFOと行ないますが、
PACCOMが手続窓口を担当しています

4)

活動通知（政令12号第17条・通達5号第16条）
海外NGOは、COMINGO（PACCOM）から登録書発行、延長、修正を受けてから45日以内
に、活動実施地域あるいはプロジェクト事務所や代表事務所の設置地域の省または
中央直轄都市の人民委員会に対して文書によって通知する責任があります。
また、同様の内容はベトナム側のカウンターパートにも通知する必要があります。
なお、この規定により従来の省および中央直轄都市の人民委員会への登録責任はな
くなりました。

内容

事項
期限
方法

登録書発行、延長、修正を受けてから45日以内
文書による通知
・プログラム・プロジェクトの実施が予定されている場所の
各省、中央直轄市の人民委員会
・(代表事務所設立登録書およびプロジェクト事務所設立登録

通知先

書の場合）海外NGOが事務所を設置する場所の各省、中央直
轄市の人民委員会
・ベトナム側カウンターパート機関

提出書類

・レター
・登録書のコピー

※活動登録書の場合でもベトナムで事務室を設置することができるようになりまし
た。必要な手続きの詳細についてはPACCOMに問い合わせをして下さい。
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2.3

身の回りの準備

2.3.1 査証/ビザ
参考：2016年11月ジェトロ・ハノイ事務所『外国人就業規制・在留許可、現地人
の雇用』
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_05.html
2.3.2 一時在留許可書
代表事務所登録書およびプロジェクト事務所登録書に海外NGOの代表者として記載され
ている外国人で、1年以上ベトナムに滞在する外国人は、一時在留許可書を取得するこ
とができます。一時在留許可書は、登録書に記載のあるベトナムにおける代表者につ
いては登録書の期限と同じ期間（最大3年間）を期限として一次滞在カードの申請が可
能です。一時在留許可書が取得できればその期間はビザの更新は不要です。
項目

内容

取得要件

プロジェクト事務所代表者または代表事務所代表者で1年以
上ベトナムに滞在している外国人

必要書類

PACCOM宛、一時在留の申請のサポート依頼書
資料書式N7A
資料書式N7B
写真（3cmＸ4cm）の2枚。

2.3.3

提出先

PACCOMを通じて申請

管轄

公安省

労働許可書/ワークパーミット（政令12第20条・通達第12条）

ベトナムで3ヶ月以上労働する外国人は労働許可書を取得する必要があります。海外NGOのス
タッフもこれに該当します。
活動登録書、代表事務所設立登録書、およびプロジェクト事務所設立登録書に記載され
ているベトナムにおける代表者は労働許可書が免除されます。但し、免除対象者であっ
ても、勤務開始日の30日前までに、政府の「ベトナムで就労する外国人労働者に関する
労働法の一部の詳細規定および実施ガイダンスに関する政令11/2016/ND-CP」を実施・案
内している労働傷病兵社会省により発行された通達40/2016/TT-BLĐTBXHに添付されてい
る指定の様式に従って労働許可書免除の申請を行う必要があります。詳細は、労働傷病
兵社会省職業局に直接お問合せ下さい。
職業局の問い合わせ先は以下の通りです。
住所: 6th -7th Floor, D25, 8B Lane, Tôn Thất Thuyết Street, Dịch Vọng Hậu Ward, Cầu Giấy
District, Hà Nội City
Tel: (+84) 4 3 8269517; Fax: (+84) 4 3 8269520
参考：2016年11月ジェトロ・ハノイ事務所『外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用』
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_05.html
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2.3.4 銀行口座（政令12第21条・通達第15条）
登録を行った海外NGOは印鑑を登録することが可能です。（義務でありません。）
登録を行った海外NGOは銀行口座をもつことも可能です。銀行口座は支援金の受領
口座であれば複数持つことができます。

■ あなたはベトナムでどんな活動がしたいですか？
あなたがしたい活動は、ベトナムでどんな種類の活動なのでしょうか？
あなたがしたいことは相手も望んだ活動ですか？
日本や他の国で活動できたことがベトナムではで
きないかもしれません。
良いこと、素晴らしいこととわかっていても初め
は皆臆病です。参加して失敗したくはありません
。今やっている仕事がいっぱいで、新しいことを
始める余裕がありません。
そんな普通の感覚の中で、ベトナムではどんな活動が求められているのでしょ
うか？
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3.

プロジェクト活動開始
Point:実施開始後、カウンターパート機関への報告はかかさない！
● 活動の報告はまめに
● 外部者の訪問・招待には許可が必要
● 半期・年次報告
NGO許可と活動了承とを取り付けてやっとの思いで事業開始！にたどり着いたことで
しょう。
事業を始めるにあたって、活動を行う以外に何か必要なことはあるのでしょうか。

～こんな疑問はありませんか～
・
・
・
・
・

活動地へ入るときどんな用意が必要なのか
活動中にミッションやスタディーツアー、訪問を受け入れたい
ベトナムから日本やタイで研修を行いたい
ベトナムの証憑書類を日本に持って帰りたい
活動の報告はだれに・いつすればいいのか

ここでは上記の疑問の解決法について、取り組んでいきます。
なお、各地方省・省庁によって、以下の解決方法が異なる場合があります。対応す
る際には、カウンターパート機関に確認を取った上で実施してください。また、そ
のような事例が発生した場合にはJICAベトナム事務所NGO担当までご一報ください。
3.1 活動地へ入る前に。一時帰国する際に
1) レターの送付（プロジェクト対象地方の人民委員会、カウンターパート機関）
2011年12月12日付首相決定67/2011/QĐ-TTg「地方省及び中央直轄市の人民委員会の
対外活動の統一管理に関する規定発行について」によると、外国人が地方省、中央
直轄市の人民委員会に属する機関・組織を訪問する際、あるいは地方省や地方都市
に事務所がある中央の機関・組織を訪問する際は、関連機関（省または直轄市の人
民委員会および外務局）に事前に通知する必要があります。但し、手続きの方法に
ついては、地方や組織によって異なる可能性がありますので、確認が必要です。
例：活動実施許可申請の手続き
プロジェクトの対象地域に入る前に、カウンターパート機関を通じて、2週間前を目安に
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(最低10日前）活動実施許可申請を行う必要があります。地方人民委員会をはじめ各関連機
関に申請するレターに以下の内容を記載する必要があります。
・訪問または活動の目的
・実施予定の活動内容
・訪問または活動予定のメンバーリストと各個人情報（氏名、役職、配属先、生年月日、
パスポートの番号・有効期限）
※以上の情報については、必ずカウンターパート機関か地方省の外務局にお問い合わせの
上、 必要な情報と申請する時期についてご確認ください。
3.2 活動中に生じる手続
1)

本邦、第3国での研修等
活動の中でベトナム人の行政官や研修員を日本や第三国へ研修に連れて行こうと考えまし
た。彼らを研修で他国へ連れて行くには、どのような点に気を付けたらよいでしょうか？
これまで派遣を支援してきた経験から、少なくとも以下のような点への配慮が必要となり
ます。
パスポートの種類と期限：
パスポートには、一般パスポートと公用パスポート（行政官職員のみ）の2種類があります。
公用パスポートの場合には、日本入国のためのVISAの取得が不要となります。
また、公用パスポートを申請する場合に、関連管轄省庁や人民委員会へ事前に研修に関す
る報告が必要になるケースがあったとの報告を受けております。期限もあわせて確認しま
しょう。少なくとも2～3か月以上残存している必要があります。
査証取得のための書類（日本への派遣）：
ベトナム人の査証取得に関する案内は、下記の在ベトナム日本大使館HP領事情報にて紹介
しています。訪問目的等によってご用意いただく書類が異なりますので、下記HPをご確認
の上、必要な書類をご用意ください。
また、申請から取得まで5営業日（休日を含めると約1週間）かかりますのでご注意くださ
い。
在ベトナム日本大使館HP領事情報リンク：

http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_visa.html
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いつからベトナム側に話せばいいのか（海外に研修員を派遣するベトナム側機関の準備):
研修員の派遣に関して、関連管轄省庁又は地方人民委員会から派遣許可了解を得る必要がありま
すので、事前にカウンターパート機関から関連管轄省庁又は人民委員会へ報告する必要があると
の情報もあります。地域や機関によって進め方が異なりますので、研修を予定される場合には、
3か月程度前からカウンターパート機関との相談上、準備を始めることをお勧めします。
日本・第三国滞在中の情報：
パスポートや査証の取得を終えていざ出発となりました。これで安心して研修に送り出すことが
できるでしょうか？
JICA事業で本邦研修出発前に研修に関するブリーフィングを行っていますが、研修員から様々な
質問が飛び交います。
研修中の宿泊費はいくらですか？
誰が空港に迎えに来ますか？
滞在中どんな服装をしたらいいですか？
朝食は出ますか？
滞在中の日当はいくらですか？

など

特に初めての海外を経験する人なども多く、私たちでは思いもよらぬような質問が飛んできます。
研修開始後に問題とならないよう、出国前に研修生の滞在地に関する情報についてブリーフィン
グを行うことをお勧めいたします。
※おそらく研修を開催するにあたって生じるケースはこれだけではありません。ベトナム側とよ
く話し合って柔軟に対応することが必要です。
参考に、次のスケジュールは当機構の事業で日本に派遣する場合のものです。
出発3か月前：
・参加者の決定
・参加者のパスポートの種類の確認（一般パスポートor公用パスポート）
出発2か月前
・JICAによる受け入れ許可のための申請書への記入
出発1か月前：
・JICAから受け入れ理由書の発行
・大使館、領事館へVISAの申請（申請から発行まで5営業日）
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・参加者へ簡単な事前研修ブリーフィング（研修日程、航空チケット、空港の出迎え、滞
在費等）
以上の点を踏まえ、他国での研修を計画されているときには特に前広にご準備されるこ
とをお勧めいたします。
2)

日本人の専門家、訪問者の受け入れ
活動地に入る前には様々な準備が必要となります。
カウンターパート機関に対し、訪問者の滞在期間に関する情報を送付する必要があり
ます。
2週間前までに、訪問の目的・期間、訪問者の氏名、性別、生年月日、役職、パスポー
ト番号、パスポートの有効期限等に関する情報を提供してください（※必要な情報の
項目については、地域によって異なります。どの情報が必要かカウンターパート機関
にご相談してください）。

3)

活動中に活動内容の変更が生じた場合
活動を実施した後、活動名や活動の内容などに変更が生じることがあります。活動の変
更に関し、海外NGOによるCOMINGO(PACCOM)に対する報告については、政令12号第8，11，
14条をお読みください。また、カウンターパート機関による決定書の内容の修正につい
ては、政令93号及び通達7号第8条に従って実施ください。

4)

ベトナム国内で取得した証憑書類（原本）の日本への持ち出しについて
ベトナム会計法第40条では、ベトナムで取得した証憑書類の原本は、ベトナム国内で保
管しておかなければならないことを定めています。しかし、政令128/2004/ND-CP第18条
では、会計書類の複写について、そして同条2項aでは「海外の借款や援助に関するプロ
ジェクトを持つ会計ユニットは、契約に従って海外ドナーに対しオリジナルを提出しな
ければならない。この場合、複写した証憑書類には、ドナーの法的な代表者か会計ユニ
ットの署名と印鑑を押さなければならない」と定めています。つまり、政令128号では証
憑書類の原本を日本国内に持ち出すことは法律上では可能となっています。ただし、本
法律以外にも何らかの法律で定めている可能性がありますので、証憑書類原本の持ち出
すかどうかについては、カウンターパート機関と十分に話し合いの上ご判断ください。
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3.3 各関係機関への定期報告義務
ベトナムで活動する上で、資金提供元のドナーへの報告もありますが、ベトナムにおい
て直接関係するもので、少なくとも2種類の報告が必要となります。
1) 海外NGO団体からCOMINGO(PACCOM)
2) カウンターパート機関からベトナム側管轄機関／省庁への報告
各種報告の時期として、半期報告を7月15日、年次報告を1月15日まで行ってください。
もしこの報告がなされない場合には、NGO登録の更新や事業の実施に影響を及ぼす可能性
があります。忘れずにご提出ください。
1)

NGO団体からPACCOM（COMINGO）へ
政令12号第17条および通達5号第17条に基づき、海外NGOはPACCOMへ半期報告書・年次報
告書を提出する義務があります。
内容

事項
期限
方法
通知先

注意事項

半期：遅くとも7月15日迄
年次：遅くとも1月15日迄
文書

PACCOM
※フォーマットあり。フォーマットの改ざんは不可。
※ベトナムにおける代表者または組織の長の署名と捺印は必須。
※ドル表記。円表記不可。
※ベトナム語または英語による表記。日本語不可。

j 報告書への代表者の署名について
ベトナムは署名文化であるため、半期報告書および年次報告書への海外NGOの代表者
の署名が不可欠です。基本的には、登録書に記載されているベトナムにおける代表者
、または組織の長の署名が必要です。ベトナムにおける代表者（登録書に記載されて
いる代表者）から委任された者による署名でも可能ですが、その場合は、都度、
委任状の添付が必要です。

k Emailを利用した報告書の仮提出について
代表者の直筆署名の取得に時間がかかり、提出期限を越える可能性がある場合は、
仮提出として報告内容が十分に記載された電子ファイルをEmailにてPACCOMに必ず期
日までに提出する必要があります。仮提出については代表者の署名がなくても大丈
夫ですが、後日、署名が入った書類をスキャンで画像ファイルにしたものをEmailで
送付するとともに、遅滞なく原本をPACCOMの住所へ郵送する必要があります。
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4.

プロジェクトを終了・停止する前に

4.1 関係者への報告義務
事業の終了にあたっては、各事業にてファイナルワークショップやラップアップセ
ミナー等開催されることと思います。そのような報告会とは別に、各関係機関に対
し書面にて報告することが求められております。
4.2 プロジェクト活動の一部停止・全面停止（政令12号第15条および通達5号第11条
政令12号第15条およびに、海外NGOの活動の中断と停止について規定されています。
それによると、登録書の期限が切れた場合で延長手続きを行わない場合や、登録時
の記録を意図的に改ざんされていた場合は、活動の中断や停止の措置がとられる可
能性があります。
また、通達5号第11条によると、活動の一部停止や全面停止、終結の具体的な要件は下
記のとおりです。


活動の一部停止：コミットメントの欠如や財政能力の不十分さが確認された場合、
または承認された事業が履行されていない場合。


活動の全面停止：1年間の間に、許可された領域や地域に沿った活動がなされてい
ない場合や、1年間の長期にわたって活動が全く実施されていない場合。


活動打ち切り：数度の勧告にも関わらず、政令12号第4条で禁止された行為を行っ
た場合。
海外NGOがPACCOMからの数回の通知を受け取っているにもかかわらず、何の対応も行
なわない海外NGOに対しては、最後通告の約2週間後に、PACCOMから通知書が送られ
ます。この通知書が発行された場合、以後、当該海外NGOがベトナムで援助活動をす
るのに必要な行政手続についての対応は行なわれなくなり、援助活動を行うことも
できなくなります。
4.3 終了通知（海外NGOからCOMINGO/PACCOM）
ベトナムでの援助活動をすべて終了場合、もしくは、ベトナムで1年以上援助活動の
予定がない場合は、政令12号第15条の3に規定されている終了手続を行う必要があり
ます。
正式に活動を終了（または停止）する日から60日前迄に、海外NGOは手続を開始しな
くてはならず、手続では、COMINGO（PACCOM）及び外務省に対して終了通知書と報告
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書、必要書類および発給済みの登録書を揃えて提出します。また、終了に際して、
海外NGOはベトナムにおける全ての責任を実施する必要もあります。
登録書の残存期間がある場合でも同手続きは必要です。

事項

提出書類

期限

正式に活動を終了（または停止）する日から60日前迄

方法

文書

通知先
提出書類

COMINGO（PACCOM）および外務省

終了通知書
・COMINGO及び外務省宛
・今までの活動内容と成果の概略（簡単に）
・ベトナムで活動を終了する旨
・終了する日
・ベトナムにおける代表者、または組織の長の署名と押印
登録書原本
財産会計検査報告書

4.4 終了報告書の作成と送付（カウンターパート機関から各関係機関）
政令93号第27条2項によると、カウンターパート機関は、事業終了に際し、事業終了
報告書を作成し、終了日から6か月以内に各関係機関へ送付する義務があります。
※申請書類については、提出前に申請先機関に必ず確認してください。

事項

提出書類

期限

正式に活動を終了（または停止）する日から6か月以内

方法

文書

通知先

管轄機関、海外援助承認機関、計画投資省、財務省、ドナー

提出書類

プロジェクト終了報告書
・フォーマットは通達7号のAppendix6.cを利用
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5.

Q&A

質問1：海外NGOがベトナム人からの寄付を募ることはできますか？

回答
海 外 NGOが ベ ト ナ ム に 住 ん で い る ベ ト ナ ム 人 に 寄 付 を 募 る こ と は で き ま せ ん 。
海外NGOがベトナムで活動できる条件は「人道的援助活動の範囲」であり、寄付金集め
は人道的援助活動には含まれません。海外NGOの資金（支援金）については、ベトナム
人の資産から調達したものであってはならず、海外の国で調達されたものであるか、
ベトナムにある海外の企業や外国人から調達されたものである必要があります。

質問2：利益をベトナムでの援助活動に還元することを前提でNGOとして事業活
動をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか？

回答
ベトナムで活動する海外NGOはベトナムにおいて営利活動は一切できません。
事業活動を行った場合、最終的に利益を援助に還元したとしても、利益をあげるま
では営利活動です。海外NGOがベトナムで行なえるのは人道的援助の範囲の活動であ
り、利益を生じる事業活動は、その利益の分配方法をどのようにしても、ベトナム
では「営利」とみなされ、人道的援助の範囲とは見なされません。事業活動を行な
うならば企業活動として行う必要があります。

質問3：法人登記をしていないのですが、法人格がなくてもベトナムで援助活動
ができますか？

回答
法人格がなければベトナムでの支援活動はできません。
政令12号によって、海外NGOの法人資格証明書の提出が必須になっています。法人格のな
い海外NGOの登録は不可であり、ベトナムでの援助活動は認められません。ベトナムにお
ける支援活動に係
る登録のためには必ず法人格を証明する書類が必要であり、例外は認められません。
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（公益）財団法人、（公益）社団法人、学校法人および付属の研修組織、宗教法人、NPO法人
のいずれも、法人資格証明書を提出していただく必要があります。
また、JICAの証明を以って、法人格に代わる証明とすることはできなくなりました。

質問4：手続きについてのPACCOMからのリマインドがありませんでした。今回は手
続きしなくてもいいですか？

回答
リマインドはベトナム側組織（PACCOMなど）の義務ではありません。
海外NGOに関する法令に記載されている海外NGOが取るべき手続きとその期限については
海外NGOが当然知っているべきものとされています。法令についての運用が変更されるこ
ともありますが、ベトナム側も周知説明会の開催など、何らかの方法で海外NGOへの情報
伝達に努めています。
自主的な法令遵守は海外NGOの義務です。海外NGO側も、海外NGOに関する法令を熟読し、
また、PACCOMとの連絡体制を積極的に維持して、自主的な情報収集に努めてください。

質問5：登録の免除規定はないのでしょうか？支援額は小さく、活動期間も短く、
そのうえ実際に活動するのもベトナムのカウンターパート機関です。日本のNGOが
一連の煩雑な登録作業を行うのは負担が大きいです。

回答
免除規定はありません。所定の登録手続きをお願いします。
政令12号によって、ベトナムで支援活動をしていただく全ての海外NGOの登録の義務が規
定されています。支援規模の大小によって、または、一部の海外NGOの特別な事情によっ
て、登録を免除することはありません。すべての海外NGOは平等に扱われます。

質問6：登録は本当に必要でしょうか？他の日本のNGOも登録しているのでしょうか？
今までもPACCOMを通じて許可を取得せずに支援活動を行っていました。
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回答
2013年に公布・施行された政令12号により海外NGOの登録は義務化され、ベトナムで支援活動
する全ての海外NGOは、規模にかかわらずCOMINGO（PACCOM）を通じて登録申請を行い、外務省
からの登録書の発行を受けなければなりません。
従来の規定では、海外NGOが許可をとることが義務とされておらず、COMINGO（PACCOM）から許
可が切れた海外NGOに請求する権利も規定されていませんでした。許可が切れた組織が、自発
的に許可延長の必要性を判断して手続きを行う必要がありましたが、それを怠り許可切れのま
まの状態になっても、PACCOMが強く要求する権限がないという事情がありました。
また、地方省又は関係省庁からの許可の下に支援活動を行なえる状況もあったようです。
しかし、政令12号により未登録での援助活動は認められなくなりました。同政令に基づき、
COMINGO（PACCOM）が書類を要求する権限も規定され、地方省又は関係省庁の許可だけでは正
式な許可としての要件を満たさなくなりました。
政令12号を遵守する義務は海外NGO側にもベトナム側にもあります。

質問7：手続きについてどこに問い合わせたらいいのかがよくわかりません。すべ
てPACCOMに聞いたらいいですか？
回答
日本の機関で行う手続きは日本の管轄当局へ、ベトナムの機関で行う手続きはベトナム
の管轄当局へ、直接お問い合わせください。
PACCOMはベトナムの政府関連機関であり、職員はベトナム人です。物理的にも日本から
離れており、確認には限界があるため、日本の法律や規則に基づく内容については原則
お答えできません。
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【問い合わせ先】※

定款

法人資格証明書

（日本の）無犯罪経歴書

定款の準備

NGO自身

認証

日本の公証役場/公証人

公証人押印証明

日本の法務局

登記簿謄本のうち「履歴事
項全部証明書」「現在事項
全部証明書」のいずれかを
選択

NGO自身

登記簿謄本の取寄

日本の法務局

登記官押印証明

日本の法務局

発給申請（日本国内）

日本の外務省/警察庁

発給申請（ベトナム国内）
定款、法人資格証明書・

(日本の）無犯罪証明書

定款、法人資格証明書と

問合せ先

手続き・作業

書類

公印確認（日本国内）
公印確認（ベトナム国内）
領事合法化（日本国内）

在ベトナム日本国大使館
在ホーチミン日本国総領事館
日本の外務省
在ベトナム日本国大使館
在ホーチミン日本国総領事館
在日本ベトナム大使館/
総領事館

それに準じる書類、（日
本の）無犯罪証明書など
の公的書類
定款、法人資格証明書、
無犯罪証明書その他外国
語で記載された書類

領事合法化（ベトナム国内） ベトナムの外務省領事局
翻訳証明書付ベトナム語訳

在日ベトナム大使館/

(日本国内）

総領事館

翻訳証明書付ベトナム語訳

ベトナムの公証オフィスま

（ベトナム国内）

たはベトナムの翻訳会社

※上記は最初の問合せ先です。場合によっては派生して別の問い合わせ先が発生する場合も
あります。詳細は最初の問い合わせ先にご確認ください。
※公印確認から領事合法化（領事認証）まで手続きについては、同一国内で行う必要がありま
す。「たすきがけ手続き」はできませんので、ご注意ください。詳細は管轄当局に事前にご確認く
ださい。
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質問8：ベトナムの法律に基づく各種公的手続きの具体的方法がよくわかりません。
PACCOMにすべて聞いたらいいですか？

回答
まず、ベトナム人スタッフあるいはカウンターパート機関のベトナム人等との相談・協
力をして問題解決にあたってください。
日本人には不慣れな手続きでも、ベトナムでは常識的な手続きである場合が多々ありま
す。まずは、ベトナム人から管轄当局へ問い合わせをして確認をしてください。
また、PACCOMへお問い合わせいただく場合も、専門的な内容になる場合、日本語での対
応には限界があります。PACCOMからのベトナム語によるベトナム事情の説明が理解でき
るベトナム人または、同等のベトナム語力のある日本人からお問い合わせいただきます
ようお願いいたします。海外NGO内にベトナム人スタッフがいない場合は、カウンターパ
ート機関のベトナム人スタッフなどに海外NGOご自身から協力を仰いでください。

質問9：書類に日本にいる組織の長の署名が必要ですか？

回答
新規登録書の発行や、登録書のアップグレード申請については、海外NGOの長の署名が必
要です。ベトナムにおける代表者では要件をみたしません。
それ以外の書類についても、提出書類には組織の長またはベトナムにおける代表者のい
ずれかの署名が必要です。

質問10：定款に対して行なう日本の法務局での認証には何種類かあるようですが、
どの認証を行えばいいでしょうか？

回答
最終的に領事合法化が取れれば、私書証書認証の種類はいずれでもかまいません。
認証から公印確認までの一連の手続きの目的は、領事合法化を行うためです。
領事合法化は公印確認されたものに対して取得が可能です。定款のコピーは私文書です
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ので、公印確認を取得するためには、認証と公証人押印証明が必要です。
PACCOMはベトナムの機関ですので、日本の公証役場でできる認証の種類をすべて把握は
していません。また、すべての認証が最終的に領事合法化できるかどうかの確認もとれ
ていません。現在確認済みなのは、「宣誓認証」と「代理認証」のみです。
手続きをしようとする認証が公印確認までたどり着く要件を満たすかかどうかについて
は、日本の管轄当局の範疇になります。まずは、公証役場（認証について）や法務局（
公証人押印証明について）にお問い合わせいただき、必要があれば外務省（公印確認に
ついて）にもお問い合わせください。

質問11：法人資格証明書（=登記簿謄本）の内容で定款の代用（兼用）ができます
か？

回答
代用（兼用）はできません。法人資格証明書と定款は別々に提出してください。
全部事項証明書に定款の内容が記載されていたとしても兼用することは認められていません。
法人資格証明書と定款とは別々に、それぞれ領事合法化と翻訳証明書付ベトナム語訳を添付し
て、PACCOMに提出して下さい

質問12：どの時点を基準に、履歴事項全部証明書ないし現在事項全部証明書の判断
をするべきでしょうか？

回答
直近にベトナム側に申請し登録した内容と、現在の内容が一致するか否かで、判断してくだ
さい。
以前の登録書交付申請時の状況から変更があれば、履歴事項全部証明書と変更申請が必要で
す。何も変更なければ現在事項全部証明書の提出のみで、当然ながら変更申請は不要です。
どちらかよくおわかりにならなければ履歴事項全部証明書の方を取得し提出してください。
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質問13：海外NGOやベトナムのカウンターパート機関のスタッフが翻訳したベトナ
ム語訳でもいいですか？

回答
政令12号により、オリジナルが英語や日本語を含む外国語で記載された文書は全て、翻
訳証明書付のベトナム語訳の添付が必要となりました。
前にベトナム語訳したものがあっても、翻訳証明が付いていないベトナム語訳は、過去
は有効であったとしても、現在の規定に基づき無効です。

質問14：海外NGOやベトナムのカウンターパート機関のスタッフに翻訳してもらっ
たものを、規定の機関で翻訳証明だけもらってはだめですか？

回答
海外NGOやベトナムのカウンターパート機関のスタッフなどの第三者が翻訳したものに対し
てして、翻訳証明だけを発行してもらうことは原則できません。
翻訳証明は規定の機関と契約を結んだ翻訳者が翻訳したものに対してのみ発行されます。

質問15：ベトナム語に翻訳する前に、PACCOMで活動報告書と活動報告書の内容を全
てチェックをしてもらえますか？

回答
日本語で記載された書類のチェックは、原則、対応いたしかねます。
公的書類であれば、ベトナム側が要求しているものに該当するかどうかの判断程度は、
ベトナム語訳なしでも柔軟に対応いたします。
また、計画書や事業報告書等の完全な私文書で長文の場合で、どうしても内容確認が必
要な場合は、事情を考慮した場合で、日本語だけではなくベトナム語訳を添付した場合
については対応させていただく場合もあります。但し、常時対応ではありませんので、
PACCOMの担当者に必ず確認をして下さい。
確認のためのベトナム語訳には翻訳証明書は不要ですが、翻訳文にしたがって確認を進
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めますので、後日、簡易な翻訳と正式な翻訳の違いにより何らかの支障が生じても
PACCOMでは責任を負いかねます。
また、登録書発行・延長・更正等の判断は外務省の権限です。内容の是非は登録書を発
行する審査過程で行われるものです。PACCOMの窓口で確認の後、翻訳証明書付きのベト
ナム語訳をした場合であっても、登録書発行に関する審査過程で、提出した書類の内容
に不足があると判断され、追加要求される場合や再提出が求められることもあることは
予めご了承下さい。

質問16：PACCOMから送られた資料を自分達で日本語訳しました。PACCOMで翻訳した
内容があっているか確認して、誤りがあれば指摘してもらえますか？

回答
海外NGO自身でおこなわれた日本語訳の確認依頼はお受けできません。
PACCOMからお渡ししたベトナム語または英語の書類は、原則その言語でご理解いただく
よう努めて下さい。
和訳は時として翻訳の段階で内容をまげてしまうことがあり、そうなった場合に
PACCOMでは責任を負いかねます。海外NGO自身でおこなわれた和訳については、海外
NGO自身の責任と判断で処理願います。

質問17：活動登録手続をした場合、登録書はどのように受領できるのでしょうか？

回答
登録書の受理の方法は下記の2つです。
①PACCOMで直接受領
②郵送による受領
但し、郵送による受領の場合は、予め海外NGOからPACCOM宛に郵送依頼書の提出が必要で
す。郵送は、依頼書に基づいて郵送がおこなわれます。自動的に郵送手続がおこなわれ
ることはありません。
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質問18：PACCOMからのリマインドがなかったので、半期報告書/年次報告書を提出
しませんでした。すぐに提出する必要はありますか？

回答
報告は海外NGOの義務として政令12号で規定され、そのガイドラインに期限が記載されて
いますので、原則、海外NGOによる自主的な対応が必須です。
リマインドはPACCOMの義務ではありません。
半期報告書/年次報告書の提出がない場合、後の活動に対するPACCOMからのサポートが難
しくなる場合がありますのでご注意ください。

質問19：PACCOMからの海外NGOへのサポートとは何ですか？

回答
PACCOMからのサポートとは、登録書の発行・延長・更新、VISAの発行等に係るベトナム
側の窓口業務や、ベトナム側と海外NGOの間の様々な調整業務などです。
ベトナムに拠点を設置していないJICA草の根技術協力事業関係の日本のNGOについては、
手続書類や調整業務等をJICA経由で受けている場合もあり、日本のNGOからはPACCOMの存
在がわかりにくい場合もありますが、いずれの日本のNGOもベトナムの法律に基づいて
PACCOMが対応しています。
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6.

ベトナムの関係機関情報

6.1 海外NGO関連機関

連絡先

名称
コ

ミ

ン ゴ

COMINGO（海外NGO事業委員会）
The Vietnam Committee for Foreign

105 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

NGO Affairs
Ủy Ban công tác về các tố chức phi
chính phủ nước ngoài
ヴッフォ

VUFO（ベトナム友好協会連盟）
Vietnam Union of Friendship

Organization

105 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
http://www.vietpeace.org.vn/

Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt
Nam
パ

コ

ム

PACCOM (人民援助調整委員会）

ハノイ

The People's Aid Coordinating

105 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Committee

Tel：(+84) 43 843 6936

Ban Điều phối viện trợ nhân dân

FAX：(+84) 43 845 2007
アジア太平洋デスク
Asia Pacific Desk
Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương
Tel：(+84) 43 843 6936(Ext.203)
HCMC南部代表事務所
9 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 83 825 0372
Fax: (+84) 83 822 2436
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VUFO-NGOリソースセンター

Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Hà Nội

VUFO-NGO Resource Center

Email: info@ngocentre.org.vn

Trung tâm Dữ liệu phi chính phủ nước

Tel：(+84) 43 832 8570

ngoài thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu

Fax：(+84) 43 832 8611

nghị Việt Nam

http://www.ngocentre.org.vn/

6.2 ベトナムの領事機関

場所

ベトナム外務省領事局
Hanoi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại Giao Việt Nam
Vietnam Ministry of Foreign Affairs

HCM

住所・連絡先

名称

số 40 Trần Phú Quận, Ba Đình, Hà Nội
Tel：(+84) 43 7993125
Fax：(+84) 43 8236928

Consular Department

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

ベトナム外務省在ホーチミン外務局

số 6 Alexandre De Rhodes, Quận 1,

Sở Ngoại Vụ T.p Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

Misistry of Foreign Affars Department

Tel：(+84) 8 8224224

of External Relations- Ho Chi Minh City

Fax：(+84) 8 8251436
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/gioit
hieu_snv/#KUxqc4txFcn7

6.3 在日ベトナム大使館/総領事館

場所

名称

Viet Nam in Japan

〒151-0062
渋谷区元代々木町50-11
Tel：03-3466-3313
03-3466-3314
03-3481-6354
03-3466-3311

在大阪ベトナム社会主義共和国総領

〒590-0952

事館

堺市堺区市之町東4-2-15

ベトナム社会主義共和国大使館
Embassy of the Socialist Republic of
東京

大阪

住所・連絡先

Consulate-General of the Socialist

Tel：072-221-6666

Republic of Viet Nam in Osaka
在福岡ベトナム社会主義共和国総領
福岡

事館

〒810-0801
福岡市博多区中洲5-3-8
アクア博多4階

Consulate-General of the Socialist

Tel：092-263-7668

Republic of Viet Nam in Fukuoka
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6.4 ベトナムの公証オフィス（Phòng công chứng/Notary Office）
現在、ベトナム全国では600以上の公共及び民間の公証オフィスがあります。詳細は
司法省のHPに公表されている、2011年6月27日付司法省通達11/2011/TT-BTP「公証員
、公証オフィスの組織・活動、公共公証の管理について」の添付リストをご参照く
ださい。
(http://www.moj.gov.vn/Pages/Congchung.aspx）
申請資料の公証取付は公共の公証オフィスにて行うことをお勧めします。
場所
Hanoi

住所・連絡先

名称
Phòng công chứng nhà nước số 1

310 Bà Triệu, Hà Nội
Tel：(+84) 4-39761741

Phòng công chứng nhà nước số 2

654 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội
Tel：(+84) 4-38772943

Phòng công chứng nhà nước số 3

165 Trần Đăng Ninh, Hà Nội
Tel：(+84) 4-38340933

Phòng công chứng nhà nước số 4

N4D Lê Văn Lương, Hà Nội
Tel：(+84) 4-35565022

Phòng công chứng nhà nước số 5

Quốc Lộ 3 Đông Anh, Hà Nội
Tel：(+84) 4-8442447

Phòng công chứng nhà nước số 6

18 Kim Đồng, Hà Nội
Tel：(+84) 4-36647860

Phòng công chứng nhà nước số 1

09 Trần Phú, quận Hải Châu,
Tp. Đà Nẵng
Tel：(+84) 511-3825391
(+84) 511-3820782
Email: congchung1@danang.gov.vn
Web:
http://www.congchung.danang.gov.vn

Phòng công chứng nhà nước số 2

209 Điện Biên phủ, TP. Đà nẵng
Tel：(+84) 511-3721772
Email:
lienhe@ congchung02dn.gov.vn

Da
Nang

39 Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà, Tp.
Phòng công chứng nhà nước số 3

Đà Nẵng
Tel：(+84) 511-3955985

(公証オフィスリストつづく）
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場所

住所・連絡先

名称

HCMC

97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1,
Phòng công chứng
nhà nước số 1

Phòng công chứng
nhà nước số 2

Tp Hồ Chí Minh
Tel：(+84) 8-38230177
94-96 Ngô Quyền, phường 7,
Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Tel：(+84) 8-38551717/ 8-38576876
12 Thống Nhất, phường Bình Thọ,

Phòng công chứng
nhà nước số 3

quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Tel：(+84) 8-37220324/ (+84) 8-37220322
25/5 Hoàng Việt, phường 4, quận

Phòng công chứng
nhà nước số 4

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tel：(+84) 8-38117594/ +84) 8-38117593
278 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận

Phòng công chứng

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

nhà nước số 5

Tel：(+84) 8-35882425/ (+84) 8-38943327
Email: pccs5.@hcm.vnn.vn
47 Nguyễn Văn Đậu 6,Bình Thạnh,

Phòng công chứng
nhà nước số 6

Phòng công chứng
nhà nước số 7

Tp. Hồ Chí Minh
Tel：(+84) 8-35017058
388 Nguyễn Văn Lượng, phường 12
quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Tel：(+84) 8-32695844

6.5 参考HP
機関
ベトナム政府

ウェブアドレス
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu

ベトナム司法省
(公証オフィス
リスト）

http://www.moj.gov.vn/pages/congchung.aspx

ベトナム労働傷
病兵社会省（職
業局）

http://www.molisa.gov.vn/vi/pages/chitiettochuc.aspx?tochucid=1487

※連絡先については変更になる場合があります。連絡先の最終確認は自身の責任でお願
いいたします。
95

7.

日本の関係機関情報

7.1 在外公館
場所

住所・連絡先

名称
在ベトナム日本国大使館

Hanoi Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt

HCM

27 Liễu Giai,Quận Ba Đình,Hà Nội
Tel:(+84) 4 3846 3000

Nam

Fax:(+84) 4 3846 3043

Embassy of Japan in Vietnam

http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html

在ホーチミン日本国総領事館

261 Điện Biên Phủ,Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

Tel:(+84) 8 3933 3510

tại TP. HCM

http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/

Consulate General of Japan in
HCM city

7.2 参考HP
機関

ウェブアドレス

外務省（各種
証明・申請手
続きガイド）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1-1-1

法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/

公証人役場/
公証人
各都道府県警
察署
JETRO
(ベトナム）

http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
http://www.npa.go.jp/link/index.htm
http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/

7.3 その他
機関
外務省 領事局
領事サービス
室 証明班

住所・連絡先
〒100-8919

千代田区霞が関2-2-1

Tel:03-3580-3311(Ext.4995)

※連絡先については変更になる場合があります。連絡先の最終確認は自身の責任でお願
いいたします。
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8.

関係法令一覧（2017年2月現在）

分野

援
助
申
請

援
助
申
請
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ベ
ト
ナ
ム
側
組
織

ベトナム原文

英語訳

日本語訳

Nghị định của Chính
phủ số 93/2009/NĐCP ngày 2 tháng 10
năm 2009 Ban hành
qui chế quản lý và
sử dụng viện trợ phi
chính phủ nước
ngoài

Degree 93/2009/NDCP issued by the
government on 22
October, 2009 on the
management and
utilization of aid from
international nongovernmental
Organizations

2009年10月22日付
政府政令
93/2009/ND-CP「海
外非政府援助の管理
および使用規則の公
布について」

Thông tư của Bộ Kế
hoạch số
07/2010/TT-BKH
ngày 30 tháng 3
năm 2010 Đầu tư
Hướng dẫn thi hành
nghị định số
93/2009/NĐ-CP
ngày 22 tháng 10
năm 2009 của chính
phủ Ban hành qui
chế quản lý và sử
dụng viện trợ phi
chính phủ nước
ngoài

Circular 07/2010/TTBKH issued on 30
March 2010 by
Ministry of Planning
and Investment,
Guiding the
implementation of
Degree 93/2009/NDCP dated 22
October 2009 issued
by the government
on the management
and utilization of aid
from international
non-governmental
organizations

2010年3月30日付計
画投資省通達
7/2010/TT-BKH「『
2009年10月22日付
政府政令
93/2009/ND-CP海外
非政府援助の管理お
よび使用規則の公布
』についての実施案
内」

政府政
令
93/2009
/ND-CP

Nghị định của Chính
phủ số 45/2010/NĐCP ngày 21 tháng
04 năm 2010 Quy
định về tổ chức, hoạt
động và quản lý hội

Degree 45/2010/NDCP dated April 21,
2010 of the
government on the
organization,
operation and
management of
associations

2010年4月21日付政
府政令45/2010/NDCP「アソシエーション
の組織化、活動と管
理に関する規定」

政府政
令
93/2009
/ND-CP
※政府
政令88/
2003/
ND-CP
に代わ
る政令

関係法令
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分野

ベ
ト
ナ
ム
側
組
織

ベトナム原文

英語訳

日本語訳

関係法令

Nghị Định của Chính
phủ số 81/2002/NĐCP ngày 17 tháng 10
năm 2002 Quy định
chi tiết thi hành một
số điều của luật
khoa học và công
nghệ

Decree 81/2002/NDCP issued by the
Government on 17
October 2002
providing detailed
guidelines for the
implementation of
the Law on Sciences
and Technologies.

2002年10月17日付
政府政令
81/2002/ND-CP「科
学技術法の実施詳細
規定」

政府政
令
93/2009
/ND-CP

Nghị Định của Chính

Decree 53/2006/ND-

2006年 5月 25日 付 政

phủ số 53/2006/NĐ-

CP issued by the

府 政 令 53/2006/ND-

政府政
令

CP ngày 25 tháng 05

Government on 25

CP「 非 公 共 サ ー ビ ス

93/2009

năm 2006 về chính

May 2009 on

/ND-CP

sách khuyến khích

incentive policies to

提供者の開発促進政
策について」

phát triên các cơ sở

encourage the

cung ứng dịch vụ

development of non-

ngoài công lập.

State service
delivery entities

Nghị Định của Chính

Decree 68/2008/

2008年5月30日付政

phủ số 68/2008/NĐ-

ND-CP issued by the

府政令68/2008/ND-

政府政
令

CP ngày 30 tháng 05

Government on 30

CP「社会福祉施設の

93/2009

năm 2008 Quy định

May 2008 setting out

/ND-CP

điều kiện, thủ tục

conditions and

thành lập, tổ chức,

procedures for the

設立条件、手続き、組
織、活動及び解散規
定」

hoạt động và giải thể

establishment,

cơ sở bảo trợ xã hội

organization,operatio

2008年7月16日付政
府政令77/2008/NDCP「法律カウンセリ
ングについて」

政府政
令93/20
09/NDCP

n and dissolution of
social protection
entities
Nghị Định của Chính
phủ số 77/2008/NĐCP ngày 16 tháng 07
năm 2008 Về tư vấn
pháp luật

98

Decree 77/2008/
ND-CP issued by the
Government on 16
July 2008 on legal
consulting services

分野

ベ
ト
ナ
ム
側
組
織

ベトナム原文

英語訳

日本語訳

関係法令

Nghị định của Chính
phủ số
148/2007/NĐ-CP
ngày 25 tháng 9 năm
2007 Về tổ chức,
hoạt động của quỹ
xã hội, quỹ từ thiện

Decree 148/2007/
ND-CP issued by the
Government on 25
September 2007 on
the organization and
operation of social
and humanitarian
funds

2007年9月25日付政
府政令148/2007/NDCP「社会的人道的基
金に係る組織や活動
について」

政府政
令
93/2009
/ND-CP

Nghị định của Chính
phủ số 31/2005/NĐCP ngày 11 tháng 03
năm 2005 Về sản
xuất và cung ứng
sản phẩm, dịch vụ
công ích

Decree 31/2005/NDCP issued by the
Government on 11
March 2005 on the
production and
supply of public
goods and services

2005年3月11日付政
府政令31/2005/NDCP「公共の製品・サー
ビスの生産や供給に
ついて」

政府政
令
93/2009
/ND-CP

Nghị định của Chính
phủ số 12/2012/NĐCP ngày 01 tháng 03
năm 2012 Về đăng
ký và quản lý hoạt
động của tổ chức phi
chính phủ nước
ngoài tại Việt Nam

Degree 12/2012/NDCP dated March 01,
2012 of the
government on the
registration and
administration of
foreign Nongovernmental
organizations in
Vietnam

2012年3月1日付政府
政令12/2012/NDCP「ベトナムにおけ
る海外非政府組織
(海外NGO）の活動
に関する登録と管理
について」

Thông tư của Bộ
Ngoại giao số
05/2012/TT-BNG ngày
12 tháng 11 năm
2012 Hướng dẫn thi
hành Nghị định số
12/2012/NĐ-CP ngày
01 tháng 3 năm 2012
của Chính phủ
về đăng ký và quản lý
hoạt động của các tổ
chức phi chính phủ
nước ngoài tại Việt
Nam

Circular 05/2012/TTBNG dated November
12, 2012 of the
Ministry of foreign
affairs on guiding the
implementation of
Degree 12/2012/NDCP dated March 01,
2012 of the
government on the
registration and
management of
activities of nongovernmental foreign
organizations in
Vietnam

2012年11月12日付外
務省通達5/2012/TTBNG「『2012年3月
1日付政府政令
12/2012/ND-CPベト
ナムにおける海外非
政府組織の活動に関
する登録と管理につ
いて』の実施案内」

海
外
NGO
登
録
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

政府政
令
12/2012
/ND-CP
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分野

領
事
合
法
化

ベ
ト
ナ
ム
に
働
く
可外
書国
人
に
よ
る
労
働
許

ベトナム原文

英語訳

日本語訳

関係法令

Nghị định của Chính
phủ số111/2011/NĐCP ngày 05 tháng 12
năm 2011 Về chứng
nhận lãnh sự, hợp
pháp hóa lãnh sự

Degree 111/2011/NDCP dated December
5, 2011 of the
government on
consular certification
and legalisation.

2011年12月5日付政府
政令111/2011/ND-CP「
領事認証、領事合法化
について」

外務省
通達
5/2012/T
T-BNG

Thông tư của Bộ Ngoại
giao số 01/2012/TTBNG ngày 20 tháng 03
năm 2012 Hướng dẫn
thực hiện một số quy
định của Nghị định số
111/2011/NĐ-CP ngày
5/12/2011
của Chính phủ về
chứng nhận lãnh sự,
hợp pháp hóa lãnh sự

Circular 01/2012/TTBNG dated March 20,
2012 of the Ministry of
foreign affairs on
guiding the
implementation and
the number of
provisions of the
Degree 111/2011/NDCP issued by the
government dated
December 5, 2011 on
consular certification
and legalisation.

2012年3月20日付外務
省通達01/2012/TTBNG「『2011年12月
5日付政府政令
111/2011/ND-CP領事
認証、領事合法化につ
いて』の実施案内」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG

Nghị định của Chính
phủ số 11/2016/NĐCP ngày 03 tháng 2
năm 2016 Quy định
chi tiết thi hành một
số điều của Bộ luật
Lao động về lao động
nước ngoài làm việc
tại Việt Nam

Degree
No.11/2016/ND-CP
dated Feb. 03, 2016
of the Government on
elaborating some
articles of the labor
code on foreign
workers in Vietnam.

2016年3月2日付ベト
ナムで就労する外国
人労働者に関する労
働法の一部の詳細規
定および実施ガイダ
ンスに関する政令
11/2016/ND-CP

外務省
達5/201
2/TTBNG
※政府
令34/20
08/NDCP、政
府政令
46/2011/
ND-CP、
政府政
令102/2
03/NDCPに代
わる政令

Thông tư số 40/2016
/TT-BLĐTBXH ngày
25 tháng 10 năm
2016 của Bộ Lao
động - Thương binh
và Xã hội hướng dẫn
thi hành một số điều
của Nghị định số
11/2016/NĐ-CP ngày
03 tháng 02 năm
2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi
hành một số điều của
Bộ luật Lao động về
lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam
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2016年3月2日付ベト
ナムで就労する外国
人労働者に関する労
働法の一部の詳細規
定および実施ガイダ
ンスに関する政令
11/2016/ND-CP」を
実施・案内している
労働傷病兵社会省に
より発行された通達
40/2016/TTBLĐTBXH(2016年
10月25日付)

分野

ベトナム原文

英語訳

日本語訳

関係法令

Joint circular
03/2007/TTLT-BCTBTC-BNG issued by
The Ministry of
Industry and Trade The Ministry of
Finance - The
Ministry of Foreign
Affairs dated October
15, 2007 on guiding
the temporary
import, import or
duty-free purchase in
Vietnam, export, reexport, transfer and
destruction, of
essential items for
work and daily-life
needs of Vietnambased diplomatic
missions, consular
offices and
international
organizations;
representative
offices entitled to
privileges and
immunities

2007年10月15日付
商工省、財務省およ
び外務省合同通達
03/2007/TTLT-BCTBTC-BNG「ベトナ
ムにおいて特権およ
び免除権を与えられ
た外交代表機関、領
事館、国際組織の代
表事務所の業務と日
常生活のためサービ
スに不可欠な物資の
一時的輸入、輸入あ
るいはベトナムでの
免税での購入、輸出
、再輸出、譲渡およ
び損傷についての案
内」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG

荷
物
の
輸
入

Thông tư liên tịch
của Bộ Công
Thương Bộ Tài
chính Bộ Ngoại giao
ngày 15 tháng 10
năm 2007 Hướng
dẫn việc tạm nhập
khẩu, nhập khẩu
hoặc mua miễn thuế
tại Việt Nam,
xuất khẩu, tái xuất
khẩu, chuyển
nhượng và tiêu hủy
những vật dụng cần
thiết phục vụ cho
nhu cầu công tác và
sinh hoạt của các cơ
quan đại diện ngoại
giao, cơ quan lãnh
sự và cơ quan đại
diện các tổ chức
quốc tế được hưởng
quyền ưu đãi, miễn
trừ tại Việt Nam

Nghị định số 73/CP
của Chính phủ ngày
30 tháng 07 năm
1994 Quy định chi
tiết Pháp lệnh ưu
đãi, miễn trừ dành
cho CQĐDNG,
CQLS và CQĐD của
các tổ chức quốc tế
tại Việt Nam

Degree 73/CP dated
July 30, 1994 of the
government on
detailed regulations
on the implementation
of the ordinance on
the privileges and
immunity of diplomatic
representations,
foreign consul ties,
and representative
offices of international
organizations in
Vietnam

1994年7月30日付政
府政令73/CP「ベト
ナムにおいて特権お
よび免除権を与えら
れた外交代表機関、
領事館、国際組織の
代表事務所の特権と
免除権についての法
令の実施詳細規定」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG
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関係法令

Nghị định số
100/2008//NĐ-CP
ngày 08 tháng 09
năm 2008 của Chính
phủ Quy định chi tiết
một số điều của Luật
Thuế thu nhập cá
nhân

Degree
100/2008/ND-CP
dated September 8,
2008, of the
government detailing
a number of articles
of the law on
personal income tax.

2008年9月8日政令
100/2008/ND-CP「個
人所得税法の細則規
定」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG

Thông tư số
55/2007/TT-BTC của
Bộ Tài chính Hướng
dẫn miễn thuế thu
nhập cá nhân đối với
chuyên gia nước
ngoài thực hiện
Chương trình, dự án
viện trợ phi chính
phủ nước ngoài tại
Việt Nam

Circular 55/2007/TTBTC dated May
29,2007 of Ministry
of Finance on
guiding personal
income tax
exemption for foreign
experts who
implement foreign
non-governmental
aid programs or
projects in Vietnam

2007年5月29日付財
務省通達55/2007/TTBTC「ベトナムにお
ける海外非政府支援
プログラムまたはプ
ロジェクトに従事す
る外国人専門化に対
する個人所得税控除
についての案内」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG

Thông tư số
84/2008/TT-BTC của
Bộ Tài chính ngày
30 tháng 9 năm
2008 Hướng dẫn thi
hành một số điều
của Luật Thuế thu
nhập cá nhân và
hướng dẫn thi hành
Nghị định số
100/2008/NĐ-CP
ngày 08/09/2008
của Chính phủ Quy
định chi tiết một số
điều của Luật Thuế
thu nhập cá nhân

Circular 84/2008/TTBTC dated
September 30, 2008
of the Ministry of
Finance on guiding
the implementation
of a number of
articles of the law on
personal income tax
and guiding the
implementation of
the government 's
Degree
100/2008/ND-CP of
September 8, 2008,
detailing a number of
articles of the law on
personal income tax

2008年9月30日付財
務省通達84/2008/TTBTC「個人所得税法
規定実施に関する案
内および2008年9月
8日政府政令
100/2008/ND-CP
『個人所得税法の細
則規定』についての
実施案内」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG
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Thông tư số
12/2011/TT-BTC của
Bộ Tài chính ngày
26 tháng 01 năm
2011 Sửa đổi Thông
tư số 84/2008/TTBTC ngày 30/9/2008
của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành
một số điều của
Luật Thuế thu nhập
cá nhân và sửa đổi
Thông tư số
02/2010/TT-BTC
ngày 11/01/2010 của
Bộ Tài chính hướng
dẫn bổ sung Thông
tư số 84/2008/TTBTC ngày 30/9/2008
của Bộ Tài chính

Circular 12/2011/TTBTC dated January
26, 2011 of the
Ministry of Finance
on amending the
Ministry of Finance's
Circular 84/2008/TTBTC of September
30, 2008, Guiding a
number of articles of
the Law on personal
income tax, and
amending the
Ministry of Finance's
Circular 02/2010/TTBTC of January 11,
2010, additionally
guiding the Ministry
of Finance's Circular
84/2008/TT-BTC of
September 30, 2008

2011年1月26日付財
務省通達12/2011/TTBTC「『2008年9月
30日付財務省通達
84/2008/TT-BTC個人
所得税法規定実施に
関する案内』の修正
、および『2010年
1月11日財務省通達
02/2010/TTBTC2008年9月30日
付財務省通達
84/2008/TT-BTC』の
修正」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG

Nghị định
58/2001/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 24
tháng 8 năm 2001 về
việc quản lý và sử
dụng con dấu

Degree 58/2001/NDCP dated August 24,
2001 of the
government on
management and
use of seals.

2001年8月24日付政
府政令58/2001/NDCP「印鑑の管理と使
用について」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG

Nghị định 31/ 2009/
NĐ-CP của Chính
phủ ngày 01 tháng 4
năm 2009 Sửa đổi
Nghị định
58/2001/NĐ-CP về
quản lý và sử dụng
con dấu

Degree 31/2009/NDCP dated April 1,
2009 of the
government on
amending and
supplementing a
number of articles of
the government 's
Degree 58/2001/NDCP of August 24,
2001, on
management and
use of seals

2009年4月1日付政府
政令31/2009/ND-CP
「政令58/2001/NDCP『印鑑の管理と使
用について』の修正
・補足」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG
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Thông tư số
07/2010/TT/BCA
của Bộ Công An
ngày 05 tháng 02
năm 2010
Quy định chi tiết thi
hành một số điều
của Nghị định số
58/2001/NĐ-CP
ngày 24/8/2001 về
quản lý và sử dụng
con dấu đã được
sửa đổi, bổ sung
một số điều của
Nghị định số
31/2009/NĐ-CP
ngày 01/4/2009

Circular
07/2010/TT/BCA
dated February 5,
2010 of the Ministry
of Public Security
on providing
detailed regulations
on the
implementation of
some articles in
Degree
58/2001/ND-CP of
24/8/2001 on
management and
use of the seal
which are already
modified,
supplemented by
certain provisions
according to
Degree
31/2009/ND-CP
dated 01/04/2009

2010年2月5日付公
安省通達
07/2010/TT/BCA
「既に2009年4月
1日付政令
31/2009/ND-CPに
基づく特定の条項
により補足修正さ
れた『2001年8月
24日付政府政令
58/2001/ND-CP印
鑑の管理と使用に
ついて』の実施細
則規定」

外務省
通達
5/2012/
TT-BNG

Thông tư của Bộ
Tài chính số
190/2012/TT-BTC
ngày 9 tháng 11
năm 2012Sửa đổi,
bổ sung Thông tư
66/2009/TT-BTC
Quy định chế độ
thu, nộp, quản lý và
sử dụng lệ phí cấp
hộ chiếu, thị thực,
giấy tờ về nhập
cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh và cư trú
tại Việt Nam

Circular
190/2012/TT-BTC
dated November 09,
2012 of the Ministry
of Finance on the
amending and
supplementing the
Circular 66/2009/TTBTC stipulating the
regime on collection,
remittance,
management and
use of fees on
passports, visas and
papers on entry, exit,
transit and residence
in Vietnam

2012年11月9日付財
務省通達
190/2012/TT-BTC
「『通達
66/2009/TT-BTC「
パスポート、ビザ
、および出入国、
トランジット、ベ
トナム居留に関す
る書類発給に係る
手数料の納入、管
理、使用制度規定
』についての修正
、補足」
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ベトナム原文
Quyết Định của Thủ
thướng Chính phủ số
59/2001/QĐ-TTg
ngày 24 tháng 4 năm
2001 Về việc thành
lập Ủy ban công tác
về các tổ chức phi
chính phủ nước
ngoài

英語訳
Decision
59/2001/QQ-TTg
issued by the Prime
Minister dated April
24, 2001 on the
establishment of the
Committee for
Foreign NonGovernmental.
Organization Affairs

Quyết định của Thủ
thướng Chính phủ số
765/QĐ-TTg ngày 22
tháng 05 năm 2013 về
kiện toàn Ủy ban công
tác về các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài
do Thủ tướng Chính
phủ ban hành

日本語訳

関係法令

2001年4月24日首相
決定59/2001/QQTTg「COMINGO設立
について」

2013年5月22日付首
相決定765/2013/QQTTg「政府首相施行に
よる海外NGO事業委
員会強化について」

Quyết Định của Thủ
thướng Chính phủ số
40/2013/QĐ-TTg
ngày 10 thắng 7 năm
2013 Về việc ban
hành Chương trình
quốc gia xúc tiến vận
đông viện trợ phi
chính phủ nước ngoài
giai đoạn 2013-2017

Decision
40/2013/QD-TTg
issued by the Prime
Minister dated
October 7, 2013 on
National program to
mobilize foreign nongovernmental aid
gets go-ahead

2013年7月10日付政
府首相決定
40/2013/QD-TTg「
2013-2017海外非政
府組織援助促進に関
する国家プログラム発
布について」

Quyết Định của Thủ
thướng Chínhphủ số
67/2011/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 12
năm 2011 về việc
ban hành Quy chế
quản lý thống nhất
các hoạt động đối
ngoại của Ủy ban
nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc
Trung ương

Decision 67/2011/QDTTg issued by the
Prime Minister dated
December 12, 2013
on promulgating the
Regulations to unify
the management of
foeign afairs of the
People's Committees
of provinces and cities
directly under the
Central Givernent.

2011年12月12日付首
相決定67/2011/QĐTTg「地方省及び中央
直轄市の人民委員会
の対外活動の統一管
理に関する規定発行
について」
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Thông tư của Bộ Tài
chính số
225/2010/TT-BTC
ngày 31 tháng 12
năm 2010 Quy định
chế độ quản lý tài
chính nhà nước đối
với viện trợ không
hoàn lại của nước
ngoài thuộc nguồn
ngân sách nhà nước

Circular 225/2010/TTBTC dated Dec 31,
2010 of the ministry
of finance on the
state financial
management of nonrefundable aid
classified as state
budget revenues

2010年12月31日財務
省通達225/2010/TTBTC「国家の予算収益
に分類される海外から
の無償援助に関する
国家財務管理につい
て」

Thông tư của Bộ Tài
chính số
109/2007/TT-BTC
ngày 10 tháng 9 năm
2007 Hướng dẫn chế
độ quản lý tài chính
Nhà nước đối với
viện trợ phi chính phủ
nước ngoài không
thuộc nguồn thu
Ngân sách nhà nước.

Circular 109/2007/TTBTC dated Sep 10,
2007 of the ministry
of finance on guiding
the state financial
management of
foreign nongovernmental aid not
constituting a state
budget revenue
source.

2007年9月10日財務
省通達109/2007/TTBTC「国家予算歳入の
性質をもたない海外
NGO援助に関する国
家財務管理について
の制度案内」

※法令は頻繁に改正されます。最終確認は自身の責任でお願いいたします。
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9. ベトナムでの活動中の本邦NGO情報（2017年2月現在）

No

名称（英語/日本語）

略称

活動領域

地域

FOUNDATION FOR
INTERNATIONAL
1
DEVELOPMENT
公益財団法人 国際開発救援財団

FIDR

栄養、食糧改善 Da Nang,
、コミュニティ・ベ Quang Nam,
ース・ツーリズム Kon Tum,
Thua Thien Hue

Bridge Asia Japan
2 認定特定非営利活動法人
ブリッジ エーシア ジャパン

BAJ

環境保護、コミュ
ニティ開発

International Life Sciences
Institute Center for Health
Promotion of Japan
3
特定非営利活動法人
国際生命科学研究機構
健康推進協力センター

ILSI Japan

栄養、安全な水 Nam Dinh,
Bac Giang,
、衛生
Thai Nguyen,
Thai Binh,
Ha Nam,
Ninh Binh

Japan Voluntary Dental
Organization
4
特定非営利活動法人
日本歯科ボランティア機構

JAVDO

医療、困難児へ Ho Chi Minh
の支援 （養子縁 City
組を除く）

Mabuchi International
5 Scholarship Foundation

教育支援

Thua Thien Hue

Hanoi, Da Nang,
Tien Giang,
Dong Nai

Minzoku Forum
6 特定非営利活動法人
民族フォーラム

Minzoku

文化交流、視覚 Hanoi
障害者への職業
訓練の推進

Cooperate Aggregate Shiga
Association of Radiological
7 Technologists
公益社団法人
滋賀県放射線技師会

SART

医療支援

Empowerment for All
8 特定非営利活動法人
エファジャパン

EFA

困難児への支援 Hai Phong
（養子縁組を除
く）

Shinnyo-en

教育

Hanoi, Bac Kan,
Ha Nam,
Ben Tre,
Hau Giang

JGRF

コミュニティ開発

An Giang,
Lam Dong,
Tay Ninh

9

Shinnyo-en
宗教法人 真如苑

Office for Joint Grass Roots
Fukuoka
10
特定非営利活動法人
草の根協働福岡

Ho Chi Minh
City
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No

名称（英語/日本語）

略称

活動領域

地域

IM Japan

職業訓練

Hanoi

Seeds Asia

災害管理

Da Nang,
Quang Nam

Seed to Table
13 特定非営利活動法人 Seed to
Table～ひと・しぜん・くらしつながる～

総合農村開発

Hoa Binh,
Ben Tre

Asia Rainbow
14 特定非営利活動法人
アジア・レインボー

教育訓練

Dong Nai,
Lam Dong

International Manpower
Development Organization, Japan
11
公益財団法人 国際人材育成機構
アイム・ジャパン
12

SEEDS ASIA
特定非営利活動法人SEEDS Asia

Asian Techniques Cooperation
Network
15
特定非営利活動法人
アジア技術協力ネットワーク

ATCN

企業発展支援

Ho Chi Minh
City

The Overseas Human Resources
and Industry Development
Association
一般財団法人
海外産業人材育
16
成協会 (旧:The Association for
Overseas Technical Scholarship,
財団法人海外技術者研修協会,)

HIDA
(旧：AOTS）

ベトナム工業人
材育成・開発

Hanoi,ベトナム
管轄省庁との
協定に基づく省庁

Non-Profit Organization
Biomedical Science Association
17
非営利活動法人 バイオメディカル
サイエンス研究会

BMSA

医療

Ho Chi Minh
City, Can Tho

People's Hope Japan
特定非営利活動法人
18 ピープルズ・ホープ・ジャパン

PHJ

医療

Ha Nam,
Hai Phong,
Hung Yen,
Thai Nguyen,
Nam Dinh

教育訓練

Hanoi

医療支援

Thua Thien Hue,
Quang Tri,
Binh Dinh

Sapporo IT Front
19 特定非営利活動法人
札幌ITフロント
Japanese Organization for
International Cooperation in
20
Family Planning
公益財団法人 ジョイセフ
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JOICFP

No

名称（英語/日本語）

Cambodian International
21 Education Support Foundation
公益財団法人CIESF（シーセフ）
22
23
24

略称
CIESF

活動領域
教育訓練

Public Interest Foundation
Minsai Center

EDF-JAPAN 教育訓練

AICHI

AICHI

Aomori Social Welfare Group

地域
Ba Ria
Vung Tau

Thai Binh,
Dong Nai

教育訓練・
日本語教育

Hanoi

日本語教育及び
老人介護教育

Thua Thien Hue

All Japan Seamen's Union
25 全日本海員組合

JSU

船員への職業
訓練

Hai Phong,
Ho Chi Minh
City

International Farmers
Participation Technical Net-work
26 特定非営利活動法人
国際農民参加型技術ネットワーク

IFPaT

工作方法及び製
品の加工・消費
の改善による農
業経済開発、
農村開発の支援

Son La

農業の人材育
成支援

Lam Dong

Hokkaido Hopeland Vietnam
Corperation Exchange
27 Association
一般社団法人北海道ホープラン
ドベトナム交流協議会
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10. 各種用語
10.1 NGO

ベトナム語
Tổ chức phi chính phủ
nước ngoài

英語訳

略称

TCPCPNN

Foreign NGO/
International NGOs/
INGOs

日本語訳
かいがい

海外NGO
ひ せ いふ そ しき

（非政府組織）
に ほ ん

Japanese NGOs
(JNGOs)

日本のNGO

NGOs

NGO（非政府組織）

Tổ chức phi lợi nhuận

Non-profit
organiations (NPO)

非営利組織

Quỹ xã hội

Social funds

社会基金

Quỹ tư nhân

Private foundations

民間基金

Tổ chức phi chính phủ
Nhật Bản

TCPCPNB

Tổ chức phi chính phủ

TCPCP

ひ せ いふ そ しき

（非政府組織）
ひ せ いふ そ しき

ひ え い りそし き

しゃかいききん

みんかんききん

10.2 政府機関（ハンドブック付録2より）

ベトナム語

英語訳

日本語訳

Bộ Thông tin và
Truyền thông
Vụ Hợp tác quốc tế

じょうほうつうしんしょう
Ministry of Information and
情報通信省
Communications
こくさいきょうりょくきょく
International Cooperation Department 国際協力局

Bộ Công thương
Vụ Quan hệ quốc tế

Ministry of Industry and Trade
International Relations Department

しょうこうしょう

こくさいきょうりょくきょく

商工省 国際協力局
きょういくくんれんしょう

教育訓練省
Bộ Giáo dục và Đào tạo Ministry of Education and Training
こくさいきょうりょくきょく
Vụ Hợp tác quốc tế
International Cooperation Department
国際協力局
こ う つ うう ん ゆしょ う

Bộ Giao thông Vận tải Ministry of Transport
International Relations Department
Vụ Quan hệ quốc tế
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交通運輸省
こくさいきょうりょくきょく

国際協力局

ベトナム語

英語訳

日本語訳

Bộ Công an
Vụ Hợp tác quốc tế

Ministry of Public Security
International Cooperation Department

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Vụ Kinh tế đối ngoại

Ministry of Planning and Investment
Foreign Economic Relations
Department

Bộ Khoa học và
Công nghệ
Vụ Hợp tác quốc tế

Ministry of Science and Technology
International Cooperation Department

Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội
Vụ Quan hệ quốc tế

Ministry of Labour, Invalids and
Social Affairs
International Relations Department

Bộ Nông Nghiệp và
Phát triển nông thôn
Vụ Hợp tác quốc tế

のうぎょうのうそんかいはつしょう
Ministry of Agriculture and Rural
農業農村開発省
Development
こくさいきょうりょくきょく
International Cooperation Department 国際協力局

Bộ Nội vụ
Vụ Quan hệ quốc tế

Ministry of Home Affairs
International Relations Department

Bộ Ngoại giao
Vụ Các tổ chức quốc tế

Ministry of Foreign Affairs
が い む しょう
こくさいそしききょく
International Organizations Department 外務省 国際組織局

Bộ Quốc phòng
Cục Đối ngoại

Ministry of Defence
International Relations Department

Bộ Tài chính
Vụ Hợp tác quốc tế

Ministry of Finance
International Cooperation Department

Bộ Tài nguyên và
Môi trường
Vụ Hợp tác quốc tế và
Khoa học công nghệ

Ministry of Natural Resources and
しげんかんきょうしょう
Environment
資源環境省
こくさ い きょうりょく
ぎ じ ゅ つ か がく きょく
Department of International
国際協力 ・技術科学局
Cooperation and Science & Technology

Bộ Tư Pháp
Vụ Hợp tác quốc tế

Ministry of Justice
し ほ う しょう
こくさいきょうりょくきょく
International Cooperation Department 司法省 国際協力局

Bộ Văn hoá , Thể thao
và Du lịch
Cục Hợp tác quốc tế

Ministry of Culture, Sport and Tourism
International Cooperation Department

こう あんしょう

こくさいきょうりょくきょく

公安省 国際協力局
け い か くとうし しょう

計画投資省
たいがいけいざいきょく

対外経済局
か が く ぎ じ ゅつ し ょ う

科学技術省
こくさいきょうりょくきょく

国際協力局
ろうどうしょうびょうへいしゃかいしょう

労働傷病兵社会省
こくさいきょうりょく

国際協力局

ないむしょう

こくさいきょうりょくきょく

内務省 国際協力局

こ く ぼ う し ょう

たいがいきょく

国防省 対外局
ざ い むしょう

財務省
ざ い せ いか んり

たいがいざいせいきょく

財務管理 ・対外財政局

ぶ ん か

かんこうし ょう

文化スポーツ観光省
こくさいきょうりょくきょく

国際協力局
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ベトナム語

英語訳

日本語訳

Bộ Xây dựng
Vụ Quan hệ quốc tế

Ministry of Construction
International Relations Department

建設省 国際協力局

Bộ Y tế
Vụ Hợp tác quốc tế

Ministry of Health
International Cooperation Department

保健省 国際協力局

Tổng Cục thống kê
Vụ Hợp tác quốc tế

General Statistics Office
International Cooperation Department

統計総局 国際協力局

Ban Tôn giáo Chính phủ
Vụ Hợp tác quốc tế

The Government Committee for
Religious Affairs
International Cooperation Department

国際協力局

Uỷ Ban dân tộc

Committee for Ethnic Minorities Affairs

国家民族委員会

Đài tiếng nói Việt Nam
Vụ Hợp tác quốc tế

Voice of Vietnam Radio
International Cooperation Division

ベトナム放送局

Đài truyền hình
Việt Nam
Ban Hợp tác quốc tế

Vietnam Television
International Cooperation
Department

Kiểm toán Nhà nước
Vụ hợp tác quốc tế

State Audit of Vietnam
International Cooperation Department

Thông tấn xã Việt Nam
Vụ Hợp tác quốc tế

Vietnam News Agency
International Cooperation Department

Ngân hàng Nhà nước
Vụ Hợp tác quốc tế

State Bank of Vietnam
International Cooperation
Department

Thư viện Quốc gia

National Library of Vietnam

国家図書館

Văn phòng Chính phủ
Vụ Quan hệ quốc tế

Office of the Government
Department of International Relation

首相府事務局

けんせつしょう

こくさいきょうりょくきょく

ほ け んしょ う

こくさいきょうりょくきょく

と う けい そ うきょ く

こくさいきょうりょくきょく

せ い ふし ゅ う きょうい い んか い

政府宗教委員会
こくさいきょうりょくきょく

こ っ かみんぞく い い ん かい

ほうそうきょく

こ く さ い き ょ う りょ く ぶ

国際協力部
きょく

ベトナムテレビ局
こ く さ い き ょ う りょ く ぶ

国際協力部
せ い ふかん さ ついん

政府監察院
こくさいきょうりょくきょく

国際協力局
つ うし ん し ゃ

ベトナム通信社
こ く さ い き ょ う りょ く ぶ

国際協力部
ち ゅ う お うぎ ん こ う

中央銀行
こくさいきょうりょくきょく

国際協力局
こ っ かと しょ かん

し ゅ しょう ふ じむき ょ く
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こ く さ い き ょ う りょ く ぶ

国際協力部

10.3 大衆組織

ベトナム語

英語訳

日本語訳
た い しゅうそしき

Tổ chức đoàn thể quần chúng

Mass Organization

大衆組織

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Vietnam Fatherland Front

ベトナム祖国戦線

そ こ くせ ん せん

ろうどう

Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam

Vietnam Labor Confederation

Đoàn Thanh Niên Cộng sản
Hồ Chí Minh

The Ho Chi Minh Communist
Youth Union

ベトナム労働
くみあい そうれんごう

組合総連合
ベトナムホーチミン
きょうさんせいねんだん

共産青年団
のうみん

Hội Nông dân Việt Nam

Vietnam Peasants' Union

ベトナム農民
れ ん ごう

連合
た い えき ぐ ん じ ん かい

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Vietnam War Veterants' Union

ベトナム退役軍人会

Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam

Vietnam Women's Union

ベトナム女性連合

じょせいれんごう

10.4 ベトナム祖国戦線（Mặt trận Tổ quốc Việt Nam）の各参加団体
ベトナム語

英語訳

日本語訳

Đảng cộng sản Việt Nam

Communist Party of Vietnam

ベトナム共産党

Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam

Vietnam Labor Confederation

ベトナム労働組合総連合

Hội Nông dân Việt Nam

Vietnam Peasants' Union

ベトナム農民連合

Đoàn Thanh Niên Cộng sản
Hồ Chí Minh

The Ho Chi Minh Communist
Youth Union

ベトナムホーチミン

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Vietnam Women's Union

ベトナム女性 連合

きょうさんとう

ろ う ど うく みあ い そ う れ んご う

の う み ん れんごう

きょうさんせいねんだん

共産青年団
じ ょ せい れ ん ごう
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ベトナム語

英語訳

日本語訳
た い えき ぐ ん じ ん かい

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Vietnam War Veterants' Union

ベトナム退役軍人会

Quân đội Nhân dân Việt Nam

Vietnam People's Army

ベトナム人民軍隊

Liên hiệp các hội khoa học
kỹ thuật Việt Nam

Vietnam Union of Science and
Technique Associations:
（VUSTA）

ベトナム

Hiệp hội các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

Alliance of Arts and Literature
Associations of Vietnam

ベトナム

Liên hiệp các tổ chức
Hữu nghị Việt Nam

The Vietnam Union of
Friendship Organizations
（VUFO)

じんみんぐんたい

か が く ぎじゅつき ょうか い れんごう

科学技術協会連合

ぶんがくげいじゅつきょうかいれんごう

文学芸術協会連合
ゆ う こう

ベトナム友好
きょうかい れんめい

協会 連盟

Hội liên hiệp thanh niên
Việt Nam

Vietnam Youth Union

Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Vietnam Cooperative Alliance

ベトナム農協組合連盟

Phòng thương mại và
công nghiệp Việt Nam

Vietnam Chamber of
Commerce and Industry

ベトナム商工会議所

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Red Cross of Vietnam

ベトナム赤十字協会

Hội Luật gia Việt Nam

Vietnam Lawyers' Association

ベトナム法律家協会

Hội Nhà báo Việt Nam

Vietnam Journalists
Association

ベトナム新聞記者協会

Hội Phật giáo Việt Nam

Vietnamese Buddhist
Association

ベトナム仏教協会

Uỷ ban đoàn kết công giáo
Việt Nam

Committee for Solidarity of
Vietnamese Catholics

Hội Làm vườn Việt Nam

Vietnam Gardening
Association
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せ い ねん れ ん ご う

ベトナム青年連合
のうきょうく みあいれんめい

し ょ うこうか いぎ し ょ

せ き じ ゅ うじき ょ う か い

ほうりつかきょうかい

し んぶん き し ゃき ょ う かい

ぶっきょうきょうかい

ベトナムキリスト
き ょ う だ ん けついい んか い

教団結委員会
えんげいきょうかい

ベトナム園芸協会

ベトナム語
Hội Người mù Việt Nam

英語訳
Vietnam Blind Association

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam

日本語訳
も う じ ん き ょうか い

ベトナム盲人協会
かんしょうせいぶつきょうかい

ベトナム鑑賞生物協会

Hội Đông y Việt Nam

Vietnam Orientally Traditional
Medicine Associtation

ベトナム東洋医学協会

Tổng hội Y dược học
Việt Nam

Vietnam Medical General
Confederation

ベトナム医薬学総協会

Hội người cao tuổi Việt Nam

Vietnam Association of the
Elderly

ベトナム高齢者協会

Hội kế hoạch hoá gia đình
Việt Nam

Vietnam Family Planning
Association

ベトナム家族計画化協会

Hội khuyến học Việt Nam

Vietnam Study Promotion
Association

ベトナム学問奨励協会

Hội bảo trợ tàn tật và trẻ
mồ côi Việt Nam

Vietnam Association for
Protection of People with
Disabilities and Orphans

・孤児支援会

Hội châm cứu Việt Nam

Vietnam National Association
of Acupuncture

ベトナム鍼灸協会

Tổng hội thánh tin lành
Việt Nam

General Confederation of the
Vietnam Protestant Church

ベトナムプロテスタント

Hội liên lạc với người
Việt Nam ở nước ngoài

Association for Liasion with
Overseas Vietnamese

越境

Hội khoa học lịch sử Việt Nam

Vietnam Association of
Historical Sciences

Hội nạn nhân chất độc da cam
đioxin Việt Nam

Vietnam Association of Victims
of Agent Orange/Dioxin

Hội mỹ nghệ - kim hoàn đá quý Việt Nam

Vietnam Gemstone - Jewelry Fine Art Association

Hội cựu giáo chức Việt Nam

Vietnam Former Teachers
Association

と う よ う いがく きょう か い

い やく がくそう き ょうか い

こ う れ いしゃ き ょうか い

か ぞ くけい か くかきょうかい

がくもんしょうれいきょうかい

しょうがいしゃ

ベトナム障害者
こ じし え ん か い

しんきゅうきょうかい

そうきょうかい

総協会
えっきょう

れんらくかい

との連絡会
れ き し か が くきょ うかい

ベトナム歴史科学協会
か

はざいひが

べトナム枯 れ葉剤被
いしゃ

かい

害者 の会

びじゅつひん

ベトナム美術品
ほうせききょうかい

・宝石協会
もときょうしょくいんきょうかい

ベトナム元教職員協会
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ベトナム語

英語訳

日本語訳

Vietnam Union of Associations
of Publishers

ベトナム

Hiệp hội Xuất bản Việt Nam

Hội nghề cá Việt nam

Vietnam Fisheries Society

ベトナム漁業協会

Hiệp hội sản xuất kinh doanh
của người tàn tật Việt Nam

Vietnam Association of
Business Enterprises of the
Disabled

産業協会連合

Hội cứu trợ trẻ em tàn tật
Việt Nam

Vietnam Relief Association for
Handicapped Children

ベトナム障害児救助会

Hội y tế cộng đồng Việt Nam

Vietnam Public Health
Association

ベトナム公衆衛生協会

Hội cựu thanh niên
xung phong Việt Nam

Vietnam Former Volunteer
Youth's Association

ベトナム元青年奉仕協会

Hiệp hội các trường đại học,
cao đẳng ngoài công lập
Việt Nam

Vietnam Association of Private
Universities and Colleges

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ
và vừa Việt Nam

Vietnam Association of Small
& Medium Enterprises

Hội doanh nghiệp nhỏ và
vừa Việt-Đức

ベトナム・ドイツ
Vietnam - Germany Small and
ちゅうしょうきぎょうきょうかい
Medium Enterprises Association 中小企業協会

Hiệp hội làng nghề Việt Nam

Vietnam Trade Villages'
Association

10.5

ぎょぎょうきょうかい

しょうがいしゃ

ベトナム障害者の
さんぎょうきょうかいれんごう

し ょ うが いじきゅうじょ か い

こうしゅうえいせいきょうかい

も と せ い ねん ほ う し きょ うか い

し り つ だ いがく

ベトナム私立大学
た ん き だ い きょ う か い

・短期大協会
ちゅうしょうきぎょうきょうかい

ベトナム中小企業協会

じ ば さ ん ぎ ょ うき ょうかい

ベトナム地場産業協会

法令

ベトナム語
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しゅっぱんぎょうしゃきょうかいれんごう

出版業者協会連合

英語訳

日本語訳
ほうりつ

Luật

Law

法律

Pháp lệnh

Ordinance

法令

Nghị định

Degree

政令

Thông tư

Circular

通達

Quyết định

Decision

決定

ほうれい

せいれい

つ う たつ

け っ てい

10.6

手続関連

ベトナム語

日本語訳

Cơ quan đối tác
Bên tài trợ
Cơ quan chủ quản/Cơ quan có thẩm quyền
Cơ quan phê duyệt
Ủy ban nhân dân
Đại sứ quán
Lãnh sự quán
Chương trình
Dự án
Viện trợ phi dự án
Cứu trợ khẩn cấp
Viện trợ nhân đạo
Hỗ trợ phát triển
Thỏa thuận khung
Văn bản phê duyệt
Đơn đề nghị
Giấy đăng ký
Giấy đăng ký hoạt động
Giấy đăng ký lập văn phòng dự án
Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện
Giấy xác nhận tạm thời
1 bộ hồ sơ
Điều lệ
Thuế thu nhập cá nhân
Tư cách pháp nhân
Chứng nhận tư cách pháp nhân
Lý lịch tư pháp
Hợp pháp hóa lãnh sự (chứng nhận lãnh sự)
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ベトナム語
Bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực
hợp lệ
Người đứng đầu tổ chức
Đại diện tại Việt Nam
Quyết định bổ nhiệm
Giấy giới thiệu
Bản tiểu sử
Báo cáo tóm tắt hoạt động
Bản kế hoạch hoạt động
Phòng công chứng
Bản chính
Bản sao
Bản sao y bản chính
Hộ chiếu
Thị thực
Thẻ tạm trú
Giấy phép lao động
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日本語訳

表紙の写真
草の根技術協力事業「ベトナム国ハノイ市農村部における環境保全米の生産・管理強化計画」

(実施機関：東京大学－ハノイ農業大学)
裏表紙の写真
上：草の根技術協力事業「ベトナム・ドンナイ省インクルージョン教育研修システムの構築」

(実施機関：アジア･レインボー－ドンナイ省教育・訓練局)
下：FIDR地域開発事業「少数民族（カトゥー族）地域活性化のための観光開発事業」

(実施機関：公益財団法人 国際開発救援財団(FIDR)－クァンナム省ナムザン郡人民委員会)

JICA Viet Nam Office
11th Floor, CornerStone Building,
16 Phan Chu Trinh, Hanoi, Vietnam
Tel: +(84-4) 38315005
Fax: +(84-4) 38315009
http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html

Vietnam Union of Friendship Organizations
People’s Aid Coordinating Committee (PACCOM)
105 A, Quan Thanh Str, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel: 84.4.38436936; Fax: 84.38452007

