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フレイザーのリーガル・アップデート - 保険 

はじめに 

ベトナムが保険市場を開放して、20071 年にＷＴＯに加盟した後、この市場は近年、2 桁で成長してきた

が、保険会社はマクロ経済の不安定及び近年の法改正という問題に直面している。これらの問題にもかか

わらず、ベトナムでの保険需要は増加し、ベトナムでは損害保険 29 社、生命保険 14 社が財政省(MOF)に
所属する保険管理監察局（ISA）の管理下で運営されている。 

政府及び MOF は保険会社及び被保険者のためにより厳格な法的な枠組を形成する一連の法律文書を公布

することを通じて、保険分野の構造リストラを進めている。具体的には、保険法改正法（保険法改正法）

は 2010 年 11 月 24 日にベトナム国会に承認され、2011 年 7 月 1 日に施行されることになった。その後、

2011 年 12 月 28 日に政府は同法の施行細則として政令 123/2011/NĐ‐CP 号を公布した。また、最近、

MOF は 2012 年 7 月 30 日付の保険事業に関する通達 124/2012/TT-MOF 号（通達 124 号）及び 2012 年 7
月 30 日付の保険会社の財務制度を規定する通達 125/2012/TT-MOF 号（通達 125 号）を公布した。保険法

改正法、政令 123 号、通達 124 号及び通達 125 号はベトナムにおける保険事業における一連の新規規定を

公布した。 

保険会社のランク付け 

2012 年 9 月 18 日にベトナムの財政大臣は 2011 年― 2015 年時期のベトナム保険市場発展対策実施計画書

を承認した決定 2330/QĐ‐MOF 号を公布した。この計画にはベトナムの保険会社のリストラ提案及び保険

会社を下記の 4 つグループに分類する内容を含める。  

グループ 1 ：支払能力が確保され、利益の良い実績がある保険企業である。これらの会社は経営計画実施

可能性研究計画を作成する上で事業拡張を認められる。これらの会社はＩＳＡの監察を受ける。 

グループ 2 ：支払能力が確保されるが、保険事業が 2 年連続利益を出さない保険会社である。これらの保

険会社は経営効果の評価を受ける。 

グループ 3 ：支払不能の危険性を被る保険会社である。ＩＳＡはこれらの会社を評価し、これらの会社に

1 2012 年 4 月 16 日付『市場ニュース』による、A.M Best Company の出版物である「ベストの特別報告書」 
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対して投資案件のリストラ又は他の保険会社に保険契約の譲渡を求める。  

グループ 4 ：市原不能の保険会社は特別管理対象とされ、他の保険会社に合併され又は破産宣告をされる

可能性がある保険会社である。 

外国投資家のベトナム保険分野への参入 

外国保険会社は以下のレベルでベトナム市場に参入することが認められる。①ベトナムで 100%外資系子

会社の設立、②ベトナム保険会社との合弁会社への参入、③保険会社の株式購入、④ベトナムでの支店の

設立、⑤ベトナムでの保険サービスを国境を超えて提供すること。 

Jardin Lloyd Thompson Risk Solution Asia Pte Ltd, American International Group, Fubon Insurance 
Co. Ltd, LG Insurance, Mingtai Fire & Marine, ACE Holding, Zurich Insurance Co., Union, ChungKuo 
Insurance Co.Ltd2などの外国保険会社は既にベトナムで駐在員事務所を設立した。 

外国保険会社はベトナム保険会社との合弁会社にも参入した。例えば、①バオトベットと Tokio Marine 
and Fire Insurance Company 間の合弁会社であるバオトベット東京 Marine、②バオトミンと Mitsui 
Insurance Company、Sompo Japan Insurance Inc、LIG Insurance Ltd 間の UIC という合弁会社、③

Vietcombank、 BNP Paribas Assurance Company 、SeAbank 間の Vietcombank – Cardiff 生命保険

会社という合弁会社などである。 

外国保険会社は上場保険会社の株式購入の形でベトナム保険市場にも参入している。例えば、HSBC 
Insuarance (Asia Pacific) Holding Ltd は 2007 年にバオトベットの定款資本 10%を落札して買取った。

また、2009 年に同社はさらに 8%の定款資本を買取った。最近、ＨＳＢＣはバオトベットにおけるその株

式全部を住友生命株式会社に 7 兆 980 億ドン（3 億 4000 万米ドルに相当する）で売却することを合意し

た。この取引あ 2013 年第一四半期に完了するようである。ＡＸＡグループは 2007 年からバオミン株式会

社の発行済み定款資本 25%を保有している。ＰＶＩは外国の戦略投資家である Oman Investment Fund 
(Oman) và Talanx Group (ドイツ) のそれぞれに対して 2010 年及び 2011 年に株式を発行した。Petro 
Vietnam 社は PVI の定款資本 35%まで保有することができるが、2015 年に PVI から定款資本 17%の売却

を提議した。 

国境を越えた保健サービス  

ベトナムが加盟した、国境を越えたサービスに関する国際条約の加盟国に本部を置く外国保険会社及び保

険仲介会社はベトナムにおける外国人及び 49%以上の外資系企業に対して保険サービスを提供することが

認められる。ただし、国境を越えた保健サービスを提供しようとしる業者は以下の条件を満たすべきであ

る。 

 当該会社の本部所在国の外国保険管理当局からベトナムでの国境を越えた保健サービス提供の許可

を得られている。 

 当該会社はベトナムでの国境を越えた保健サービスを提供する前まで 10 年以上合法的な事業活動を

行っていることを証明する。 

 外国保険会社には 20 億米ドルに相当する最低資産を保有する。外国保険仲介会社が 1 億米ドルに相

当する最低資産を保有する。 

 ベトナムでの国境を越えた保健サービスを提供する前年度に Standard & Poor’s 又は Fitch の

「BBB+」ランク付け、A.M.Best の「B++」、Moody’s の「Baal」又はその他のランク付け組織によ

る相当なランク付けを受けた。 

2 http://webbaohiem.net/danh-ba.html?catid=7. 
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 ベトナムでの国境を越えた保健サービスを提供する年の直近 3年連続、営業利益を出した。 

 ベトナムで設立営業を許可された銀行の口座に少なくとも 1000 億ドン以上の金額を寄託し、ま

た、ベトナムでの国境を越えた保健サービスを提供する契約書の代金は寄託金を超える場合に当該

銀行から支払保証書を得られている。 

 賠償処理及び賠償金支払に関する適切な規則及び手順を作成する。 

 保険仲介責任保険に参入する。 

外国保険会社はベトナムで営業許認可を受けている保険仲介会社を通じてベトナムでの国境を越えた保

健サービスを提供しなければならない。国境を越えた保健仲介サービスには、ベトナムで許認可を得ら

れている保険会社又は支店によって損害保険のみを提供することができる。  

保険会社又は外国保険会社の支店の設立許可 

保険会社又は外国保険会会社支店の設立申請書は以下の通り 3 部（その内に、正本 1 部、写し 2 部）で

作成される 3。  

 許認可申請書; 保険会社の設立に関する創設株主/投資家/構成員の決議書  

 保険会社の定款ドラフト又は外国支店の営業規則ドラフト  

 保険会社設立後の最初 5年間の経営計画 

 創設株主/創設構成員、司法履歴書、経営者（取締役会長、社長、支店長など）の専門資格、履歴

書 

 創設株主に関連する資料（営業登録証明書、定款、保険会社への出資に関する関連当局の承認書、

委任代表者への委任状、直近 3 年の会計検査を受けた財務報告書、創設株主の出資のための閉鎖口

座への残高又は預金に関する銀行の証明書 

 保険規制、保険契約条項、保険料金、手数料、保険商品 

 本部又は支店の賃貸借契約の写し、ＩＴ情報、インフラ及び固定資産への投資に関する証明資料 

 保険合弁会社については、合弁契約書；申請日前の合弁各側の直近 3 年連続の会計検査済み財務報

告書；外国の投資家、株主又は構成員の本部所在地の当局から①ベトナムでの保険会社設立の許可

書、②健全な財務状況の証明書、③当該国での保険事業の許可書  

MOF は、保険会社又はその支店の設立に関する申請書を受取った日から 60 日以内に承認し又は拒否を

しなければならない。 

保険会社の株主の要件 

2010 年の保険法改正法では、（定款資本を下回ってはならない 4）という定款資本、組織形態、経営者

の保険管理能力などの要件の他に保険会社又は保険仲介会社の創設株主は合法的・透明性のある財力を

保有して、それを保険会社の定款資本として出資しなければならない。  

その他に、外国損害保険会社は① 100%外資系保険会社 5 ；②合弁形態の保険会社、③ベトナムでの支店

の設立をしようとする場合に以下の要件を満たす必要がある 6。 

3 通達 124 号 7条 
4 2007 年 3 月 27 日付政令 46/2007/ND-CP 号 4条によれば、損害保険会社の法定資本は最低 3000 億ベトナムドン（14500 米ドルに

相当する）、生命保険会社の法定資本は最低 6000 億ドン（29500 米ドルに相当する）である。 
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 ベトナム及び外国が締結した、ベトナムにおける保険会社支店の設立に関する国際条約の加盟国に

本部を設立している。 

 本部の所在国における損害保険事業の経験年数は 10 年以上である。 

 最低総資産は 20 億米ドルに相当する（この要求は保険仲介会社に適用しない） 

 申請年までの直近 3年連続営業利益を出している。 

 申請年までの直近 3年連続、本部所在国の保険事業に関する規定を重大に違反しなかった。  

 本部所在国の外国保険当局からベトナムでの支店設立を許可された。また、当該当局は MOF との間

に既にベトナムにおける外国損害保険会社支店活動の管理に関する覚書を締結した条件が付けられ

た。 

 ベトナムにおける支店及び支店長の活動に関して責任を負うという誓約書を提出する。  

通達 125 号は創設株主が共に保険会社設立のときから少なくとも 3 年連続定款資本 50%以上を保有する

という規定を維持している。 

2012 年 10 月 1 日より、保険会社への出資金は自己資本でなければならない。借金、投資委託資本は保

険会社の出資金として使ってはならない。  

通達 124 号では、法人の創設株主の数を 4 から２へ減少した。ただし、再保険会社の法人創設株主は保

険事業者又は金融組織でなければならない。  

法人である創設株主の自己資本は以下の金額を上回らなければならない。 

 法人である創設株主の長期的な投資総額及び保険会社へのコミットメント出資金額 

 保険会社の定款資本 50% 

 保険会社へのコミットメント出資金 400% 

法人である創設株主は保険会社の定款資本 10%以上を出資するために、当該法人が営業利益を出して、

また申請年の直近 3 年連続に累計赤字を出していない。創設株主は保険事業法人又は金融法人である場

合には、当該法人は関連する特別法の規定によって安全比率を維持し、対応しなければならない。  

法人である創設株主は保険会社の定款資本 20%まで保有することができる、ただし、以下の目的で株主

を保有しようとする場合はその限りではない。  

 保険会社・際保険会社の支払能力を回復しようとする。 

 承認されたリストラ計画に基づいて保険会社・再保険会社における国家株式を保有する。 

 ① 20 億米ドル以上の総資産を持つ、② 3 年連続利益を出している（及び累計赤字を出していな

い）戦略投資家の株式を保有する、③ 5 年以上金融又は保険分野における経営活動を実施してい

る。 

 保険会社の株式を戦略投資家になったときから 3年連続の保有を約束する。 

 MOF の承認を得ている。 

個人の創設株主は保険会社の定款資本 10%まで保有することができる。個人創設株主は、申請書を提出

5 2007 年 3 月 27 日付政令 45/2007/ND-CP 号 6.2 条 
6 2011 年 12 月 28 日付政令 123/2011/ND-CP 号 9.1 条及び 2012 年 7 月 30 日付財政省通達 125/2012/TT-MOF 号 4 条 
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するまでの 30 日以内に銀行の閉鎖口座に関する銀行証明書を持ってその財力を証明しなければならな

い。通達 125 号では、個人が有限責任保険会社に出資することを認めない。 

許認可の後 

営業許可書を発行した日より 30 日以内に、保険会社又は支店は取締役会長、社長又は支店長を任命する

必要な手続を完了し、正式活動を開示しなければならない。保険会社・支店は以下の手続 7 を 12 ヶ月以

内に完了しなければならない。 

 保険経営許可書の発行の手数料の納付 

 閉鎖口座における資本を保険会社又は支店の定款資本へ移転する 

 寄託金の納付 

 会社の印鑑・税務番号の登録、ベトナムで営業を許可されている銀行での取引口座の開設 

 MOF に対して以下の事項の承認を申請する。 

 業務準備金に関する計画 

 保険商品、保険数理士、所有者基金と配当金契約者基金の分割計画（生命保険会社用） 

 健康保険商品 

 鑑定、賠償、内部管理、金融投資管理、再保険計画管理に関する原則の作成 

営業登録証明書の内容変更 

通達 124 号は、保険会社又は支店の営業登録証明書の内容変更に関する必要な手続を定める通達 155 号

の規定をすべて維持している。内容変更は名称、定款資本、支店・駐在事務所の開設、解散、本部・支

店又は営業所の住所変更、経営期間・分野の変更、経営の合併・分割、経営形態の変更、定款資本 10%
以上の譲渡、解散、破産及び経営者の変更（会長、社長又は支店長）8。ISA は適切な申請書を受取った

日より 7 日から 21 日以内にこれらの変更を承認し又は拒否することができる。 

定款資本の維持及び寄託 

保険会社は出資資本を適用法定資本を上回る金額で維持しなければならない。保険会社は毎年出資資本

を審査する必要がある。審査された出資資本は法定資本を下回る場合に定款資本と法定資本の差額を補

うために保険会社は毎年の財務報告日より 6 ヶ月以内に出資を求める必要がある 9。 

政令 46 号 6 条によれば、保険事業許可書が交付された日から 60 日以内に、保険会社又は支店は法定資

本の 2%に相当する定款資本の一部をベトナムで営業許可をうけている銀行の閉鎖口座に寄託しなければ

ならない（寄託金）。保険会社又は支店が支払い能力を維持できなくなり、ISA が承認する場合には、こ

の寄託金は保険契約者への賠償金として使われる。ただし、保険会社及び支店は使用した日から 90 日以

内に寄託金を補足しなければならない。  

準備金 

保険会社又は外国支店の業務準備金の設立又は変更は保険数理士に確認し、MOF に承認され投げればな

らない。損害保険会社、健康保険会社及び外国支店が以下の準備金の積立方法を適用する。すなわち、

7 通達 124 号 12 条 
8 通達 124 号 2章 2節 
9 通達 125 号 5条 
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①支払われていない費用の方法、②賠償方法、③損失の変更が激しい賠償方法である。生命保険会社は

以下の積立方法を適用する。すなわち、①数学方法、②支払われていない費用、③賠償方法、④配当方

法 10である。  

支払能力 

保険会社又は外国支店は常に承認される支払能力を維持しなければならない。これは、総資産と未済債

務の差額で計算される 11。この差額は最低支払能力より少なければならない。政令 46 号 16 条によれ

ば、損害保険会社の最低支払能力の限度額は①保険料金総額 25%、②元の保険料金 12.5%と支払い能力

限度額を計算するときの再保険料金の合計額のいずれかを上回らなければならない。生命保険会社の支

払能力限度額は、4%の保険業務準備金と契約期間 5 年以下の保険契約に対するリスクのある 0.1%の保険

金又は契約期間 5 年以上の保険契約に対するリスクのある 0.3%の保険金の合計額に相当する。  

保険会社は支払能力を維持できず、支払能力回復不能の状態に陥った場合に MOF は当該保険会社に対し

て以下のことを求めることができる 12。 

 自己資本を補足するための現金又は出資金の調達 

 再保険、保険事業の縮小又は一部の停止 

 経営者のリストラ 

 保険契約の譲渡 

 その他のリストラ計画  

経営者  

ISA の承認 13 によって、保険会社は取締役会長、メンバー会長、社長、部長又は保険専門家を任命する

ことができる。 

保険会社は、上記の経営者以外に ISA に対してその他の経営者（ISA の承認が不要な場合）の任命を報告

する責任を負う。  

経営者は専門能力の要件を十分に満たし、また 3 年連続管理職の経験を持つ必要がある。また、これら

の経営者は任命前に少なくとも 3 年間保険分野又は金融分野での勤務経験があるべきである。例えば、

保険会社の社長は大学卒業証明書、保険業訓練資格を有し、その勤務経験年数が 5 年であり、その内に

3 年間保険会社での部長又はそれ以上の職位を担当した経験がある。  

保険業務 

2011 年 7 月 1 日より保険法改正法は生命保険、損害保険及び健康保険を含める各種保険業務のリストを

拡大した 14。生命保険は、終身保険、生命保険、定期的な支払保険、混合保険、投資型保険と年金保険

が含まれている。損害保険は、財産保険、運送保険、航空保険、自動車保険、火災保険、船体と船主の

民事責任保険、賠償責任保険、信用と金融リスクの保険、ビジネス損失保険、および農業保険が含まれ

ている。健康保険は新規保険業務であるとされている。これは、傷害保険と健康保険が含まれている。

政府は他の保険業を規定することができる。MOF は保険商品リストを規定する権限を有する。  

損害保険会社・外国の支店は損害保険商品、保険政策及び保険手数料に関して自ら規定することができ

10 通達 125 号 2 章 2節 
11 政令 46 号 17 条 
12 政令 46 条 19 条  
13 通達 124 号 22.1 条  
14 保険法改正法 7条  
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る。これに対して、生命保険・健康保険会社はそれらの商品を市場に展開する前に MOF から承認を得な

ければならない 15。ただし、ISA は支払能力維持のために損害保険会社に対して、既存の損害保険商品を

停止し、再検討を求めることができる。  

保険会社及び外国支店は直接販売、エージェント・仲介・入札を通じて販売することができる。入札の

場合には入札法及び関連法律による。  

保険エージェントと手数料  

保険エージェントはベトナム法人又は十分の民事行為能力を有し、許可される教育機関から教育を受

け、資格を付与される又は国民である。保険エージェントのリストは四半期ごとに ISA に登録し、時期

によって報告する必要がある。保険エージェントは保険会社の代理として保険会社の利益のために以下

の責任を負う。すなわち、①保険の説明、販売、②保険契約締結のための手配、③保険料金の集金、④

損害賠償解決、保険金支払のための手配、⑤保険契約の履行に関するその他の業務を実施する 16。保険

エージェントの手数料は通達 124 号 41.3 条に規定される限度額による。  

保険仲介及び手数料 

保険仲介会社は保険法 62 条~69 条の規定に従って MOF から許可を受ける必要がある。保険仲介会社の

業務範囲は保険仲介会社と保険契約者との間に締結される保険契約に常に規定されている。保険仲介会

社は保険契約者に対して保険商品・保険料金・政策に関する情報を提供し、リスク・適切な保険商品の

相談に乗り、保険契約者の利益のための保険契約成立を手配する。その他に保険仲介会社は、必要に応

じて、保険会社から保険料金の集金、保険契約による保険金の支払に委託を受けることができる。保険

会社と保険仲介会社は最高額保険料金 15%までの保険手数料を合意することができる。再保険の仲介手

数料は国際通例による。  

金融投資 

保険会社は自己資本及び保険業務準備金（損害保険、生命保険はそれぞれ保険業務準備金の 25%、5%を

積立た後 17）及びその他の合法的な資金を活用して、資本投資をすることができる。保険会社は借金、

投資信託資金を証券、不動産及びその他の企業への金融投資の資金として使ってはならない。通達 125
号では、保険会社が株主又は関連者への資金投資を禁止される。また、預金の形での投資は中央銀行の

ランク付けによって優良な財力がある信用組織において行うべきである。MOF は、自己資本が法定資本

を上回る差額、又は最低支払能力限度額の範囲内で外国保険会社の設立・出資のための海外投資を評価

し、承認する権限を有する。 

保険会社及び外国保険会社支店はまず固定資本及び営業費用のために自己資本を使って、その後、保険

業務準備金の遊休資本と同様残存の自己資本（遊休資本）を使って投資することができる。 

具体的には、保険会社及び外国保険会社支店は、制限なしで国債、被担保社債の購入、信用組織に金銭

の預かりをすることができる。無担保の株式、社債の購入という投資活動には、損害保険会社、際保険

会社、保険仲介会社、外国保険会社支店は最大限自己資本及び遊休資本の 35%を投資することができ

る。これに対して、生命保険会社はは最大限自己資本及び保険業務準備金の 50%まで投資することがで

きる。また、損害保険会社、再保険会社、保険仲介会社、外国保険会社支店及び生命保険会社は、自己

資本及び保険事業準備金の 20%又は 40%のみを不動産へ投資することができる 18.  

2012 年 10 月 1 日以前に行われていた資本投資は 2015 年 10 月 1 日までに通達 125 号の規定に従って再

15 通達 124 号 39 条 
16 通達 124 条 41.2 条  
17 政令 46 号 13 条 
18 政令 46 号 13 条及び 14 条 
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構築し、調整しなければならない。 

再保険 

保険会社は、その取締役会の承認された再保険計画に基づいて保険契約におけるその保険責任の一部

（全部ではない）を外国保険会社、外国再保険会社を含めて、1 社又は複数の保険会社に譲渡すること

ができる 19。再保険契約の締結したときの直近会計年度において保険契約の責任総額 10％以上を受けた

外国再保険会社は Standard & Poor’s 又は Fitch による「BBB+」、A.M.Best による「B++」、

Moody’s による「Baal」又は相当のランキングを受ける必要がある。制限された再保険種類について

は、保険会社は MOF に再保険契約の主要事項を報告しなければならない。 

保険会社及び再保険会社は自己資本 5%、10%それぞれに相当するリスク又は個別損失に対する最大責任

額のみを残すことができる 20。この限度額を越えた責任額は再保険を通じて譲渡されなければならな

い。 

保険契約の譲渡 

以下のいずれかの場合に該当する保険会社は、関連する 1 つ又は複数の保険業務に関連する保険契約の

すべてを１社又は複数の保険会社に譲渡することができる 21。 

 支払能力を失う可能性のある保険会社である。この場合に、保険会社が他の保険会社に保険契約の

譲渡を合意できなければ、MOF は保険契約の譲渡を受ける保険会社を指定する。 

 保険会社が統合、合併、分割、分離又は解散 

 保険会社間の合意による 

すべての保険契約の譲渡は MOF がその譲渡を承認した日より 60 日後に効力を発生する。承認日から

15 日以内に、保険会社が上記の譲渡に関する発表を中央新聞に 5 回連続掲載し、保険契約者に譲渡計画

を通知しなければならない。保険契約者は、通知をうけたときから 15 日以内に保険契約を解約すること

ができ、保険契約の残存期間に相当する保険料金の返済を請求することができる。 

報告・情報公開制度 

通達 125 号第 10 節は保険会社及び外国保険会社支店に対して、月次・四半期、年次財務報告書・統計報

告書・業務報告書に関する数多くの新しい書式を規定した。四半期及び年次の財務報告書の他に、損害

保険会社・健康保険会社・外国保険会社支店は 11 種類の統計・業務報告書を、生命保険会社は 16 種類

の統計・業務報告書を MOF に提出しなければならない。 

2012 年 10 月 1 日以降、保険会社は、そのホームページ、中央新聞及び本部所在地の地方新聞に 3 回連

続に会計年度の終了日から 120 日以内に会計検査を受けた財務報告書を公開しなければない。または公

開保険会社は公開会社に適用する情報開示の義務も守らなければならない。 

MOF は追加報告書を求め、またいつでも保険会社又は外国保険会社支店の財務・営業状況を検査するこ

とができる。 

反則処分 

2009 年 5 月 5 日付の保険事業分野に関する行政違反処分に関する政令 41/2009/NĐ-CP 号（政令 41
号）が公布された後、MOF は 2010 年 1 月 23 日にこの政令の施行細則としての通達号（通達 3 号）を

19 保険法改正法 9条、政令 45 号 23 条、通達 124 号 45.1 条 
20 通達 124 号 44.3 条 
21 保険法 74 条 
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公布した。 

政令 41 号は 1000 万ドンから 7000 万ドンの罰金を処罰される以下の行政違反処分の 4 つレベルを規定

した。 

 経営者や保険数理士の任命、保険会社の設立、再保険、保険契約の譲渡、保険賠償などの保険会社

の管理運営に関する規定 

 不公正競争、生命保険・損害保険の開発、保険商品、保険手数料及び義務保険などの保険開発に関

する規定 

 保険エージェント・仲介の業務、駐在事務所に関する規定 

 資本資産の活用に関する規定 

 支払能力、決算、計算に関する規定  

 報告・情報公開制度に関する規定 

上記の罰金の他に、権限のある当局は、営業活動の停止、違反行為から得られる利益の没収などの追加

処分を適用することができる。 

まとめ 

ベトナムにおける保険事業の法的な枠組は保険法改正法が発効する 2011 年 7 月 1 日から大きな変更が

あった。MOF は保険企業、外国保険会社支店の設立、活動、財務制度だけでなく、国境を越えた保健

サービスも規定した。最近発表された保険業の再構築提案では、MOF が保険業の問題点を認識したの

で、保険会社及び保険契約者の利益及び保険会社の効果的な管理を図って、のためにその監察検査を強

めようとしている。2012 年 7 月に公布された通達 124 号及び通達 125 号はベトナム保険業の法的枠組

を世界の現行基準に近づけようとしている。 

フレザー法律事務所 

2013 年 1 月 


