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グローバルモビリティ～海外税務～ 
コロナ禍における一時給付金に関する留意事項 

はじめに 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）（以下「本感染症」）の拡大による経済活動の停滞に伴い、各国は自国民

や特定の居住者に対する経済支援に力を入れています。日本では 2020 年 4 月 20 日に「新型コロナウイルス感

染症緊急経済対策」が閣議決定され、一律 10万円の個人向け一時給付金の支給が実施されています。同様の性

質の給付金の支給を発表している国や、国の施策とは別に会社独自での給付金の支給を決めた企業も見受けら

れます。今回はコロナ禍における一時給付金の支給に伴う税務、及びポリシー上の論点と留意事項について見て

いきたいと思います。 

1. コロナ禍における各国政府の個人向け経済支援策 

本感染拡大に伴い経済が停滞する中、各国政府は様々な経済支援策を打ち出しています。絶対数としてはそれほ

ど多くはありませんが、日本のような個人向けの一時給付金の支給を実施する国もあり、状況によっては日本から

の赴任者が受給対象となる場合もあるため、留意が必要です。 
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（個人向けの一時給付金の例） 

国名 対象者 支給額 個人所得税上 

の取り扱い 

日本 基準日（2020 年 4 月 27 日

時点）で住民基本台帳（住

民票）に記録されている者 

一律 10 万円 非課税 

米国 米国居住者または米国で

の 社 会 保 障 番 号 番 号

（Social Security Number: 
SSN）保有者（帰任者除く） 

調整後総所得（AGI）がUS$75,000未満（夫婦

合算申告* US$150,000 未満）の場合大人 1
人 に つ き US$1,200（ 夫 婦 合 算*で
US$2,400 ） 

調整後総所得が上記を超える場合には減額

あり 

*夫婦合算申告で配偶者が納税者番号（ITIN）

を保有している場合は給付対象外 

非課税 

17 歳未満の子供 1 人につき US$500 

シンガポール 21 歳以上のシンガポール

国籍を有する者 
一律 SG$600  非課税 

また、一時給付金と性質は異なりますが、その他にも、従業員へ支給した在宅勤務手当を個人所得税法上非課税

とする（ベルギー）、従業員給与の原資を一定限度額まで雇用主に補填する（シンガポール・ベルギー）等の施策

が公表されています。本感染症の影響の長期化に伴い、今後も各国で新たな政策が打ち出されることが想定され

ます。国際人事におかれましては、情報の集約・現地法人への周知を徹底することが大切です。 

2. 個人向け給付金に関する税務上の論点と留意事項 

前述した個人向け給付金は、いずれも会社からではなく国から個人に対して直接支給されるため、「赴任者の所得

として現地で課税対象となる可能性がある」というポイントがとかく抜けがちです。幸い例として挙げた 3 カ国（日本、

米国、シンガポール）の給付金は、いずれも現地での個人所得税上は非課税となっていますが、必ずしも全ての給

付金が非課税とは限りません。 

そのため、現地政府方針による給付金の支給に際しては、課税・非課税の判定はもとより、課税のタイミング（支給

月の源泉徴収／年次確定申告）まで踏み込んで確認しておく必要があります。また、現地政府支給の給付金はそ

の対象者が多岐にわたるため、赴任者ごとに受給のタイミングが異なることが想定されます。受給のタイミングで

月次源泉徴収の対象とすべき場合、国際人事だけで受給の実態をトラッキングするのは難しく、事前に受給権者で

ある赴任者にコンプライアンス上の義務を説明し、受給した場合には速やかに人事に申告するよう伝えておくこと

が大切です。 

3. 個人向け給付金に関するポリシー上の論点と留意事項 

(1) 赴任者間の公平性の考え方 

国によって本感染症の拡大状況や深刻度が異なるため、各国が打ち出す経済支援策も当然のことながら様々で

す。また、米国の給付金のように、赴任地国の政府の方針に基づき支給される給付金や手当の場合、往々にして

赴任者全員ではなく一部のみに受給資格が発生するのが一般的です。そのため、国際人事としては、公平性やポ

リシーの一貫性の観点から、会社としてどのように対応すべきかの判断が非常に難しくなります。 

同じ国の赴任者間での不公平感 

 家族構成は同じであっても（所得水準、又はその他の基準により）各赴任者の現地での給付金の受給額が異なる

場合、など（例：米国） 

異なる赴任地国の赴任者間での不公平感 

 A 国へ派遣された赴任者は現地の給付金を受給できるが、B 国では給付金の受給対象者は自国民だけという場

合、など（例：米国赴任者とシンガポール赴任者） 
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 C 国では現地会社が赴任者も含めて独自に給付金を支給しているが、D 国の現地会社はそのような対応を行っ

ていない場合、など 

日本にいる従業員との間での不公平感 

 海外赴任中であるために、日本の一時給付金の受給資格がない 

日系企業の中には、従業員間の公平性を担保するために、赴任者に対して 10 万円を会社負担で支給する動きも

見られます。ただし、日本の一時給付金制度は基準日時点で住民基本台帳（住民票）に記録されている者が対象

になるため、住民票を日本に残したままにしている赴任者や、日本への一時帰国にともない住民票を入れなおして

いる場合、赴任者であっても受給資格が発生している可能性があります。会社で独自に給付金を支給する場合は、

対象赴任者が日本で給付金を受け取っていないことの事前確認が必要です。 

なお、会社独自で赴任者に「給付金」を支払った場合、給付金は（本感染症に伴う特別な税優遇措置がない限り）

キャッシュで支払うその他手当や賞与と同様、全額現地で課税になるものと考えられます。このため、赴任者の現

地税額を現地会社が負担している場合、現地会社の費用負担が増加するという点にも留意が必要です。また、現

地での月次源泉徴収義務がある場合、赴任者ペイロールを現地従業員とは別スキームで運用していないと、赴任

者への会社からの給付金支給の事実が現地担当者にも開示されてしまいます。そのため、同じ境遇にいる現地従

業員が不満を持つことも考えられます。 

(2) 赴任先で支給された給付金は誰のモノ？  

日系企業では通常、赴任者の手取給与額を保証し、赴任先で生じる現地での税金は全額会社が負担する、いわ

ゆるネット保証を実施しています。こうした環境下で赴任者が現地の一時給付金の受給者となった場合、当該給付

金は赴任者と会社のどちらに帰属させるべきでしょうか。 

考え方は二通りあります。一つは給付金を赴任先国における租税・社会保障制度を原資とした還付金であるととら

え、租税・社会保険料等の負担者である会社へ帰属させるという考え方です。もう一つは、給付金を本感染症拡大

に伴う国ごとの被害状況に応じた必要な救済措置であり、生活補助的な位置づけとしてとらえ、赴任者へ帰属させ

るという考え方です。どちらの考え方も間違いではないですが、国によって対応が異なってしまうと赴任地国間での

不公平感が生じるため、事前に自社の方針を統一して赴任者及び現地法人の担当者へ伝達しておくことが重要で

す。制度によってはどちらと判断すべきか非常にあいまいで、現場担当者に判断を任せると混乱を招いてしまう場

合があります。 

4. 企業としてどのように対応していくべきか 

本感染症のように、程度の差こそはあれ、赴任地に関わらず全赴任者が何らかの生活上の不便を被っている現況

は、通常の想定を上回る特殊な状況です。このような特殊な状況下では、ある程度の不公平感が存在するのは仕

方のない面もあります。ただし、これらの不公平感を可能な限り緩和していこうという国際人事としての姿勢は大切

です。例えば自社でタックスエコライゼーションポリシーを整備している企業であれば、この枠組みの中で負担関係

や従業員間の公平性を整理していくという方法が考えられます。 

企業独自に支援策を実施する場合、支援の範囲をどこまで拡げるのか（赴任者のみで現地従業員は含めないの

か、帯同家族がいる場合は家族分も支給するのか）や赴任地国で政府から給付金を受け取っている赴任者は対

象外にするのか、といった点について、事前に支援策の目的・方針を赴任者に説明し理解を得ることが重要です。

説明が不十分なまま給付金を支給したのでは、逆に赴任者や現地従業員が抱く不公平感を増大させてしまう予期

せぬ事態も考えられます。 

おわりに 

今回は本感染症に伴う非常時の個人支援策で生じ得る様々な論点に焦点を当てて説明をしました。しかしながら、

つい見落としがちですが、実は同じような論点が通常時の国家主導の労働支援策や教育支援策、少子化対策支

援についても生じています。海外展開が加速する昨今の経済情勢において、こうした諸問題に対応する国際人事

の対応能力の強化が求められます。  
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