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グローバルモビリティ～国内税務～ 
コロナ禍での一時退避者が再赴任する際の税務上の留意点 

2021 年 3 月 

はじめに 

新型コロナウイルス（以下、「COVID-19」）の感染状況は先が見通せない状況が続いていますが、国によっては若干落ち着

きが見えてきており、国内に一時退避していた赴任者が再度現地へ赴任する動きもあるようです。一時退避者の税務につい

ては留意すべき点が多々あり、これまでもニュースレターで解説をしております（文末の「※ご参考：過去に発行した関連記事」

よりご確認いただけます）が、本稿では、コロナ禍による一時退避者が再赴任する場合に、税務上で留意すべき点について

FAQ 形式で解説します。 

＜前提＞ 

・ 海外赴任者の A 氏は、COVID-19 感染拡大の影響で昨年 5 月に日本に一時退避し、日本において現地法人の業

務を行ってきました。 

・ この間の給与は現地法人が支払っています（役員給与ではない）。 

・ 感染状況をみて、本年早めに現地における勤務を再開することを検討しています。 
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1. A 氏は居住者か非居住者か 

Q1  A氏は 183 日を超えて日本に滞在していますが、日本で居住者として課税されることはないでしょうか？また、居住

者とされる場合には、いつから居住者として課税されるでしょうか？ 

 

A1  COVID-19 による一時退避期間中も原則的に非居住者として扱われますが、その期間が 1 年以上になるとその日

から居住者と扱われます。 

【解説】 

居住者とは、国内に住所（生活の本拠地）を有する者又は居所（生活の本拠地という程度にはいたらないものの、個人

が相当期間継続して居住する場所）を継続して 1 年以上有する者をいい、COVID-19 による退避が感染収束までの一時

的なものである限り、一時退避により生活の本拠地を日本に移したとは考えられないため、退避後も原則的には非居住者と

扱われます。 

しかし、一時退避を行っている期間に居住している場所は、生活の本拠地とは言えないものの、居所には該当すると考えられ

るため、退避から 1 年が経過するとその日から居住者として扱われます。 

また、例えば、感染の収束が見込めないため、一時退避期間中に赴任の解除が行われるような場合には、その日から生活の

本拠地が日本に移ったものとして居住者として扱われます。 

2. 非居住者期間の所得に関する申告義務等 

Q2 非居住者として日本で働いていた期間の給与は国外で支払われており、源泉徴収の対象となっていませんが、確定

申告を行う必要がありますか？また、確定申告を行う必要がある場合、納税管理人を定めて、その納税管理人を通

じて申告書を提出する必要がありますか？ 

A2 個人が確定申告書を提出することになりますが、租税条約が規定する短期滞在者免税に該当する場合には課税が

免除されます。なお、各租税条約が規定する要件の違いに注意する必要があります。また、一時退避期間の申告書

は、対象者が日本滞在中は納税管理人を定める必要はなく、対象者本人が提出します。 

【解説】 

国内の勤務期間に対応する給与は国内源泉所得に該当し、国内法上非居住者であっても課税対象となります。その支払

いが国外で支払われるなど源泉徴収の対象とならない場合には、個人が所得税法 172 条に規定されている準確定申告書

を提出することになりますが、日本が締結している多くの租税条約には、短期滞在者免税と呼ばれる規定があり、以下のいず

れの要件にも該当する場合には滞在地（この場合、日本）における給与課税が免税されます。 

① 非居住者としての滞在期間が 183 日を超えないこと 

※ この要件は、「その課税年度に開始又は終了するどの連続する 12 か月の期間においても 183 日を超えない」とする条

約や「その課税年度において 183 日を超えない」とする条約などがあります。 

② その給与が滞在地国の雇用主等から支払われないこと 

③ その給与が滞在地国にある恒久的施設に負担されるものではないこと 

A 氏の昨年の日本滞在期間は 183 日を超えていますので、昨年の給与については短期滞在者免税の①の要件を満たさず、

日本において課税対象となります。一方、今年の給与については、租税条約が規定する短期滞在者免税の滞在期間の要

件が、「その課税年度において 183 日を超えないこと」とするものである場合には、例えば３月に再赴任する場合には、①～

③のいずれの要件も満たし免税とされるのに対して、短期滞在者免税の滞在期間の要件が、「その課税年度に開始又は終

了するどの連続する 12 か月の期間においても 183 日を超えない」とするものである場合には、①の要件を満たさず免税とはな

りません。 

このように租税条約の短期滞在者免税がどのように規定されているかにより、赴任する年の課税関係が異なることになるので、

留意が必要です。 

【ご参考】 

・ 「その課税年度（暦年）に開始又は終了するどの連続する 12 か月の期間においても 183 日を超えない」ことを要件と

する主な条約相手国：アメリカ、イギリス、オーストラリア、スペイン、ドイツ、ニュージーランド、フランス 

・ 「その課税年度において 183 日を超えない」ことを要件とする主な条約相手国： 

アイルランド、イスラエル、イタリア、インドネシア、エジプト、カナダ、シンガポール、中国 

・ この他、インド条約では、その年及びその前年で滞在日数が 183 日を超えないことを要件とし、タイ条約ではその年にお

いて 180 日を超えないことを要件としています 
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また、納税管理人は、個人が国内に住所及び居所を有しないこととなる場合などに定める（国税通則法 117）とされており、

一時退避者は国内に住所（生活の本拠地）を有しないものの、居所は有していると考えられるため、その場合には納税管

理人を定める必要はなく、A 氏本人が申告書を提出することになります。 

3. 申告書の提出期限等 

Q3 所得税法 172 条の準確定申告書の提出期限は、通常の確定申告書と同じでしょうか？ 

A3 所得税法 172 条の準確定申告書の提出期限は翌年 3 月 15 日までとされていますが、その前に国内に居所を有しな

いこととなる場合には、その居所を有しないこととなる日（以下「居所がなくなる日」）までに申告書を提出しなければな

りません。 

【解説】 

非居住者が提出する所得税法 172 条の準確定申告書の提出期限は翌年 3 月 15 日までとされており、居住者の申告書

提出期限と同じですが、コロナ禍による一時退避者が再度赴任する場合のように国内に居所を有しないこととなる場合には、

その居所がなくなる日までに申告書を提出すべきこととされています。 

なお、2020 年分の確定申告書の提出期限が 4 月 15 日まで一律に延長されましたが、居住者が出国する場合に提出する

準確定申告書の提出期限はこの延長の対象から除外されており、非居住者が居所を有しないこととなる場合の申告期限も

延長の対象にならないと考えられますので、この点にも留意する必要があります。 

Q4 日本滞在期間が１年以上となり、居住者として課税されることになった場合には、非居住者期間の申告書はいつ提

出することになるのでしょうか。 

A4 非居住者であった個人が年の中途で居住者となった場合には、非居住者期間の申告と非居住者期間の申告を併せ

て行うことになります。一旦居住者となった後に再度現地に赴任し国内に居所を有しないこととなる場合には、申告書の

提出期限は、その居所がなくなる日となりますが、納税管理人の届出書を提出して居所を有しないこととなる場合には、

申告期限は翌年 3 月 15 日となります。 

【解説】 

年の中途で非居住者が居住者となった場合の申告は、非居住者期間の分離課税の税額と居住者期間の税額を合算して

申告する（所令 258）こととされており、その居住者が出国（納税管理人の届出をしないで、国内に住所、居所を有しない

こととなること）する場合には、その居所がなくなる日が申告期限になりますが、非居住者が居所を有しないこととなる場合と

異なり、いったん居住者となった個人が納税管理人の届出を提出して居所を有しないこととなる場合には、翌年 3 月 15 日ま

で申告期限が延長されることになります。この点が、非居住者の居所を有しないこととなる場合と異なるので留意が必要です。 

おわりに 

以上のとおり、一時退避者が再度現地に赴任する際の税務手続きは、通常の手続きとは異なる点があるので、ご不明の点

についてはお気軽にお問い合わせください。 

 

 

※ご参考：過去に発行した関連記事 

新型コロナウイルスによる非常事態下の国際人事異動：税務上の取扱い FAQ 

コロナ禍におけるモビリティコストの削減策：税務上の取扱い FAQ 

新型コロナウイルスによる一時退避者の給与計算の実務 FAQ 

確定申告時に改めて確認：コロナ禍における海外赴任者の税務上の取扱い 

 

 

※過去のニュースレター一覧はこちら 人事・組織 ニュースレター Initiative 

 国際人事税務関連記事はこちら グローバルモビリティニュースレター 

 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-global-workforce-may2020.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-international-tax-Aug2020.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-jp-tax-dec2020.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-international-tax-feb2021.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/ges-newsletter.html
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