
1 

 

 

 

グローバルモビリティ～海外税務～ 
日中社会保障協定が 2019 年 9 月 1 日より正式発効 

はじめに 

2019 年 5 月 16 日、北京にて「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」（以下「協定」と

言う。）に関する外交上の公文の交換が行われました。9 年近くにわたる両国政府間の交渉・調整を経て、協定の効

力発生のための手続きが正式に完了し、協定は、2019 年 9 月 1 日に発効されることとなりました。*1 

日中社会保障協定の発効によって、派遣期間が 5 年以内の派遣者は、派遣元国の年金制度にのみ加入すれば良

いこととなり、両国の年金制度への強制加入に伴う年金保険料の「二重負担」の解消が期待できることとなります。 

1. 協定の主な内容 

(1) 適用対象者 

協定に基づき、派遣先国（中国又は日本）の年金制度への加入義務が免除される適用対象者は、以下の全ての条

件を満たす者となります。 

a. 派遣元国である日本・中国いずれかの年金制度（後述の「適用保険項目」参照のこと）に加入している者、か

つ 

                                                           

1 【参考】日本年金機構ＨＰ https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20131220-02.html  

https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20131220-02.html
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b. 派遣元国である日本・中国いずれかの企業に当該国内で雇用されている（例、日本の企業に日本で雇用され

ている）者、かつ 
c. 当該雇用関係に基づき協定の相手国へ派遣される者 

なお、留意点として、協定上、派遣者の国籍について特に規定がされていないことが挙げられます。これにより、第三

国の国籍を有する者であっても、日本または中国の企業から相手国へ派遣される場合には、派遣先国での年金制度

への加入義務が同様に免除されるものと考えられます。 

(2) 適用項目 

中国側における協定の適用範囲は被用者（派遣者等）の基本老齢保険に限定されています。一方、日本側における

適用項目は厚生年金保険（厚生年金基金を除く）・国民年金（国民年金基金を除く）となっています。年金以外の社会

保険項目については、協定には含まれていません。 

(3) 適用期限 

派遣先国における年金制度への加入義務免除の初回適用期限は 5 年となります。協定発効前に派遣されている場

合は、協定の発効日（2019 年 9 月 1 日）から起算して 5 年が期限となります。なお、協定では派遣期間が 5 年を超え

る場合には、両国の主管官庁または担当機構の同意により、適用期限延長の許可を得て、派遣先国における社会

保険加入義務が継続して免除される可能性についても示唆しています。 

(4) 協定の発効 

2019 年 9 月 1 日より正式に発効されます。発効に先立ち、日中両国がそれぞれ自国の国内実施細則及び申請提出

に関する具体的な取り扱い要綱を公布する可能性もございますので、ご留意ください。 

なお、中国の年金制度の加入免除を受けるには、原則として派遣前に日本の年金事務所又は事務センターにおいて

「適用証明書」の交付を受け、中国の社会保険料徴収機関に提出し、免除手続を行う必要があります。日本年金機

構（年金事務所又は事務センター）によると、本協定発効日の 1カ月前（2019年 8月 1日）から適用証明書の交付申

請が受付開始となる見込みです。但し、以下に該当する方には日本から適用証明書が交付されませんのでご留意く

ださい。 

a. 日本企業と雇用契約がなく、中国国内の企業に直接雇用されている者 
b. 中国で自営業者として就労する者 
c. 日本の年金制度に任意加入している者 

2. 加入免除による費用負担の軽減 

中国における全社会保険項目が協定の適用対象とはされていないものの、基本老齢保険が社会保険制度全体に占

める割合は大きいことから、当保険料の納付免除による日系企業の費用負担の軽減効果は高いものと考えられます。

以下の表では、ご参考までに日本人駐在員が多い中国の都市をいくつか例として取り上げ、社会保険料拠出金計算

の基数の上限を基に、協定発効により軽減可能な年金保険（基本老齢保険）コストの簡易試算を行っています。 

（2019 年 5 月まで人力資源と社会保障部データに基づく／人民元） 

都市 
月次拠出金 

基数上限 

納付比率 

個人*2          企業 
社保コスト軽減（／人 ／月） 

北京 23,565 8% 16% 5,655.60 

 天津*2 16,821 8% 19% 4,541.67 

広州 17,346 8% 14% 3,816.12 

深圳 17,346 8% 13% 3,642.66 

 蘇州*2 21,963 8% 19% 5,930.01 

                                                           

2 派遣手配の場合、派遣地の社会保険の中の個人納付部分は通常企業に負担されるため、この測算では個人納付部分及び企業

納付部分の両方を含めている。また、天津と蘇州では、2019 年分の基数上限は 7 月以降に更新の見込みである。 
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同様に協定の適用によって、中国企業から日本へ派遣する人員のコスト軽減の効果も期待されます（現行の厚生年

金保険料率は雇用主 9.15%、従業員 9.15%）。なお、派遣者が中国居住納税者である場合には、日本への派遣期

間に中国企業が負担した日本の社会保険料については、通常、当該駐在員に係る中国の個人所得税の課税対象と

されます。従って、日本年金保険加入義務の免除は、中国の個人所得税負担の軽減にもつながります。 

3. 企業の対応策 

当社会保障協定のメリットを確実かつ最大限に享受するためには、企業は以下を含む対応策の検討が必要です。 

 中国の年金制度（基本老齢保険）への加入免除を受けるには、原則として派遣前に日本の年金事務所又は事務

センターにおいて「適用証明書」の交付を受け、中国の社会保険料徴収機関に提出する必要があるため、時間に

余裕をもって早めに手続きを開始することをお勧め致します。実務手続き上の不明点がある場合には、必要に応

じて専門家のアドバイスを受けることも重要です。 
 細かい実施細則にはまだ一部不明瞭な点があるため、今後の両国の実施細則の公布に注意が必要です。協定

発効後、速やかにかつ確実に関連手続きやコンプライアンス上の申告義務に対応するため、グループ会社間で

派遣者に係る情報共有を強化し、協定発効前に必要なコンプライアンス管理の枠組みを構築しておくことが重要

です。 
 協定発効により影響を受ける派遣者（インバウンド、アウトバウンド）を特定し、当該派遣者の派遣情報及び現状

での日中両国における社会保険料の納付状況をまずは整理し、現状を把握したうえで協定発効による日中間の

派遣者コストへの影響を試算し、必要に応じた既存のグローバルモビリティスキームの見直し、再構築をお勧めし

ます。 
 協定発効の影響を加味し、必要に応じて福利厚生費等の報酬水準・体系の調整要否について内部で検討を行

い、今後の日中間の派遣計画の事前検討を行うことも大切です。 
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