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閣僚声明—2020 年 8 月
非常時における臨時措置

平素より大変お世話になっております。デロイトシンガポールのタッ
クス・リーガルチームよりご挨拶申し上げます。また皆様方の安全と
健康をお祈り申し上げます。この困難な時期を乗り切るにあたり、私
どもは引き続きお客様へサポートを提供して参ります。
下記ニュースを共有させて頂きますのでご参照下さい。
閣僚声明—2020 年 8 月
2020 年 8 月 17 日、ヘン・スウィー・キート副首相兼財務大臣は、非
常時予算発表の約 3 か月後となるこの日に閣僚声明を発表しました。
閣僚声明は、政府がこの COVID-19 のパンデミックの間、どのように
して労働者と企業に対する支援を継続するかについて述べています。
これは、既存の制度又は措置のいくつか、特に雇用支援制度 (JSS) が
間もなく終了することを考慮したものです。
本声明では、労働者への継続的支援と雇用創出、最も打撃を受けた部
門の中核的能力の維持、COVID-19 後の世界におけるシンガポール経済
の変革の 3 つの主要分野が特定されました。
これらは、様々な措置の導入及び拡大を通じて対処される予定であ
り、主な施策の一つがジョブ・サポート・スキーム（JSS）です。

JSS の延長及び調整
JSS はサポートの度合を縮小しながらも、最長 7 か月延長され、2021
年 3 月までの賃金までカバーされることとなります。どの程度のサポ
ートが施されるかは、様々なセクターの回復予測に基づき調整されま
す。JSS は、統一予算で初めて導入されて以来、ほとんどの企業に対
して合計 17 カ月間の賃金支援を提供します。
JSS に対する調整は次のとおりです。
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Tier 1: 航空・航空宇宙分野、観光、ホスピタリティ、コンベンショ
ン、展示会。建設環境部門は、Tier 1 JSS 支援を 2020 年 6 月から
2020 年 10 月の賃金のみについて受領。
Tier 2: 建設環境部門(Tier 1 以外の期間)、食品サービス、小売、芸術お
よび娯楽、陸上輸送、海上およびオフショア。
Tier 3: その他のすべてのセクター。JSS の一部の Tier 3 セクター(すな
わち、金融サービス、情報通信技術 (ICT) 、メディア、生物医学、精密
工学、電子工学、郵便および宅配便、オンライン小売、ならびにスー
パーマーケットおよびコンビニエンスストア)に対する支援は、2020 年
12 月をもって終了。

段階的再開期間中にオンサイト作業の再開が認められない事業主に対
しては、2021 年 3 月又はオンサイト作業の再開が認められるまでのい
ずれか早い時期までに支給される賃金について Tier 1 JSS 支援金が支
給されます。
雇用拡大インセンティブ (JGI) の導入
また、生物医学、金融サービス、ICT、公共医療、介護等の成長分野に
おける雇用を支援するため、JGI の立ち上げが発表されました。JGI
は、特に熟練労働者に焦点を当て、ローカル労働者のための新たな雇
用を創出する政府の取組を支援することを目的としています。
この 10 億シンガポールドルのプログラムは、企業が今後半年間で現地
従業員の数を増やすことを支援します。JGI の下では、政府は上限付き
で新規雇用者の給与の最高 25%を一年間共同で支払います。40 歳以上
については、企業への支援は最大 50％となります。
人材省は 8 月後半に詳細を明らかにする予定です。
その他、COVID-19 支援金の延長、労働者特別給付金の支給対象の拡大
等を行っています。
なお、本臨時措置に関する詳細につきましては、以下を参照くださ
い。
https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/AugustStatement
デロイトシンガポールの見解
シンガポールが第 2 段階に移行してから 2 ヶ月が過ぎました。以来、
事業は徐々に開放され、必要な安全距離措置が実施されています。し
かし、景気の明るい兆しは見えても、回復のペースは業種によって異
なります。
大臣は、これらの措置に対する支持水準を永久的に維持することはで
きないと非常時予算で言及しました。それにもかかわらず、政府は、
この COVID-19 情勢がまだ長期間継続する可能性があることを認識し
ており、今回の発表において、的を絞ったアプローチを採用していま
す。
JSS の規模は縮小されているものの、企業は JSS の延長を歓迎すると
思われます。JSS の支援期間を 7 カ月延長することで、存続可能な企
業にとってはいくらかの余裕ができ、この不確実な時期に計画を立て
て適応し、再建するまでのリードタイムが長くなると考えられます。
JGI はまた、ローカル労働者、特に熟練労働者に的を絞った支援を提供

する興味深いスキームとなっています。この計画の詳細が切に待たれ
ます。
2020 年の第 3 四半期に入り 2020 年の２月に Unity Budget が発表され
てから半年が経ちました。この先の道は不確実性と挑戦に満ちてお
り、多くの企業がビジネスモデルを再考・変革し、新たな機会への転
換を余儀なくされています。大臣が閉会の辞に倣って、「この先は大
変ですが、一人で歩くことはありません。」と述べたことをここに改
めて記しておきたいと思います。

連絡先
上記またはその他の詳細については、以下に記載されている連絡先また
はシンガポールのタックス・リーガルチームのメンバーまでお問い合わ
せください。
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