シンガポール、新型コロナウイルス（Covid-19)関連の経済対策および事業者支援
１．新型コロナウイルスに伴う法人支援一覧
分野

経営コスト支援

規則・ガイドライン・
支援スキーム名

管轄省・庁

概要

支援対象

労働者の雇用維持を目的とした月給25～75％分の補助。対象期間をこれま
での9カ月間から10カ月間に延長、6月2日からの職場再開第1段階目で、営 中央積立基金（CPF)を負担する国
業を再開できない業種の雇用主に対する最長8月まで月給の75％分補助な 民(永住権含む）の雇用者
ど

財務省（MOF)、国税庁
(IRAS)

雇用サポート・スキーム
「Job Support Scheme (JSS)」 (5月26
日内容拡充）

人材省（MOM)

ワーク・パミット（WP）とSパスの外国人雇
Sパスの外国人雇用税の免除期間の延長（2カ月間、6月100％、7月
用税の免除とリベート（払い戻し） （5月
50％）と、雇用するWP・Sパス保有者人数分の払い戻し（6月750Sド
26日内容拡充）

リンク
https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/Bus
inesses/Jobs-Support-Scheme--JSS-/

6月2日からの職場再開第1段階目で、営業を再開できない業種のWP・

経営コスト支援

WP・Sパスの外国人雇用主

https://form.gov.sg/#!/5e96c3c90809d70011
1b8a61

ル、7月375Sドル）

経営コスト支援

人材省（MOM)、貿易産
業省（MTI)

建設、造船、プロセスセクター向け、ワー 建設、造船、プロセスセクターのWP・Sパスの外国人雇用税の払い戻
建設、造船、プロセスセクターの
ク・パミット（WP）とSパスの外国人雇用税 し（WP・Sパス保持者1人当たり毎月90＄ドル、2020年8月から2021年
WP・Sパスの外国人雇用主
の免除とリベート（払い戻し）
12月まで）

https://www.mti.gov.sg//media/MTI/Newsroom/PressReleases/2020/06/PR-Foreign-Worker-LevyRebates-Extended-final---27-Jun.pdf

経営コスト支援

財務省（MOF)

非居住不動産物件への不動産税リベート（払 非居住不動産物件への不動産税のリベート〔2020年1月1日～12月31
い戻し）
日〕

https://www.iras.gov.sg/irashome/Property/Pr
operty-owners/Working-out-yourtaxes/Property-Tax-Reliefs/

経営コスト支援

財務省（MOF)

2019年度の申告年間売上高が1億S
非居住不動産物件に入居する中小企業への家賃助成（小売店舗など
https://www.iras.gov.sg/irashome/Schemes/
非居住不動産物件への中小企業向け家賃
ドル以下で、2020年3月25日以前に
の商業施設は家賃の0.8か月分、その他オフィス用など施設は0.64か
Property/Government-cash-grant-補助
入居していること（不動産所有者
月分）
announced-in-Fortitude-Budget-/
を通じて支給）

経営コスト支援

国税庁（IRAS)

法人税の納付猶予

融資

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

法人金融スキーム（Enterprise
融資の最大上限を1000万Sドルに引き上げ、政府保障を9割へ引き上
Financing Scheme, EFS)に基づく貿易関
げ 〔2020年4月8日～2021年3月31日〕
連融資（Trade Loan)スキームの拡充

融資

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

法人金融スキーム（Enterprise
Financing Scheme, EFS) に基づく中小
企業向け運転資金融資（SME Working
Capital)スキームの拡充

シンガポール登記で30％が地場資
融資の最大上限を100万Sドルに引き上げ、政府保障を9割へ引き上げ
本の中小企業（売上が1億Sドル以
〔2020年4月8日～2021年3月31日〕
下、または従業員200人以下）

https://www.enterprisesg.gov.sg/financialassistance/loans-and-insurance/loans-andinsurance/enterprise-financing-scheme/smeworking-capital/overview

融資

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

融資保険スキーム（LIS)の政府補助拡充

保険料の政府補助を8割に引き上げ
〔2021年3月31日まで〕

シンガポール登記で30％が地場資
本の中小企業（売上が1億Sドル以
下、または従業員200人以下）

https://www.enterprisesg.gov.sg/financialassistance/loans-and-insurance/loans-andinsurance/loan-insurance-scheme

融資

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

一時つなぎ融資プログラム（Temporary
Bridging Loan Programme)

最大500万Sドルをつなぎ融資、政府保障を9割へ引き上げ 〔2020年 シンガポール登記で30％が地場資
4月8日～2021年3月31日〕
本

https://www.enterprisesg.gov.sg/financialassistance/loans-and-insurance/loans-andinsurance/temporary-bridging-loanprogramme/overview

Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved. 

2020年4～6月に納付を予定している法人税の納付を
3カ月延期

不動産所有者

シンガポール登記企業

https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/
Companies/Paying-Corporate-IncomeTax/Paying-Corporate-Income-Taxes/

シンガポール登記で30％が地場資
本、該当企業とその大株主(50％以
上)の合計売上が5億Sドル未満

https://www.enterprisesg.gov.sg/financialassistance/loans-and-insurance/loans-andinsurance/enterprise-financing-scheme/tradeloan/overview
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経営コスト支援

情報通信メディア開発
中小企業が指定通信会社が提供するラップトップ・パソコンと通信
シンガポール登記で30％が地場資
庁（IMDA)、エンタープ 中小企業向けテレワーク・ソリューショ サービス等のパッケージを導入した場合のコストの最大8割を、「生
本の中小企業（売上が1億Sドル以
ライズ・シンガポール ン導入支援拡充
産性ソリューション補助金（Productivity Solutions Grant
下、または従業員200人以下）
（ESG)
(PSG)」で助成。〔2020年12月31日まで〕

https://www.enterprisesg.gov.sg/mediacentre/media-releases/2020/april/moresubsidised-solutions-to-support-workingfrom-home-for-businesses
https://www.smeportal.sg/content/techdepot/en/psg/generic-it-solutioncategory/remote-working-onlinecollaboration-tool.html

経営コスト支援

環境庁（NEA)、エン
タープライズ・シンガ
ポール（ESG)、シンガ
ポール観光庁（STB)

新型コロナウイルス感染が確認された施 新型コロナウイルス感染者が確認された施設を、第3者専門清掃会社
設を、第3者専門清掃会社を使って清
を使用して清掃、消毒するコストを50％補助（上限3,000Sドル、観 住宅、商業物件の保有者
掃、消毒するコストの補助
光関連施設は上限2万Sドル）〔2020年4月1日～12月31日〕

https://www.enterprisesg.gov.sg/mediacentre/media-releases/2020/april/supportfor-businesses-and-individuals-to-defraythird-party-professional-cleaning-anddisinfection-costs-for-premises-withconfirmed-covid-19-cases

経営コスト支援

環境庁（NEA)

施設の清潔さを認定する「SGクリーン」
「SGクリーン」マークの登録料の免除〔2020～21年〕
マークの認定料の免除

https://www.sgclean.gov.sg/join/forowners/how-to-be-certified/

経営コスト支援

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

イノベーションや生産性向上と、M&A、テストベッドなど市場拡大に
法人開発補助金（Enterprise
必要なコストを支援する「法人開発補助金（EDG)」スキームに基づ
シンガポール登記企業で地場資本
Development Grant)スキームに基づく補 く政府負担を8割に引き上げ。特に、新型コロナウイルスの打撃を受
が3割
助拡大
けている企業に対しては、政府負担を9割に引き上げ。
〔2020年4月1日～12月31日〕

https://www.enterprisesg.gov.sg/financialassistance/grants/for-localcompanies/enterprise-developmentgrant/overview

経営コスト支援

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

生産性ソリューション補助金（PSG)ス
キームに基づく補助拡大

中小企業向けの生産性向上に資するテック系ソリューション導入コ シンガポール登記で30％が地場資
スト支援の政府負担率の8割への引き上げ。〔2020年4月1日～12月31 本の中小企業（売上が1億Sドル以
日〕
下、または従業員200人以下）

https://www.enterprisesg.gov.sg/financialassistance/grants/for-localcompanies/productivity-solutions-grant

経営コスト支援

ヘルスケア・教育分野の中小企業向けのテック系ソリューション導
情報通信メディア開発
ヘルスケア・教育分野の中小企業向け生 入コスト支援（SMEs Go Digitalプログラム）の政府負担率の8割へ
庁（IMDA)、エンタープ
産性ソリューション補助金（PSG)スキー の引き上げ。ヘルスケアはテレコンサルテーション、教育向けは学
ライズ・シンガポール
ムに基づく補助拡充（5月15日）
習管理システムのそれぞれの導入コストを支援。〔2020年4月1日～
（ESG)
12月31日〕

人材育成支援

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

飲食部門向け支援

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

スキルズフューチャー・エンタープライ
人材育成、企業変革のためのコスト支援のための1万Sドルのクレ
ズ・クレジット（SkillsFuture
ジット支給
Enterprise Credit, SFEC)

フードデリバリー支援パッケージ

・フードデリバリー・アプリ3社（Deliveroo, Foodpanda,
Grabfood)のコミッション料5％を支援
・配送会社（Lalamove、Zeek)の配送料の20％を支援〔4月7日～5月4
日〕

商業、飲食、宿泊、観光施設、展
示会場の保有、運営会社

シンガポール登記で30％が地場資
本のヘルスケア・教育分野の中小
企業（売上が1億Sドル以下、また
は従業員200人以下）

人材開発税（Skills Development
Levy)を750Sドル納付実績があり、 https://www.enterprisesg.gov.sg/financialassistance/grants/for-local3人以上の国民(永住権者含む）を companies/skillsfuture-enterprise-credit
雇用

シンガポール登記で30％が地場資
本。LalamoveとZeekについては、
シンガポール食品庁（SFA)のライ
センス取得の飲食事業者

アマゾン、ラザダ、Qoo10、ショッピーとの提携による電子商取引導
入コストの最大9割支援(上限9,000Sドル、6ヵ月）
小売り部門向け支援

エンタープライズ・シ
ンガポール（ESG)

中小企業向け電子商取引導入パッケージ
（E-commerce Booster Package）5月6日
拡充
各企業の事業のデジタル化のための分析、計画策定、マーケティン
グに資するアドバイザリーサービス費用（コストの90％補助）と人
件費の支援（9月30日まで申請可能）

Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved. 

https://www.enterprisesg.gov.sg/mediacentre/media-releases/2020/may2020/healthcare-and-education-smes-toreceive-more-support-for-digitalisation

https://www.enterprisesg.gov.sg/industries/t
ype/food-services/food-delivery-boosterpackage

https://www.enterprisesg.gov.sg/industries/t
ype/retail/e-commerce-booster-package

シンガポール登記で30％が地場資
本の中小企業（売上が1億Sドル以
下、または従業員200人以下）

https://www.enterprisesg.gov.sg/mediacentre/media-releases/2020/may2020/enterprise-singapore-expands-ecommerce-booster-package
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観光部門向け支援

シンガポール観光局
（STB)

観光商品開発ファンド（Tourism
Product Development Fund)

新規観光商品の開発、および既存の観光商品の刷新のコスト助成

シンガポール登記の企業、団体

https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/assist
ance-and-licensing/grants-overview/tourismproduct-development-fund-tpdf.html

観光部門向け支援

シンガポール観光局
（STB)

マーケティング協業プログラム
（Marketing Partnership Programme)

マーケティング費用の一部をサポート（ホテル、観光施設、インバ
ウンド旅行事業者、MICE主催者、MICE施設向け）

シンガポール国内の各関連事業者

https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/ass
istance-and-licensing/MPP.html

観光部門向け支援

シンガポール観光局
（STB)

制作、メディア、観光、デジタル
シンガポールストーリーコンテンツ基金 コンテンツクリエーター向けの、シンガポールを題材としたショー マーケティング、インフルエン
（SG Stories Content Fund）
トビデオの作成費用の補助（上限15万Sドル。コストの90％を負担） サーマーケティングなどのコンテ
ンツクリエーター

観光部門向け支援

シンガポール観光局
（STB)

旅行代理店の最低保有財務要件の一時的 旅行代理店の最低保有財務要件を一時的最大90％緩和〔4月8日～12
緩和
月31日〕

STBの旅行代理店ライセンス取得企 https://sso.agc.gov.sg/SL-Supp/S257業
2020/Published/20200409?DocDate=20200409

https://www.mas.gov.sg/MAS監督下の金融機関、シンガポー /media/MAS/News/Mediaル・フィンテック協会（SFA)認定 Releases/2020/ANNEX-A---ENHANCEMENTS-TOのフィンテック企業
SCHEMES-FOR-THE-FINANCIAL-SECTORWORKFORCE.pdf

https://www.mas.gov.sg/MAS監督下の金融機関、シンガポー /media/MAS/News/Mediaル・フィンテック協会（SFA)認定 Releases/2020/ANNEX-A---ENHANCEMENTS-TOのフィンテック企業
SCHEMES-FOR-THE-FINANCIAL-SECTORWORKFORCE.pdf

https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/assist
ance-and-licensing/sg-stories-contentfund.html

シンガポール通貨金融
庁（MAS)

トレーニング手当給付（Training
Allowance Grant, TAG)

銀行・金融研究所（Institute of Banking and Finance、IBF)が認
定した従業員（PR含む国民）のコース受講費を法人が負担する場
合、従業員1人当たり１時間15Sドルを補助〔4月8日～12月31日〕

シンガポール通貨金融
庁（MAS)

銀行・金融研究所（Institute of
Banking and Finance、IBF)認定コース
の受講料補助

銀行・金融研究所（Institute of Banking and Finance、IBF)認定
のコース受講料を90％助成
〔4月8日～12月31日〕

シンガポール通貨金融
庁（MAS)

MAS監督下の金融機関、シンガポー
ル・フィンテック協会（SFA)認定
ファイナンス・アソシエイト・マネジメ 新卒者の育成支援。4月8日以降の申請で、2020年から2021年に採用
https://www.mas.gov.sg/schemes-andのフィンテック企業が採用した、
ント・スキーム（Finance Associate
される者については、給与補助が従来の2倍の月額2,000Sドルに引き
initiatives/finance-associate-management新卒1年以内、又は異業種から転職
Management Scheme 、FAMS）の拡充
上げ。
scheme-fams
のシンガポール国民（永住者含
む）

金融部門向け支援

シンガポール通貨金融
庁（MAS)

デジタル化促進基金（Digital
Acceleration Grant 、DAG ）

シンガポールに拠点を置く従業員
デジタル化ツールの導入費用のサポート（上限12万ドル、経費の
が200名以下の金融機関、および従
80％）、小規模金融機関、最低3企業のデジタルによる連携のための
https://www.mas.gov.sg/development/fintec
業員200名以下のシンガポール・
費用サポート（上限10万Sドル、経費の80％）。〔80％の補助は2021
h/digital-acceleration-grant
フィンテック協会（SFA)認定の
年12月31日まで、70％補助は2022年1月1日までの申請〕
フィンテック企業

金融部門向け支援

シンガポール通貨金融
庁（MAS)

金融機関とフィンテックが協業できるマーケットプレイス「APIXエ
APIエクスチェンジ（APIX)のアクセス料
クスチェンジ（APIX)」のアクセス料、フィンテック企業を対象に
6ヵ月免除
6ヵ月間免除

シンガポール拠点のフィンテック
企業

シンガポール銀行協会
（ABS)

ペイナウに新規登録の中小企業に25Sドルを給付（4月9日より7月31
日まで、上限2万社）。
ペイナウ（PayNow、電話番号による送金
その後、指定期間内にペイナウで10回の送金を行った企業に対し、
サービス）利用による中小企業向け支援
最大50Sドルを給付〔第1期4月9日～5月31日、第2期6月1日～7月31
日〕

https://www.abs.org.sg/docs/library/carry
ペイナウ指定の9金融機関に口座を
-on-with-paynow---abs-press持つ中小企業
release_v2.pdf

金融部門向け支援

金融部門向け支援

金融部門向け支援

経営コスト支援

Copyright (C) 2020 JETRO. All rights reserved. 

https://www.mas.gov.sg/news/mediareleases/2020/mas-launches-package-forfis-and-fintech-firms-to-strengthen-longterm-capabilities

3

海運部門向け支援

シンガポール海事港湾
庁（MPA）

海運産業向け支援パッケージ
（MaritimeSG Together Package）

貨物船の入港税の30％免除〔5月1日～12月31日〕

https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/po
寄港が5日以下の外航貨物・非旅客 rt-of-singapore/circulars-and輸送船
notices/detail/6691fd62-a1c7-4c59-aa95df2c2d6ec8ec

シンガポール国民（永住者含む）
インターンシップ手当の補助（50％上限、1人当たり月額500ドル、5
をインターンとして採用する海事
月1日～12月31日）
会社
海運部門向け支援

建設部門向け
支援

金融部門向け支援

経営コスト支援

経営コスト支援

シンガポール海事港湾
庁（MPA）

国家開発省（MND)

海事クラスター基金プログラム
（Maritime Cluster Fund programmes）
の拡充
人材育成やデジタル化の取り組みへの助成比率をプロジェクトコス
トの最大90％まで引き上げ
〔5月1日～12月31日〕

https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/ma
MCF事務局に適格プログラムと認定 ritime-companies/setting-up-inを受けた事業者
singapore/developing-manpower/maritimecluster-fund-mcf

住宅、商業施設、工業施設の建設プロ
ジェクト期間の延長・猶予

住宅、商業施設の完成期限及び、住宅開発プロジェクト（着工・完
成・販売期限）、外資系事業者の住宅開発プロジェクト（完成・販
売期限）の6カ月間の延長を認可

商業・工業用途の国有地、シンガ
ポール土地開発公社（SLA)により
直接譲渡、リースの更新がなされ
た開発プロジェクト

ビジネス持続助成金
（Business Sustenance Grant、BSG)

シンガポールで登記し、3カ月以上
事業活動を行っているフィンテッ
フィンテック分野の企業の従業員の給与や賃貸料の運転資金の支
https://www.mas.gov.sg/news/mediaク企業。同国で少なくとも2つ以上
援。1社あたり最大20,000Sドルまで。給与補助は従業員1人あたり月
releases/2020/new-grant-scheme-toの主要活動があり、シンガポー
額最大2,000Sドル、6カ月間。5月18日～2021年12月31日）
support-singapore-fintech-firms
ル・フィンテック協会(SFA)の会員
であり、認定を受けていること。

ビジネス拡大助成金
（Business Growth Grant、BGG)

API Exchange (APIX) プラットフォームでの金融機関との概念実証
（POC)への支援（初回は4万Sドル、2回目以降は1万Sドルで、共に経
費の70％。1社あたり最大8万Sどるが上限、5月18日～2021年12月31 シンガポールで登記し、3カ月以上
日）
事業活動を行っているフィンテッ
ク企業。同国で少なくとも2つ以上 https://singaporefintech.org/mas-sfaの主要活動があり、シンガポー
amtd/
ル・フィンテック協会(SFA)の会員
であり、認定を受けていること。
シンガポール国民（永住者含む）のインターンシップ費用の補助
（費用の100％補助、1人当たり1,000SGD。従業員30人を超える場合1
社あたり最大2万Sドル、30人以下は10,000SGDが上限）

シンガポール通貨金融
庁（MAS) 〔シンガ
ポールフィンテック協
会（SFA)、AMTDグルー
プ、AMTD基金〕

人材省（MOM)

ワークフォース・シン
ガポール（Workforce
Singapore）

https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/me
dia-centre/news-releases/detail/f725abc5883c-4fbd-a778-59f1fd0120bf

サーキットブレーカー（CB）期間前に、対象国からの入国により自
サーキットブレーカー期間外の従業員の 宅待機（LOA)または自宅待機措置（SHN)となった従業員給与の補助
休業補償措置
（1人当たり1日100Sドル、終了日から90日以内に申請、CB期間内に
申請期限となる場合は7月1日まで延長）

シンガポールで登記された企業
（個人事業主含む）

中途採用者向け雇用・研修費用助成金
新卒・第二新卒者を対象とした、新規雇用に係る給与・研修費用の
（SGUnited Mid-Career Traineeships） 負担制度を、中途採用者向けにも適用範囲を拡大

シンガポールで登記された企業で
対象となる従業員は12カ月間雇用
する必要があり、研修内容・計画
については承認が必要
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経営コスト支援

経営コスト支援

情報通信メディア開発
庁（IMDA)

建築・建設庁（BCA)

https://www.imda.gov.sg/programmelisting/smes-go-digital/DigitalResilienceBonus#:~:text=The%20Digital%20Resilience%
20Bonus%20(DRB,the%20reopening%20of%20the
%20economy.

デジタル・レジリエンス・ボーナス
（Digital Resilience Bonus）

2020年5月26日時点で、飲食・小売
飲食、小売店向けのデジタル化ソリューション導入における段階別 り分野のSSIC認定・個別企業登録
での助成金（カテゴリーは3段階、3段階すべて達成した場合、最大1 番号（UEN)を持ち、PayNow企業ア
万Sドル）
カウント、Peppolの電子インボイ
スのアカウントがある事業者

建設工事再開補助（Construction
Restart Booster）

https://www1.bca.gov.sg/about-us/newsCOVID-Safe Worksiteの要件（追加のポータブルトイレ、PPE、マス 6月27日現在、プロジェクト番号が and-publications/mediaク、バリケードなど）に準拠するための追加の資材/機器の調達のコ BCAに登録されている進行中の建設 releases/2020/06/27/$1.36b-constructionスト支援。詳細は後日、BCAが発表予定。
プロジェクト
support-package-to-help-firms-resumework-quickly-and-safely

建設プロジェクトの再開に必要とされるSMOの給与を50％補助（月額
賃金4,600Sドルまでを想定、2020年9月から2021年2月まで。SMOは講
建設プロジェクトの請負業者
習を完了したシンガポール国民又は永住権者）詳細は後日、BCAが発
表予定。

https://www1.bca.gov.sg/docs/defaultsource/bca-restart/annex-a-constructionsupport-package.pdf

経営コスト支援

建築・建設庁（BCA)

安全管理責任者（SMO）の給与補助

経営コスト支援

建築・建設庁（BCA)

2020年6月1日以前に締結された公共部門の建設契約と入札の延長費
工期が延長となった公共建設プロジェク
用（請負業者・下請業者によるプラントおよび機器のレンタル、そ
トのコスト補助
の他諸費用）の補助（延長費用の50％、契約額の1.8％が上限）

建築・建設庁（BCA)

事業を未再開の公共建設プロジェクトに対し、前払い金として、無
工事の再開要件を満たし、工事再
公共部門の建設プロジェクトの前払い金 償で過去3カ月の月額平均費用の50％を補助（各前金については契約
開の承認を待つ公共建設プロジェ
の適用拡大
額の2.5％または500万Sドルの低い方を上限、累計で契約額の5％ま
クトの元請業者
たは1,000万Sドルの低い方を上限）。1次下請け分も含められる。

建築・建設庁（BCA)

https://www1.bca.gov.sg/about-us/newsand-publications/media新型コロナウイルス検査（スワッブテス 建設分野のワーク・パミット（WP）とSパス労働者へのスワッブテス 建設分野のWP・Sパスの外国人雇用
releases/2020/06/27/$1.36b-constructionト）コストの政府負担の期間延長
トの政府負担期間の延長（2021年3月31日まで）
主
support-package-to-help-firms-resumework-quickly-and-safely

経営コスト支援

経営コスト支援

公共建設プロジェクトの元請業者

https://www1.bca.gov.sg/docs/defaultsource/bca-restart/circular-on-cosharing-of-prolongation-costs.pdf

https://www1.bca.gov.sg/docs/defaultsource/bca-restart/circular-on-advancepayment-for-public-sector-constructioncontracts-to-facilitate-restart.pdf

2. 新型コロナウイルス臨時法〔COVID-19 (Temporary Measures) Act、 注〕
法

法律の主なポイント

参考リンク

契約不履行に対する一時的な救済措置、および倒産、破産の一時 https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/2020-04-20-covid-19-temporary-measures-act-provisions-relating-to-temporary-reliefs-to-commence-on-20april-2020
的猶予（4月20日から施行）
対人距離規制下における株主総会開催に関する一時的措置
新型コロナウイルス
臨時法
非居住不動産物件への不動産税リベートのテナントへの還元

感染防止を目的とした移動規制、集会の禁止、建物の閉鎖

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/additional-guidance-on-the-conduct-of-general-meetings

https://www.iras.gov.sg/irashome/COVID-19-Support-Measures-and-Tax-Guidance/Tax-Guidance/For-Property-Owners/

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/speech-by-mr-gan-kim-yong-minister-for-health-at-the-second-reading-of-covid-19-(temporarymeasures)-bill-7-april-2020

（注）新型コロナウイルス感染抑制、および新型コロナウイルスで打撃を受けた個人、法人の一時的な救済を目的に4月7日に緊急成立した臨時法
法律全文： https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/covid-19-(temporary-measures)-bill-19-2020.pdf
参考記事： https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/04/8caba960fb6ac763.html）
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3．ご相談窓口
在シンガポール日本大使館、ジェトロ、シンガポール日本商工会議所（JCCI）による新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた相談窓口の開設については以下のとおり。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/sg_singapore/info/200417.html

＊本情報は7月7日時点までの情報に基づくものです。
情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、状況が刻々と変化していることから、随時、変更が発生する可能性もございます。従って、内容の正確性・最新性の確認、および情報の採否は、お客様の責任と判断で行っていただきますようお願いいたしま
す。お客様に提供した情報の利用に関連して、万一お客様が 不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロは責任を負いかねますのでご了承ください。実際に支援を利用等される際においては、関係機関および各専門家に照会される等、最新情報の確認をお勧
めします。本資料を無断で引 用・転載することは禁じています。
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