
アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

 

新型コロナウイルス関連のビジネス向け支援制度 

（アルバータ州） 

 

☆各支援項目名をクリック頂くと、個別概要の説明ページに移動します。 

 

■アルバータ州 

・法人所得税支払い期限の延長（Corporate income tax deferral） 

https://open.alberta.ca/dataset/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-56-deferral-

of-corporate-income-tax-payments 

 

・法人所得税申告期限の延長（Corporate income tax extension of filing deadline） 

https://open.alberta.ca/publications/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-57-

extension-to-cit-at1-filing-deadline 

 

・観光税支払い期限の延期（Tourism levy deferral） 

https://www.alberta.ca/tourism-levy.aspx 

 

・教育固定資産税支払い期限の延長（Education Property Tax Deferral for business） 

https://www.alberta.ca/education-property-tax.aspx 

 

・新型コロナウイルス休暇（COVID-19 leave） 

https://www.alberta.ca/covid-19-leave.aspx 

 

・公共料金支払い期限の延長（Utility payment deferral） 

https://www.alberta.ca/utility-payment-deferral.aspx 

 

 

■Workers' Compensation Board - Alberta 

・労災保険料支払い期限の延期（WCB Premium relief for employers） 

https://www.wcb.ab.ca/insurance-and-premiums/ 

  

https://open.alberta.ca/dataset/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-56-deferral-of-corporate-income-tax-payments
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https://open.alberta.ca/publications/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-57-extension-to-cit-at1-filing-deadline
https://open.alberta.ca/publications/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-57-extension-to-cit-at1-filing-deadline
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https://www.wcb.ab.ca/insurance-and-premiums/


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

法人所得税支払い期限の延長 

（Corporate income tax deferral） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

アルバータ（AB）州 税支払い猶予 

https://open.alberta.ca/dataset/corporate-

income-tax-special-notice-vol-5-no-56-deferral-

of-corporate-income-tax-payments 

                

概要  

アルバータ州における納税申告において、法人所得税の支払い期限を延長する。 

                

施策の要点 

アルバータ州の企業は、2020年 3月 18日以降に発生する法人所得税残高、または 2020年 3月 18日か

ら 2020年 8月 31日までに支払われる分割払いの支払いを 2020年 8月 31日まで延期することが可能。 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

AB 州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

 

               

留意事項  

 なし 

 

  

 

 

               

https://open.alberta.ca/dataset/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-56-deferral-of-corporate-income-tax-payments
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アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

問い合わせ先  

【AB 州 TAX AND REVENUE ADMINISTRATION】  

メール: TRA.Revenue@gov.ab.ca 

ウエブサイト: tra.alberta.ca 

電話: 780-427-3044 

ファックス: 780-427-0348 

 

  



アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

 

法人所得税申告期限の延長 

（Corporate income tax extension of filing deadline） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

アルバータ（AB）州 税申告猶予 

https://open.alberta.ca/publications/corporate-

income-tax-special-notice-vol-5-no-57-

extension-to-cit-at1-filing-deadline 

                

概要  

アルバータ州における納税申告において、法人所得税の申告期限を延長する。 

                

施策の要点 

2020年 3月 18日から 2020年 6月 1日までに期限が到来するすべてのアルバータ州の法人所得税申告分

について、アルバータ州法人所得税申告（AT1）の提出期限は、2020年 6月 1日まで延長。 

 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

AB 州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

 

               

留意事項  

 なし 

 

https://open.alberta.ca/publications/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-57-extension-to-cit-at1-filing-deadline
https://open.alberta.ca/publications/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-57-extension-to-cit-at1-filing-deadline
https://open.alberta.ca/publications/corporate-income-tax-special-notice-vol-5-no-57-extension-to-cit-at1-filing-deadline


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

                

問い合わせ先  

【AB 州 TAX AND REVENUE ADMINISTRATION】  

メール: TRA.Revenue@gov.ab.ca 

ウエブサイト: tra.alberta.ca 

電話: 780-427-3044 

ファックス: 780-427-0348 

  



アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

 

 

観光税支払い期限の延期 

（Tourism levy deferral） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

アルバータ（AB）州 減税/税支払い猶予 https://www.alberta.ca/tourism-levy.aspx 

                

概要  

アルバータ州における納税申告において、観光税の支払い期限を延長する。 

                

施策の要点 

2020年 3月 1日から 12月 31日までに宿泊施設に支払われた観光税を保持することが可能（減額）。 

ただし、2020年 3月 1日より前に宿泊施設に支払われた観光税には、減額は適用されないが、2020年 8月

31日まで、送金を延期することが可能（延期）。 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

AB 州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

 

               

留意事項  

 なし 

 

  

 

               

https://www.alberta.ca/tourism-levy.aspx


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

問い合わせ先  

【アルバータ州 TAX AND REVENUE ADMINISTRATION】  

メール: TRA.Revenue@gov.ab.ca 

ウエブサイトWebsite: tra.alberta.ca 

電話: 780-427-3044 

ファックス: 780-427-0348 
 

 

  



アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

教育固定資産税支払い期限の延長 

（Education Property Tax Deferral for business） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

アルバータ（AB）州 税支払い猶予 
https://www.alberta.ca/education-property-

tax.aspx 

                

概要  

アルバータ州における税制度において、非居住教育固定資産税の支払い期限を 6 カ月延期する。 

                

施策の要点 

アルバータ州の地方自治体は通常どおりに教育資産税率を設定する見込みだが、徴収は 2020年 12月まで延

期する。 

 2020年 6月および 9月の請求書には、非居住教育資産税の請求に対する金額は含まれない。 

 2020年 12月の請求書にて、6月、9月、12月分を請求。  

 企業の非居住教育固定資産税の支払い期限のは 6か月延期。 

 または、市町村税と非居住教育固定資産税の両方の組み合わせの短期間の支払い期限延期も上記

措置と同等の利益がある。 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

AB 州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

               

留意事項  

 なし 

 

                

https://www.alberta.ca/education-property-tax.aspx
https://www.alberta.ca/education-property-tax.aspx


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

問い合わせ先  

【アルバータ州】 ―学校税（Municipal Affairs program advisor） 

電話：780-422-7125 

メール: taxprogramdelivery@gov.ab.ca 

 

  



アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

新型コロナウイルス休暇 

（COVID-19 leave） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

アルバータ（AB）州 雇用基準法改正 https://www.alberta.ca/covid-19-leave.aspx 

                

概要  

雇用基準法の改正により、新型コロナウイルス感染の影響により自己隔離の為に、仕事から離れる必要がある従

業員に対して、その雇用を保護するための休暇について定める。 

                

施策の要点 

3月 5日まで遡り、COVID-19に関連する自己隔離を最高医療責任者から推奨または指示されたすべての

従業員は、14日間の無給の就労保障休暇を取得すること可能。 

 従業員は、勤続期間に関係なく利用可能。 

 従業員は、この休暇を複数回（連続）受けること可能。 

 従業員は、この休暇にアクセスするための診断書を必要としない。 

 雇用主と従業員は、在宅勤務などの代替の仕事の手配を検討することが可能。 

 雇用主は、従業員が実際に就業していない期間/時間の賃金を支払う必要はない。 

 自営業者やコントラクターには適用されない。 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

全てのアルバータ州の就労者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

               

留意事項  

 なし 

 

https://www.alberta.ca/covid-19-leave.aspx


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

                

問い合わせ先  

【アルバータ州労働移民局】  

電話: 780-427-3731 

ウェブサイト：https://www.alberta.ca/contact-employment-standards.aspx 

  

https://www.alberta.ca/contact-employment-standards.aspx


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

公共料金支払い期限の延長 

（Utility payment deferral） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

アルバータ（AB）州  支払い猶予 https://www.alberta.ca/utility-payment-deferral.aspx 

                

概要  

COVID-19のパンデミックに直接関係する財政難に直面しているアルバータ州住人は、電力会社と協力の元、延

滞料金や追加の利息支払いなしで 2020年 6月 18日まで電気と天然ガスの支払いが猶予される。 

                

施策の要点 

COVID-19パンデミックの結果として財政難に直面し、定期的な支払いができない、例として以下のような場合に

適用される。 

 COVID-19 と診断 

 保健当局から自己隔離を指示 

 失業 

 家族の介護等 

 年間 250,000キロワット時未満の電力消費者（住宅、農場、小規模商業への用途に適用） 

 年間 2,500ギガジュール未満の天然ガス消費者（住宅、農場、小規模商業への用途に適用） 

※3月 18日のプログラム開始前に支払いの延滞が発生している場合も対象となる。 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

AB 州内事業者 

（小規模商業） 
なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 希望者は各公共電気またはガス供給会社に各自で申請する。 

  

 

               

https://www.alberta.ca/utility-payment-deferral.aspx


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【Alberta Utilities Commission】 

ウェブサイト：https://www.icbc.com/about-icbc/contact-us/Pages/default.aspx 

※各公共電気またはガス供給会社に直接問い合わせが必要 

 

 

 

  

https://www.icbc.com/about-icbc/contact-us/Pages/default.aspx


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

労災保険料支払い期限の延期 

（WCB Premium relief for employers） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

Workers' 

Compensation Board 

- Alberta 

支払い猶予 
https://www.wcb.ab.ca/insurance-and-premiums/# 

 

                

概要  

全てのアルバータ州の民間雇用主は、2021年まで労災保険の保険料の支払い期限を延期することになる。 

                

施策の要点 

全てのアルバータ州の民間雇用主は、2021年まで労災保険の保険料の支払い期限を延期することになる。 

・中小企業は、2021年に 2020年の保険料の支払いを再開すると、2020年の保険料の 50％が免除され

る。 

・大企業の場合は、2020年の保険料支払いを 2021年まで延期し、その後保険料の支払いが開始される。 

・既に保険料を支払った雇用主は、リベートまたはクレジットの対象となる。 

 

 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

雇用保険保険対象法人 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

対象となる全雇用主は、自動的に本措置の対象となるため、申請を行う必要はない。 

 

  

 

               

https://www.wcb.ab.ca/insurance-and-premiums/


アルバータ州                           2020年５月 22日時点 

 

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【アルバータ州Workers' Compensation Board】 

ウエブサイト：www.wcb.ab.ca   

メール：contactcentre@wcb.ab.ca  

電話：1-866-922-9221 (within AB)  

 

 

【免責条項】 

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロで

は、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利

用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご

了承ください。行政府からの支援措置、行政措置は変更があり得ますので、最新の内容はご利用

される方が直接、各行政府にご確認されるようお願い致します。 

 


