
ブリティッシュ・コロンビア州                           2020年５月 7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 

（ブリティッシュ・コロンビア州） 

 

☆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。 

 

■ブリティッシュ・コロンビア州 

・税金の申告および支払い期限の延長（Deferred Tax Payments）

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax-changes/covid-19-tax-changes 

 

・企業への学校税率引き下げ（Reduced School Tax Rates for Businesses） 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax-changes/covid-19-tax-changes 

 

・新型コロナウイルス休暇（New COVID-19 Leave） 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-

advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence#covid19 

 

■BCハイドロ社 

・中小企業向け新型コロナウイルス救済基金（COVID-19 Relief Fund for small businesses） 

https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-

fund/commercial.html 

 

■フォーティス BC社 

・新型コロナウイルス顧客回復基金（COVID-19 Customer Recovery Fund） 

https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-

outbreak/covid-19-customer-recovery-

fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC_

_NOTIFICATION 

 

■ICBC 

・ICBCへの支払い期限延長(ICBC Payment Deferral) 

https://www.icbc.com/insurance/buy-renew-cancel/Insurance-payment-

plan/Pages/Default.aspx 

 

■WorkSafeBC 

・ワークセーフ BCへの支払い変更(WorkSafeBC Payment Changes) 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax-changes/covid-19-tax-changes
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax-changes/covid-19-tax-changes
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence#covid19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence#covid19
https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-fund/commercial.html
https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-fund/commercial.html
https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.icbc.com/insurance/buy-renew-cancel/Insurance-payment-plan/Pages/Default.aspx
https://www.icbc.com/insurance/buy-renew-cancel/Insurance-payment-plan/Pages/Default.aspx
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https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-

events/announcements/2020/March/covid-19-situation-your-reporting-payment-deadline  

https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/announcements/2020/March/covid-19-situation-your-reporting-payment-deadline
https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/announcements/2020/March/covid-19-situation-your-reporting-payment-deadline


ブリティッシュ・コロンビア州                           2020年５月 7日時点 

 

税金の申告および支払い期限の延長 

（Deferred Tax Payments） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ブリティッシュ・コロンビア

（BC）州 
税支払い猶予 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax

-changes/covid-19-tax-changes 

                

概要  

 ブリティッシュ・コロンビア州における納税申告において、各種税の申告日および支払い期限を延長する。 

                

施策の要点 

 納税申告において、各種税の申告日および支払い期限を延長する。 

該当するブリティッシュ・コロンビア州の州税 

 雇用者健康税：2020年９月 30日  

 伐採税：2020年６月１日 

 売上税：2020年９月 30日 

o 地方消費税（地方自治体および地方地区の税を含む） 

o 炭素税 

o 自動車燃料税 

o たばこ税 

 

 

               

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  

BC州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

 

               

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax-changes/covid-19-tax-changes
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax-changes/covid-19-tax-changes
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留意事項  

 なし 

 

                

問い合わせ先  

【BC州財務省】  

地方消費税、炭素税、自動車燃料税、タバコ税 

電話：1-877-388-4440 

メール：CTBTaxQuestions@gov.bc.ca 

雇用主の健康税、税額控除 

電話：1-877-387-3332 

メール：ITBTaxQuestions@gov.bc.ca 

 

  



ブリティッシュ・コロンビア州                           2020年５月 7日時点 

 

企業への学校税率引き下げ 

（Reduced School Tax Rates for Businesses） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ブリティッシュ・コロンビア

（BC）州 
減税 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax

-changes/covid-19-tax-changes 

                

概要  

ブリティッシュ・コロンビア州における税制度において、2020年税年度の商業用不動産の学校税率（固定資産税

率）を引下げる。 

                

施策の要点 

ブリティッシュ・コロンビア州での不動産分類上、クラス４（主要産業）、５（軽工業）、６（事業およびその

他）に分類される不動産に対する学校税率（固定資産税率）を 50％削減する。 

2020年 4月 16日、クラス 7(管理林地)およびクラス 8（娯楽施設／非営利団体）が新たに税率引下げの

対象となることが発表された。この結果、ほとんどの商業不動産の学校税（固定資産税率）は平均 25％削減さ

れる。 

さらに、クラス４〜8 に対する納税延滞金の発生は、2020年 10月 1日まで延期される。  

 

 

               

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  

BC州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

 

               

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax-changes/covid-19-tax-changes
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/tax-changes/covid-19-tax-changes
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留意事項  

 なし 

 

                

問い合わせ先  

【BC州財務省】  

学校税 

電話：1-888-355-2700 

メール：RuralTax@gov.bc.ca 
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新型コロナウイルス休暇 

（NEW COVID-19 leave） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ブリティッシュ・コロンビア州 雇用基準法改正 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employm

ent-business/employment-standards-

advice/employment-standards/time-off/leaves-

of-absence#covid19 

                

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 

 ブリティッシュ・コロンビア州で最初の新型コロナウイルス感染患者が見つかった 1月 27日に遡って適用可能。 

 

 従業員は、次のいずれかの理由で仕事をすることができない場合、新型コロナウイルスに関連する無給の雇用

保護された休暇を取得可能。 

 新型コロナウイルス感染と診断されており、医療保健担当官の指示または医師または看護師のアドバ

イスに従っている 

 検疫または自己隔離状態にあり、州の保健担当官の命令、検疫法（カナダ）に基づく命令、BC州

疾病対策センターのガイドライン、またはカナダ連邦政府公衆衛生局のガイドラインに従って行動してい

る 

 雇用主から他人への暴露についての懸念のために働かないように指示を受けている 

 新型コロナウイルス感染に関連する理由で、学校、保育施設、または同様の施設の閉鎖など、未成

年の子供または扶養している成人の子供または里子である子供にケアを提供する必要がある 

 BC州外にいて、渡航または国境制限のために仕事に戻ることができない 

 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence#covid19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence#covid19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence#covid19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence#covid19
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法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

連邦管轄機関での就労者を

除くブリティッシュ・コロンビア州

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 

 

                

問い合わせ先  

【ブリティッシュ・コロンビア州労働省労働基準局】  

電話: 1-833-236-3700 

ウェブサイト：https://esb-forms.labour.gov.bc.ca/ESB-Enquiries-Form.aspx 

郵送: Employment Standards Branch, British Columbia Ministry of Labour 

PO Box 9570, Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9K1 

 

  

https://esb-forms.labour.gov.bc.ca/ESB-Enquiries-Form.aspx
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中小企業向け新型コロナウイルス救済基金 

（COVID-19 Relief Fund for small businesses） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

BC Hydro 

 
補助金 

https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-

payment/ways-to-pay/covid-19-relief-

fund/commercial.html 

                

概要  

ブリティッシュ・コロンビア州の中小企業経営者に対し、電気料金を最大３カ月分無料にする。 

                

施策の要点 

 希望者のみを対象とした制度のため、希望する場合には以下の「申請に関わる情報」に沿って申請が必要と

なる。 

 対象期間：2020年 4月 1日〜6月 30日 

 

 

 

               

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  

BC Hydroに口座を持

つ中小企業 
なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-fund/commercial.html
https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-fund/commercial.html
https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-fund/commercial.html
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 希望者は以下ウェブサイトで申請する。 

https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-

fund/commercial/application-form.html 

 申請申込期限：6月 30日 

 申請に際しては以下の要件を満たしていること。 

 事業口座を 2020年 3月 31日より前から有していること 

 口座は Small General Service（SGS）料金であること。 

 少なくとも 14日間連続して事業を閉鎖、ほとんどの操業を停止する必要があり、政府命令または

新型コロナウイルスによるビジネスの減少が原因で収益を上げていないこと 

 新型コロナウイルスが原因でビジネスが閉鎖されていることを示すための情報を提供できること。例え

ば、ビジネスの閉鎖の写真、ビジネスのウェブサイトやソーシャルメディアチャネルの閉鎖メッセージのスク

リーンショット、顧客への通知メールやテキストメッセージなど。 

要件を満たす口座が複数ある場合は、口座ごとに申請を送信する必要がある。最大 10口座までの免除申請

が可能。 

 

  

 

               

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【BC ハイドロ】 

ウェブサイト：https://www.bchydro.com/toolbar/contact.html?WT.ac=hp_footer_contact_us 

電話: 1 800 224 9376（月曜〜金曜 午前７時〜午後８時、土曜 午前 9時〜午後 5時）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-fund/commercial/application-form.html
https://app.bchydro.com/accounts-billing/bill-payment/ways-to-pay/covid-19-relief-fund/commercial/application-form.html
https://www.bchydro.com/toolbar/contact.html?WT.ac=hp_footer_contact_us
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新型コロナウイルス顧客復興基金 

（COVID-19 Customer Recovery Fund） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

Fortis BC 

 

補助金／ 

支払い猶予 

https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-

british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-

19-customer-recovery-

fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOT

IFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION 

 

                

概要  

ブリティッシュ・コロンビア州の中小企業経営者のうち、希望者に対し、事業を行えない間の電気・天然ガス料金をク

レジットとして提供する、もしくは 2020年 4月 1日〜6月 30日までの期間に対する請求書支払いの期限延長

を認める。 

                

施策の要点 

 希望者のみを対象とする制度のため、希望する場合には以下の「申請に関わる情報」に沿って申請が必要とな

る。 

 対象期間：2020年 4月 1日〜6月 30日 

 

 

https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
https://www.fortisbc.com/about-us/supporting-british-columbia-during-the-covid-19-outbreak/covid-19-customer-recovery-fund?bcgovtm=20200319_GCPE_AM_COVID_4_NOTIFICATION_BCGOV_BCGOV_EN_BC__NOTIFICATION
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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  

Fortis BC に口座を持つ

中小企業 
なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 希望者は以下ウェブサイトで申請する。

https://webforms.fortisbc.com/forms/view.php?id=1228330 

 申請に際しては以下の要件を満たしていること。 

 新型コロナウイルスの発生により、企業の閉鎖日を含め、収入が失われたか、閉鎖を余儀なくされたこ

と。  

 中小企業の顧客であることを確認する FortisBC口座番号を提供すること。 

 残高据え置きの支払い契約を結ぶことに同意すること。  

  

 

               

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【Fortis BC】 

ウェブサイト：https://www.fortisbc.com/contact-us 

メール：COVID19Recovery@fortisbc.com  

電話: 1-888-292-4104 (天然ガス) 、1-888-292-4105 (電力) 月曜〜金曜 午前 8時〜午後 6時 

  

https://webforms.fortisbc.com/forms/view.php?id=1228330
https://www.fortisbc.com/contact-us
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ICBCへの支払い期限延長 

(ICBC Payment Deferral) 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ICBC 

 
支払い猶予 

https://www.icbc.com/insurance/buy-renew-

cancel/Insurance-payment-plan/Pages/Default.aspx 

 

                

概要  

ブリティッシュ・コロンビア州の自動車保有者の加入が義務付けられている自動車保険料の支払いについて、希望

者に対して最大 90日間、支払い期限が延長される。 

                

施策の要点 

希望者のみを対象とした支払い期限延長となるため、希望する場合には以下の「申請に関わる情報」に沿って申

請が必要となる。 

 

 

 

               

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  

職場安全保険の対象法

人 
なし  なし  なし 

                

https://www.icbc.com/insurance/buy-renew-cancel/Insurance-payment-plan/Pages/Default.aspx
https://www.icbc.com/insurance/buy-renew-cancel/Insurance-payment-plan/Pages/Default.aspx
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申請に関わる情報  

 希望者は以下ウェブサイトで申請する。

https://onlinebusiness.icbc.com/eforms/dotcom/jsp/ACG398.jsp 

 申請に際しては以下の要件を満たしていること。 

 自動車保険を付保している自動車の保有者であること 

 自動引き落としが可能なカナダの銀行口座を有していること 

 19歳未満の場合は支払い方法について保護者が同意していること 

 

  

 

               

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【ICBC】 

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

メール：

https://onlinebusiness.icbc.com/eforms/dotcom/jsp/feedback_customer_relations.jsp 

電話: 1-604-661-2800（月曜〜金曜 午前 8時〜午後 6時、土曜 午前 9時〜午後 5時）  

 

 

 

 

  

https://onlinebusiness.icbc.com/eforms/dotcom/jsp/ACG398.jsp
https://www.icbc.com/about-icbc/contact-us/Pages/default.aspx
https://onlinebusiness.icbc.com/eforms/dotcom/jsp/feedback_customer_relations.jsp
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ワークセーフ BCへの支払い変更 

(WorkSafeBC Payment Changes) 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

The Workers' 

Compensation Board 

of British Columbia 

 

支払い猶予 

https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-

events/announcements/2020/March/covid-19-

situation-your-reporting-payment-deadline 

                

概要  

ブリティッシュ・コロンビア州のほとんどの企業が加入を義務付けられている職場安全保険の保険料の支払いに期限

について、2020年第１四半期の支払い期限を延長する。 

                

施策の要点 

各事業者は、保険料の支払いに関して前四半期または前年に対する申告および支払いを行う。2020年第一四

半期の支払い期限は 4月 20日から 6月 30日に延長され、延期期間中は、未払いの保険料に利息は発生せ

ず、罰金も課されない。 

 

 

               

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  

職場安全保険の対象法

人 
なし  なし  なし 

                

https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/announcements/2020/March/covid-19-situation-your-reporting-payment-deadline
https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/announcements/2020/March/covid-19-situation-your-reporting-payment-deadline
https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/announcements/2020/March/covid-19-situation-your-reporting-payment-deadline


ブリティッシュ・コロンビア州                           2020年５月 7日時点 

 

 

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。 

 

  

 

               

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【ワークセーフ BC】 

ウェブサイト：https://www.worksafebc.com/en/contact-us 

メール：

https://gems.online.worksafebc.com/emailus?_ga=2.93968669.1617233025.1588827849

-1609576481.1588827849 

電話:1.604.231.8888（月曜〜金曜 午前 8時〜午後 6時）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 
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