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2019年 2月に、中国中央政府は「粤港澳大湾区発展計画綱要」を公布し、香港、マカオ、広東省、3地域間の繫がりを更に深め、各都市
の特徴と強さを最大限に発揮し、より開放的、且つ世界的な都市群、いわゆる粤港澳大湾区（以下「大湾区」）を構築する計画を明らかにし
た。 
 
大湾区は、国際金融、現代サービス、現代物流、イノベーションとテクノロジーなどに焦点をあて、人・モノ・金の流動性を確保し、国際競争力を
向上させることを目標にする。それによって、香港、マカオ、台湾及び外国籍のハイエンド人材や不足人材を誘致するために、2019年 3月 14
日に、財政部、国家税務総局は「粤港澳大湾区における個人所得税優遇政策に関する通知」（以下「31号文」）を公布し、珠江デルタ 9
都市で納付した個人所得税額は香港で納付する場合の所得税額との差額を補助金の形で個人所得税納税者に還付する優遇政策を正式
に発表した。その後、優遇政策の実施案として、2019年 6月 22日に、広東省財政庁、国家税務総局広東省税務局は 31号文の趣旨を
踏まえ、「粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施徹底に関する通知」（以下「2号文」）を公布し、個人所得税負担額の差額に基づ
く補助金の支給基準、個人所得の対象範囲及び人材認定枠組みの対象範囲、原則などを更に明確にした。 
 
大湾区における個人所得税優遇政策の要点 
 
1、補助金の対象都市及び算定方法 
31号文に基づき、珠江デルタ 9都市（即ち、広州市、深圳市、珠海市、仏山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市）の人民政
府は、大湾区に勤務する香港、マカオ、台湾及び外国籍のハイエンド人材及び不足人材に、珠江デルタ 9都市で納付した個人所得税額が課
税所得額の 15%を超過した部分に対して、財政補助金を支給する。即ち、 
 
補助金額 = 珠江デルタ 9都市で納付した個人所得税額－課税所得額 × 15% 
 
当該補助金は、個人所得税の免税対象になる。補助金額は、個人所得の項目ごとに算定され（総合所得の場合は総合計算する）、年 1
回一括して支給される。 
 
2、試行期間 
優遇政策の有効期間は 2019年 1月 1日～2023年 12月 31日であるが、2号文においては、まず 2019年 1月 1日～2019年 12
月 31日の一年で試行されている。試行期間終了後は適用状況の評価結果に応じて改定される。 
 
3、補助金の支給適用対象となる所得の範囲 
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補助金の支給適用対象となる所得は賃金、給与所得、役務報酬、原稿報酬、ロイヤリティ所得、経営所得、人材プロジェクトの入選による助
成金所得である。 
 
4、粤港澳大湾区各都市の人材認定条件 
人材認定条件について、2号文によれば、下記の基本条件をすべて満たし、且つその他条件のいずれかに該当する外国ハイエンド人材及び不
足人材は、大湾区の個人所得税補助金を申請できる。 
 
基本条件（すべてに該当する必要がある） 

• 香港・マカオの永住者、香港の入境計画（優秀人材、専門家、企業家）の認定を取得した香港居住者、台湾地域の居住者、外国
籍個人、或いは海外での長期在留資格を有する中国人留学生及び華僑 

• 珠江デルタ 9都市で就労し、且つ法規定に従い納税する人材。 

• 法規定、研究倫理、科学研究の信義誠実の原則を遵守する人材。 
その他条件（いずれかに該当する可） 

• 国、省、都市レベルの重要人材プロジェクトの入選者、広東省「人材優粤カード」を取得した人材、外国人就労許可証（A 類）或い
は外国ハイエンド人材の招聘確認状を有する人材、並びに国、省、都市認定のその他外国高級人材 

• 国、省、都市レベルの重要革新プラットフォームの科学研究チームメンバー、高等教育機関、科学研究機関、病院などの関連機関の科
学研究チームメンバー 

• 広東省の重要発展産業、重要分野で就労・起業する技術・技能基幹人材及び優秀な管理人材 

• 珠江デルタ 9都市が認定するその他特殊技能を有する不足人材 

 
上記の基本条件、その他条件を踏まえ、各都市の政府は現地の状況を評価した上で、具体的な人材認定と申請の手続きに関する実施管理
規定を各自で公布する。そのため、都市間の手続きが少し異なる。例えば、広州市の管理規定によれば、広州市の補助金申請者は広州での
累計勤務日数が 90日以上にならなければいけないという基本条件が追加された。また、大部分の都市では、A類の外国人就労許可証を有
する外国籍個人のみ補助金の申請対象になるが、中山と珠海においては、外国籍個人は B類の外国人就労許可証を持っていれば、不足人
材として補助金を申請することが可能である。申請者の状況を評価する前に、所在地の人材認定条件をしっかり確認する必要がある。 

 
5、人材認定、補助金申請受付機関及び申請方法など 
 

ハイエンド人材認定機関 各都市の科学技術（外国専門家）部 

不足人材認定機関 人的資源社会保障部 

補助金申請受付、審査、支給機関 
 補助金申請受付、審査、支給機関は財政部門である 
 審査作業は財政部門をはじめ、科学技術（外国専門家）部、人的資源社会保障

部門及び税務局が共同で実施する 

申請方法 
 源泉徴収義務者が個人所得税を源泉徴収する場合、通常、源泉徴収義務者が補

助金申請を代行する 
 申請者が自ら個人所得税を申告する場合、申請者本人が補助金申請を行う 

申請の受理時間 
各都市の受理時間は異なるが、基本的に 2020年 7月 1日以降、即ち確定申告が完了
したから申請可能 

補助金の支給 申請者本人が指定する個人口座に直接振り込み 

 
筆者の所見 
 
大湾区の個人所得税優遇政策は、外国人材と企業にも大きなベネフィットを与える。当該優遇政策を適用した後、珠江デルタ 9都市で就労
する場合の個人所得税負担は明らかに軽減され、個人所得税の税率が最高の 45%から 15%までに引き下げられ、香港地域で就労する場
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合の個人所得税負担とほぼ同水準に達する。また、企業が被雇用者の個人所得税を負担する場合、補助金優遇政策の適用は企業の実際
の人件費削減にも効果的である。 
 
よって、企業及び外国籍個人は、大湾区の個人所得税優遇政策を適用できるか否かにつき、現状を確認し、会社と個人の状況を評価した上
で、人材認定条件を満たすための可能性を探ることをお勧めする。仮にハイエンド人材や不足人材の条件に該当する場合、2019年内に関連
資質を取得し、補助金の申請に必要とされる資料を事前に揃え、2020年の確定申告が完了してから提出するというスケジュールを提案する。
同時に、個人所得税を会社負担にする企業は、補助金の影響を踏まえ、外国籍従業員の全体的な報酬体系の見直しをすることも有用であ
る。 
 
現段階において、外国人材向け補助金支給の個人所得税優遇政策は大湾区でしか実施されていない。グループ企業に対し、グループ全体の
コストダウンを実現するために、人員配置の整理、グループ内の業務構成とビジネスモデルの再構築、サプライチェーンの最適化などのプランニングも
考えられる。   
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